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前回例会報告 
第２４０３回例会 

 ２０１９年７月４日（木） １２：３０～ 
 

国歌斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

来客紹介 

四つのテスト唱和 

前年度正副会長幹事表彰 

７月誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 『退任挨拶Part３』 理事役員委員長 

 

 
 

直前正副会長幹事へ記念品を贈

呈しました。 

 

直前会長 三保会員 

直前副会長 久保豊年会員 

直前幹事 塩本会員 

直前副幹事 竹内会員・堤会員 

 

※欠席 

直前副幹事 小林直哉会員 

 

７月誕生会員お祝い 

炭田会員・島本会員・樹野会員・ 

藤原会員・松田会員・谷本会員・ 

鈴木会員・福永会員・西開地会

員･竹内会員 

おめでとうございます！ 

 

※本日欠席の方 

大之木会員・山下会員・松本会 

員・東会員 
 

 

 

皆さん今日は｡ お客様におかれましては、当ｸﾗﾌﾞにようこ

そお越し下さいました。 

どうぞごゆっくりお過ごし下さい。今年度最初の会長時間で

すが、今年度の初例会をチョードリー サマールさんを入会

候補者としてお迎えし開催出来ることを大変嬉しく思って

います。サマールさんは母国がインドで､来週の例会で当ｸ

ﾗﾌﾞに入会される予定と伺っておりますが、入会頂くと当ｸﾗﾌﾞ創立以来初めての日本人以

外の会員になられます。サマールさん、ご入会を楽しみにしています。今日はどうぞゆっくり

くつろいでお過ごし下さい。後ほど就任挨拶の時間を頂いておりますので、今日は姉妹ク

ラブの京都伏見ＲＣから頂いた祝電を披露させて頂き、会長時間と致します。 

 

 

【本日の例会 第２４０４回例会】 

 ２０１９年７月１１日（木） １２：３０～ 

【例会プログラム】 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 

入会式 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

同好会報告 

ニコニコ箱の時間 

卓話時間 

２０１８-１９年度 決算・監査報告 

２０１９-２０年度 予算・事業計画説明 

【出席報告】  出席委員会 

２０１９年７月４日（木）  会員総数 ９９名 

出席  ８３名  欠席  １６名 

来客   ４名  ゲスト  １名 

６月２０日例会  修正後出席率 １００％ 

 

※今年度よりメークアップに関する規定が変更と

なります。詳しくは配布文書をご覧ください。 

【来客紹介】  親睦委員会 

山下  江 様(東京中央新) 

瀬川 長良 様(広島陵北) 

吉田 尊禯 様(広島陵北) 

久保 弘睦 様(広島陵北) 

チョードリー サマール 様（入会予定者）

祝電披露 
 

広島北ロータリークラブ新年度初例会おめでとうございます。貴クラブのますますのご

発展と会員ご家族皆様のご健勝をお祈り申し上げます。９月２７日に京都にて多くの

皆様にお会いできますことを心より楽しみにしております。 

京都伏見ＲＣ 会長 浅野 雄祐

今年度から「６つの重点分野」の表記が一部変更になります。 

*印が変更になりました。

・疾病予防と治療 ・平和構築と紛争予防* 

・母子の健康 ・地域社会の経済発展* 

・水と衛生 ・基本的教育と識字率向上 

会長時間       会長   粟屋 充博 
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《ご案内》 

*９月に仙台市で行われる「第１５回ﾛｰﾀﾘｰ日韓親善会議」の

案内が届いております。申込は事務局にお願いします。 

*例会終了後１３：４０から第１回理事会を開催します。 

*各委員会にお願いです。例会での委員会報告については

前以って幹事に連絡をお願いします。 

*会社案内、イベント案内などﾎﾞｯｸｽ配布および例会場後方

のﾃｰﾌﾞﾙに置く場合は、事前に幹事に報告し、職業ﾆｺﾆｺで

会員に知らせて下さい。 

《ＢＯＸ配布物》 

*メークアップ規定変更のご案内 

*ガバナー月信 ２冊 

*会員証 

《その他》 

*東京中央新ＲＣよりﾊﾞﾅｰを頂戴しております。 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会  越智副委員長 

*例会終了後、新会員候補者のためのﾛｰﾀﾘｰ説明会を開催し

ます。 

 

 

野球同好会  武部会員 

*甲子園大会報告 

 ６月２９日(土)に北海道滝川ＲＣと対戦し、

５対１で勝ちました。 

ゴルフ同好会  丸子会員 

*７月例会および取り切り戦のご案内 

*新年度ハンデ改正について 

 

 

 

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会 

 

【お客様より】 

広島陵北ＲＣ 瀬川会長・吉田幹事★ 広島陵北ＲＣの会

長を仰せつかりました瀬川です。又、幹事をさせていただきます

吉田です。一年間よろしくお願いいたします。 

東京中央新ＲＣ 山下江様 昨日は前年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会

の打上げ及び私の送別会を開いて頂きありがとうございました。

｢送別｣はして頂きましたが、本日お会いできてうれしいです。 

 

【会員出宝】 

粟屋会員★ 今年度当ｸﾗﾌﾞの５１代会長を務めさせて頂きま

す。微力ながら一生懸命務めて参りますので１年先に無事帰

港出来るよう、皆様方のお力添えをよろしくお願い申し上げま

す。 

粟屋会員・杉町会員・島本会員・藤原会員・樽本会員 

①いよいよ本日より新年度がスタートしました。執行部一同力

を合わせて頑張って参りますので会員の皆様ご協力の程、

宜しくお願い致します。 

②チョードリー サマールさんようこそお越しくださいました。 

本日は楽しんでください。入会を楽しみにしています。 

上野会員 粟屋丸の出航に深甚よりｴｰﾙを送るとともに一年

間どうぞよろしくお導き下さい。 

中川良浩会員 下川ﾆｺﾆｺ委員長、今年度も頑張って下さ

い。くす玉がいる時には言ってください！ 

前年度正副会長幹事(三保会員・久保会員･塩本会員・ 

小林(直)会員･竹内会員・堤会員) 一年間ありがとうございま

した。お陰様で５０周年の年を無事終えることが出来ました。い

よいよ今日より粟屋丸が出港します。５１年目の更なる飛躍を

期待しています。 

吉良会員・竹本会員・大賀会員・吉田会員・赤井会員・西

開地会員 先日は新会員歓迎懇親会を開催して頂きありが

とうございました。一日だけの｢北手品団｣喜んで頂けたら幸いで

す。今日から新年度、精一杯頑張りますので、宜しくお願いい

たします。 

ＳＡＡ一同(坪内会員・上河内会員・森会員) 粟屋会長をは

じめ、正副会長幹事の皆様、今年度一年間、身体に気をつ

けて頑張ってください。ＳＡＡは、陰ながら一生懸命応援させて

いただきます。一年間、よろしくお願い致します。 

会報ＩＴ委員会一同(中根会員・池久保会員・森嶋会員・山

田会員・岡田会員・深川会員・畑会員・秋山会員・桑原会

員) 会報ＩＴ委員会です! 一年間宜しくお願いします! 

ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員会一同(合田会員・小林(直)会員・

堤会員・鈴木会員・三宅会員・福永会員・重田会員・下川

会員・武部会員) 今年度、出席委員会・親睦委員会・ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑ委員会・ﾆｺﾆｺ委員会を担当させて頂きます。会員の皆様

のﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌが、より一層充実して楽しい一年になりますよう、

一生懸命、頑張らせて頂きたいと思います。一年間、よろしくお

願い致します！ 

炭田会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

鈴木会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

竹内会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

谷本会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

水野会員 妻の誕生日に素敵な花をありがとうございます。 

山坂会員・山下会員・東会員・荒本会員・神農会員・山内

会員・岡部会員・浦会員・松田会員・丸子会員・河村会員･

森会員･濵本会員・武部会員 ６/２９に開催された甲子園野

球にて滝川ＲＣに５-１で勝利いたしました。 

荒本会員 先月２９日(土)に憧れの甲子園球場で試合をする

ことが出来ました。総監督・監督・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ他野球同好会の

皆様に心より感謝します。ありがとうございました。 

山坂会員 荒本君、甲子園ﾅｲｽﾋﾟｯﾁﾝｸﾞ！あの速球と鋭く落

ちるｶｰﾌﾞで２つの三振を取ったのはすごかった。大学時代の神

宮球場でのﾋﾟｯﾁﾝｸﾞを思い出しました。 

ﾆｺﾆｺ委員会一同(下川会員･武部会員･泉会員･丸本会員･

藤田会員・古田会員･樹野会員・荒本会員・菊地会員 本

年度、私たち９名でﾆｺﾆｺ箱の時間を担当させて頂きます。会

員皆様のお祝い事や様々なエピソー ドをご紹介しながら、例

会を楽しく過ごして頂ける様、頑張ります。スマホでのﾆｺﾆｺもと

ても簡単です。色々なシチュエーションで思い立ったらすぐﾆｺﾆｺ

です。今年は「ついﾆｺﾆｺをしてしまう！！ いや、ﾆｺﾆｺせずに

はいられない！！」と皆様がなられますように頑張りますので 、

一年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

当日計 ９６，０００円  累計 ９６，０００円 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

幹事報告       幹事  島本 章生 

委員会報告 

同好会報告 
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『就任挨拶』 

 

 

理事･会長  粟屋充博 会員 

 

今年度当クラブ５１代目の会長を拝

命致しました粟屋でございます。 

私はこのクラブに今はおられませんが

三宅徹也様と、前年度幹事をされた

塩本能尚会員お二人の紹介で２００５年６月に入会し、１４年

在籍させて頂いております。 

ロータリーに関する知識もはなはだ乏しく微力ではございますが、

私の２年先輩でどんな時も頼りになる杉町副会長、くったくがなく

バランス感覚がいい島本幹事、前向きでやる気満々の樽本、藤

原両副幹事と共に一年間全力でクラブ運営にあたらせて頂きま

すのでどうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、今年度のマーク・マローニーＲＩ会長は会長メッセージの中で

「若い弁護士としてシカゴにやってきたポールハリスが１９０５年にロ

ータリーを創設した最大の理由、それは見知らぬ街で、ほかの人

たちとつながることでした。」「創立から１世紀以上経過した今、ロ

ータリーは私たちが違いをこえて、深く、有意義な形でつながり合う

ことを可能にしてくれます。又、地域社会や仕事上の機会、私た

ちの助けを必要としている人々に引き合わせてくれます。」と述べら

れ、今年度のＲＩ会長テーマを「ロータリーは世界をつなぐ」とされま

した。確か今年２月だったと思いますが、このテーマを初めて目にし

た時、世界中で連帯・融合の考え方から分断・排除の方向へ向

かう事を予見させるような出来事が相次いで起こっている中で、当

に時宜を得たテーマだと感銘を受けた事を記憶しています。 

このテーマを受けて我々が所属する２７１０地区の晝田眞三ガバ

ナーは「ロータリーの未来を語り、礎を築こう」をガバナー信条として

掲げ、今年度の地区運営方針５項目の中で､特に「会員基盤の

強化」と「地区補助金を活用して世界で良いことをしよう」の２項

目を強調しておられます。 

昨年度、我がクラブは創立５０周年という大きな節目を迎えました。

これまで５０年間、先輩会員の方々が築き上げてこられた、我が

クラブならではの素晴らしい伝統を誇りを持って継承しつつ、「人と

人」「クラブと地域」とのつながりを大切にしながら今後６０周年、１

００周年に向けて確かな一歩を踏み出す年度にしたい、との思い

から、クラブ会長としての今年度のクラブ運営方針を「新たなステ

ージへ、確かな一歩を」とさせて頂きました。 

具体的な活動につきましては、理事、役員、各小委員会、特別

委員会の委員長さんを始め委員会メンバーの皆様に年初からの

被選理事会並びに４月、５月、６月の３カ月の間に開催頂いた

委員会で、前向き且つ綿密に事業計画を策定頂いておりますの

で、１つ１つ実施する事業に出来るだけ多くの方々に関わって頂き

ながら計画に添って実行していけば必ず「新たなステージへ、確か

な一歩を」踏み出せる年度に出来るものと確信しています。 

皆様方のおかげでスムーズに船出をさせて頂けた事に感謝してい

ます。 

今年度も我がクラブの伝統である「明るく、調和のとれた、居心地

の良い楽しいクラブ」を念頭においてクラブ運営に努めて参ります

ので、一年後に無事帰港出来るよう、皆様方のご指導・ご協力

をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

理事･副会長  杉町 孝 会員 

 

皆さんこんにちは、杉町でございます。

改めまして、皆様方にご挨拶申し上

げます。 

私は当クラブに入会させていただき、

早１６年が経ちました。が、未だロータリークラブにつきましては、ま

だまだ未熟者でございます。 

しかしながら、この度皆様方との深いご縁を頂戴致しまして副会

長職を拝命いたしました。副会長の役目として、先ずは粟屋会

長の補佐を務める、そう心得ております。 

昨年度我が北クラブは、前三保会長の下、創立５０周年という

大きな節目を迎える事が出来ました。 

そして更なる発展を願い、先ほども述べられましたが、今年度粟

屋会長は方針として「新たなステージへ、確かな一歩を」と掲げら

れました。その基本方針に沿った運営を、各常任理事、各小委

員長、各委員会の皆々様と共に、より素晴らしい北クラブとなりま

すよう心から願い、我がクラブの伝統である「明るく調和のとれた、

居心地の良い楽しいクラブ」を継承して行きたいと思っております。 

クラブ会員皆様方のお力添えを賜りながら、副会長としての役目

を全うしてゆく所存ですので、これからもご指導並びにご鞭撻の程、

何卒よろしくお願い申し上げ、副会長の挨拶とさせて頂きます。 

１年間、どうか宜しくお願い申し上げます。 

 

理事･幹事  島本章生 会員 

 

幹事の拝命をうけてから「大変だね」

と声を掛けられる。何が大変かは考え

ないようにして目の前のすべきことに注

意を向けるようにしている。とはいえ、

私の中で大変と言えることが二つある。一つは、ほぼ二日に一日

は二日酔いであることだ。メンバーと話すと楽しく、つい飲みすぎて

しまう。もう一つは、仕事の合間にロータリーが入ってくるので時間

に余裕がないことである。仕事の時間が少なくなってもパフォーマン

スを上げることが一年間の課題だ。私自身、幹事の仕事を私一

人できるわけもなく、粟屋会長をはじめ執行部、役員、逢坂さん

らに助けられておりとても感謝している。１年後の退任挨拶を楽し

みにしている。 

 

今後の例会予定 
 

７月 １８日（木） 休会 

 ２５日（木） 通常例会  卓話 「就任挨拶」 

 

８月  １日（木） 通常例会  卓話 「就任挨拶」 

 ８日（木） ガバナー公式訪問例会 

 １５日（木） 休会 

 ２２日（木） 通常例会  卓話 「新会員ｽﾋﾟｰﾁ」 

 ２９日（木） オープン例会 卓話 達川光男氏 

 

９月  ５日（木） 通常例会 

 １２日（木） 通常例会 

 １９日（木） 休会 

 ２６日（木） 夜間例会  会員懇親会 

 

※その他、９月２７日（金）は京都において姉妹クラブ友好提携

継続調印式が開催されます。 

※最新の情報はホームページに掲載されます。 

卓話時間 


