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前回例会報告
第２４３１回例会

【２０１９-２０２０年度 最終例会】

２０２０年６月２５日（木） １２：３０～

【例会プログラム】

点鐘

退会挨拶

会長時間 会長  粟屋充博

幹事報告 幹事  島本章生

委員会報告

同好会報告

ニコニコ箱の時間

点鐘

今年度入会会員のご紹介

点鐘引継ぎ式

卓話 『会長幹事退任挨拶』

会 長 粟屋 充博 会員

幹 事  島本 章生 会員

岡田清治会員が６月３０日付

けで退会となります。

岡田会員よりご挨拶を頂き、

クラブから花束をお贈りいたし

ました。

今後もご活躍をされることを祈

念しております。

今日が最後の会長時間になります。

何はさておき､まず皆さんにお礼を申し上げます。お陰

様で何とか無事帰港することが出来ました。

今年度１年間本当にありがとうございました。

又、今日の最終例会に８９名もの多くの会員の皆さ

んにご参加を頂いたことも嬉しく思っています。後程退

任挨拶の時間を頂いておりますことと、今日の例会は

時間が非常にタイトですので、この会長時間では皆さんの１年間のお力添えに感謝し、

心よりお礼を申し上げまして会長時間とさせて頂きます。

《お知らせ》

*お帰り際には受付のＢＯＸの位置が変わっていますので、お間違えのないようお願いいた

します。

出席委員会 鈴木委員長

今年度ホーム例会１００％出席を達成された方をご紹介いたします。

濵本利寿 会員・佐々木礼正 会員・本田善昭 会員・樹野敏之 会員

岡部知之 会員・庄子佳良 会員・炭田正孝 会員・原田義弘 会員

樽本陽輔 副幹事・杉町 孝 副会長・粟屋充博 会長

一年間お疲れ様でした！

記念品はＢＯＸにお配りしています。お持ち帰り下さい。

次年度プログラム委員会 高見委員長

例会終了後、委員会を開催します。

次年度 S.A.A.  佐々木副 SAA

次年度のクールビズ期間は７月～10 月です。

ロータリーバッジについてご案内です。

次年度から例会で着用するロータリーバッジをクラブから支給されたバッジのみとさせて頂き

ますので、ご協力頂きますようお願いいたします。

【次回例会 第２４３２回例会】

２０２０年７月２日（木） １２：３０～

【例会プログラム】

点鐘

直前正副会長幹事記念品贈呈

誕生月会員お祝い

会長時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の時間

卓話時間

『会長幹事就任挨拶』

会長  久保 豊年 会員

幹事  下前 嘉彦 会員

点鐘

【出席報告】  出席委員会

２０２０年６月２５日（木） 会員総数１０１名

出席 ８９名  欠席  １２名

会長時間       会長   粟屋 充博

幹事報告         幹事  島本 章生

退会挨拶

委員会報告
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*７月例会の出欠をまだ提出していない方は、明日２６日(金)が

締切です。お忘れのないようお願いいたします。

ゴルフ同好会  丸子会員

多打喜会７月例会とハンデ改正のご案内をお配りしています。

７月１２日（日）８：３７スタート 千代田ゴルフ倶楽部

なお、「取り切り戦」を兼ねております。

また、６月例会は雨天のため、中止となりました。

本来なら新会員歓迎懇親会が開催される予定でしたが、新型コ

ロナウイルス感染症の為、開催が叶いませんでしたので、今年度

ご入会いただきました皆様をご紹介し、一言ご挨拶を頂きました。

（例会での写真はマスク姿ですので、入会式の時の写真を使用し

ています）

チョードリー サマール会員

2019.7.11入会

㈱NAMASTE･INDIA

代表取締役

職業分類：レストラン

高井 建治 会員

2019.8.8入会

共和電子㈱ 代表取締役

職業分類：電子部品卸

平井 淳司 会員

2019.12.5入会

つかさ建設㈱ 代表取締役

職業分類：総合建設

赤木 寛紀 会員

2020.1.16入会

㈲山陽堂 代表取締役

職業分類：薬局

貞木 雅和 会員

2020.1.16入会

㈱西京銀行 広島支店

執行役員支店長

職業分類：地方銀行

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】
粟屋会員★ 皆さん、一年間本当にありがとうございました。

お陰様で何とか無事寄港することが出来ました。皆さんのお力

添えに感謝して出宝させて頂きます。

島本会員 本日、退任のあいさつをさせて頂きます。一年間あ

りがとうございました

粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

本日をもって本年度例会がすべて終了となります。本年度の

活動に最大限のご理解とご協力を頂きました理事・正副委員

長・会員の皆様、そして何より陰でお支え続けて頂きました事

務局逢坂さん今日まで本当にありがとうございました。

山坂会員 正副会長幹事の皆様、一年間お疲れ様でした。

荒本会員 今日は、今年度最後の例会日となりました。１年

間色々とご指導、そしてご支援・ご協力ありがとうございました。

次年度も引き続きよろしくお願いします。

岡田会員 この度、６月末で定年退職のためクラブを退会す

ることになりました。６年間大変お世話になり、誠にありがとうご

ざいます。

吉永会員 先週の臨時総会において次々年度幹事に選出

していただきました。色々な面で忙しくなると思いますが、自分

らしく楽しんでやっていきたいと思います。次々年度会長の杉

町さんをしっかり支えれるよう様頑張ります！

原田会員 入会４３年で初めてホーム例会１００％出席をさ

せて頂きました。仕事がヒマになった為です。

中根会員・池久保会員・松本会員・森嶋会員・深川会員・

岡田会員・秋山会員・桑原会員 会報ＩＴ委員会です。一年

間ありがとうございました。

丸子会員 入会して１年余りで多打喜会幹事の役割を仰せ

つかり、今年で２年の任期が終えます。不慣れな運営でご迷

惑をおかけしましたが、大変勉強になりました。ありがとうござい

ます。次年度より島本代表幹事のもと、竹本幹事・吉良幹事

が務めて参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。

庄子会員 一年間、ありがとうございました。

西開地会員 妻の誕生日に大きな素敵なお花が届きました。

妻は花が大好きなので大変喜んでおりました。ありがとうござい

ました。

吉良会員 妻の誕生日に素敵なお花が届きました。妻も大

変喜んでいました。ありがとうございました。

杉町会員◇ ①皆様のお陰を持ちまして、パティスリー京香も

１４周年を迎えることが出来ました。本当にありがとうございまし

た。②６７才となりました。これからもご指導よろしくお願いいたし

ます。

谷本会員★ 先日、自治体に車を寄贈しまして、ローカルケ

ーブル番組ですが、ニュースとして取り上げて頂きました。本年

最後ですので、大きい気持ちでニコニコします。

中根会員◇ 秋山さん、アルコールスプレーをいただき、本当に

ありがとうございます。秋山さんが神様に見えます。

合田会員・下川会員・武部会員・泉会員・藤田会員・荒本会

員・古田会員・菊地会員・樹野会員 早いもので本日が最終

例会となりました。皆様から１年間、心温まるニコニコ出宝を頂き

ありがとうございます。

会員皆様のおかげでコロナにも関わらず、当初の予算額を達成

することができました。皆様のニコニコが広島北ＲＣの奉仕活動

を通じて、世界のニコニコへと広がっていきました。是非、次年度

のニコニコもよろしくお願い致します。

当日計 ５７,０００円  累計 １,４０５,０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

次年度幹事報告     次年度幹事  下前 嘉彦

同好会報告

今年度入会会員のご紹介
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『退任挨拶』

会長 粟屋 充博 会員

執行部の杉町副会長､島本

幹事､藤原・樽本副幹事始

め理事・役員の皆様並びに

クラブ会員の皆様のお力添

えのお陰で何とか今日の日を

迎えることが出来ました｡

振り返りますとアッという間の

１年で､数々の奉仕事業や親睦事業など各委員会の常任委員

長さん・小委員長さんを中心に実施頂いた数々の奉仕事業や

親睦事業の一つ一つが昨日のことのように思い出されます｡各行

事を計画･実施頂いた常任委員長さん、小委員長さん､そして委

員会メンバーの皆さん､並びに１年間を通してお力添えを頂きクラ

ブ運営を支えて頂いた役員の皆さんに心よりお礼を申し上げます｡

本当にありがとうございました。１年の間に色々なことがありました

が､今振り返りますと会員の皆さんへの感謝の気持ちと楽しい思い

出しか浮かんできません｡丁度昨年の今頃は正直に申し上げまし

て「私で１年会長が務まるだろうか？」との不安な気持ちもありま

したが､昨年７月４日の第一例会の終了直後､私が緊張から解

放されてホッとしていた時に､パスト会長で大先輩の久永さんが私

の所へ来て下さり肩をたたきながら笑顔で｢ご苦労様。大丈夫。２、

３ケ月もすれば慣れるから｡｣と声を掛けて下さいました｡

「そうか､あと２、３ケ月もすれば・・」と思いながら夏が過ぎ､年が明

け､結局会長職は慣れるどころか板につかないまま１年が過ぎてし

まったというのが正直な感想ですが､久永さんが掛けて下さった一

言で気持が随分楽になりました。久永さん､ありがとうございまし

た。

今年度は元号が変わった初年度であり､年度初めには当クラブと

して初めてチョードリー･サマールさんを日本人以外の会員として迎

えることも出来て､初物尽くしと言うとオーバーかもしれませんが､

｢新たなステージへ､確かな一歩を｣のスローガン通りの順調なスタ

ートが切れた､と喜んでおりました所、最後の４ケ月は新型コロナ

感染症への対応に追われることになってしまいました｡

今年度は後々２０１９－２０２０年度というより､｢令和初年度｣､

或いは「コロナ年度」と言われるようになるのではないかとも思って

いますが､このクラブで､この執行部メンバーで会長を務めさせて頂

けたことに感謝しています。特にクラブ運営を一手に引き受け１年

を通して私を支えてくれた幹事の島本さん､１年間ご苦労様でした｡

又常にクラブのことを大切に思い､クラブとクラブ会員一人一人に

心を配ってもらった事務局の逢坂さんにもお礼を申し上げます。あ

りがとうございました。

私なりに精一杯務めさせて頂いたつもりではありますが､拙い会長

で至らぬ点やご迷惑をお掛けしたことにつきましては､ロータリーの

寛容の精神に免じてお許し下さい。

これからも当クラブが「明るく調和のとれた居心地のよい楽しいクラ

ブ」であり続けることを願いつつ、併せて次年度に「よい航海を！Ｂ

ｏｎ Ｖｏｙａｇｅ！」とエールを送り､久保豊年次年度会長にバトン

を渡したいと思います。１年間ありがとうございました。

退任の挨拶とさせて頂きます

幹事 島本 章生 会員

数年後にコロナ年度の幹事さ

んと言われることでしょう。

執行部では、始まる１年前か

ら毎月食事会をして集まり、チ

ームワークと意識を高めました。

新年度が始まり、ガバナー訪

問、地区大会が終わったころ、

一息つけた感じでした。そのあ

とは、基本的にスケジュールに従って、例会や委員会実施の事業

を進めることだと思っていたところに、コロナがやってきました。

イレギュラーな対応を余儀なくされ、私の中では大変でした。事務

局の逢坂さんの負担も大きかったです。６月から集まって例会がで

きたことを嬉しく思っております。

幹事として楽しかったことは、ＲＣの全体に関われたことです。そし

て、幹事だから、決定できる、頼られるし、言うことを聞いてくれるこ

ともあります。そこに、僭越ながら、心地よいと思う自分がいました。

あとは例会中の食事を完食することを目標にしました。司会をし

ながらの食事は難しいのです。

また、メークアップが年度内可能となり、いち早く対応したわけです

が、北クラブのＲＣ意識の高さを知ることができました。誇らしいこと

です。

それと、会員それぞれ個性があります。会員それぞれの個性は貴

重なもので、優劣がつくものではないと思います。その個性を会員

が互いに認め合い、尊重し合うことで、居心地よく楽しいＲＣ生活

はより充実したものになるのだと感じております。

各理事・委員長の皆様、会長方針を理解して事業に取り組んで

いただき感謝しております。特にコロナ禍でも岡部理事や荒本委

員長社会奉仕は、仕事が大変な状況の中、マスク・防護服を広

大病院に寄贈する事業を実施して頂きました。他の委員会でも

多くの素晴らしい事業を実施されました。会員の皆様の支えがあ

って、幹事として今日を迎えることが出来ました。ありがとうございま

した。

杉町副会長には、いつも見守ってくれて貴重なご意見をいただき

ました。ありがとうございました。樽本及び藤原副幹事は、嫌な顔

をせず、助けてくれてありがとうございました。両副幹事がいつも笑

顔で楽しそうだったので、私も楽しく幹事ができました。粟屋会長

は、頭もいいし、身も軽く、肝臓も二倍あって酒にも強く、私は物

足りない幹事だったかもしれません。それでも、私を自由にさせて

いただきとても感謝しております。お陰様で、とても楽しく、貴重な

時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。

今年度より次年

度 へ 点 鐘 が 無

事引き継がれま

した。

会報ＩＴ委員会より

この号をもって今年度最後の週報となります。

一年間、ありがとうございました。

卓話

点鐘引継ぎ式


