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       『退任挨拶Ｐａｒｔ１』 
 

 

 

いよいよ私の年度も 後の月となりました。今月はロータリー親睦

活動月間です。野球、山登り、釣り、ゴルフをして、さらに流川にく

り出して大いに親睦の実をあげて頂きたいと思います。 

さて先月３１日から６月２日にかけて２泊３日の日程で、東北被災

地視察ツアーを総勢１０名で行ってまいりました。塩本理事、迫委

員長には大変お世話になりありがとうございました。 

気仙沼南ＲＣには土曜日にもかかわらず、現地の説明と案内をし

ていただきました。皆様からの義援金 11 万円をお渡ししました。 

インド洋に行くマグロ漁船の新造船がその日たまたま一般公開の

日で乗せてもらい、エンジン、冷凍室などを見せて頂き、説明を受

けました。また漁協では我々の送った軽トラックを確認し、また２７

１０地区から送られた漁船に乗せてもらい、カキ、ワカメの養殖場

を視察しました。 

気仙沼から仙台への帰りは、海岸沿いに南三陸など被災地を訪

ねながら帰りましたが、まだまだ復興は道遠し、の状態でした。そ

れに引き替え仙台は大変なにぎわいで、国分町の飲み屋街は人

であふれておりました。我々も大いに散財しましたが、詳しくは後

ほど迫社会奉仕委員長より報告があると思います。 

 

 

 

 
左から、菅会員・中根会員・桑村会員・坪内会員・髙原会員・古谷

会員、水野会長  おめでとうございます！ 

また、杉町会員が今月還暦を迎えられますので、クラブより記念

品を贈りました。 
 

 

 

＊６月２０日（木）臨時総会について 

＊６月２０日（木）クラブ細則改正について 

＊今年度理事会開催案内（例会終了後） 

＊クラブ細則改正案（ＢＯＸ配布） 

＊次年度クールビズについてのご案内（ＢＯＸ配布） 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

次年度ＳＡＡ 伊藤会員 

＊次年度のクールビズの対応についてご案内をＢＯＸに配布して

おります。ご協力をお願いいたします。 

社会奉仕委員会 迫委員長 

＊５月３１日～６月２日 被災地訪問報告 
 

 

 

【自主出宝】 

東北被災地ﾂｱｰ参加者一同(水野会員・塩本(能)会員・迫会員・

山内会員・合田会員・森嶋会員・粟屋会員・鈴木会員・吉永会員･

石井会員)  昨年に引き続き、５月３１日～６月２日、２泊３日の日

程で東北被災地支援先視察ツアーに行ってきました。今回は支

援先、松岩漁協の皆さんにお会いするのみならず、養殖魚場を

見せて頂くなど、昨年にも増して中身の濃い訪問となり、我々の

支援が実を結んでいる実感を味わえる訪問となりました。 

■本日の例会    ２０１３年６月１３日（木）  第２１３６回

ロータリーソング 「われらの生業」 

お客様ご紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月お祝い 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 理事役員委員長 

 『退任挨拶 Part２』 

前回例会報告  ２０１３年６月６日（木）   第２１３５回

幹事報告               幹事   山内 盛利

会長時間              会長   水野  勝 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 

委員会報告 

誕生月お祝い 
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クラブ運営方針 小さな奉仕を重ねよう、大きな目標のために 

 

迫会員 先週、社会奉仕委員会で東北・気仙沼へ視察に行って

きました。報告させて頂きました。時間を頂き有難うございました。 

菅会員 本年度 後の「四つのテスト」唱和でした。会員・委員会

の皆様ありがとうございました。 

坪内会員･合田会員･岡部会員･粟屋会員･丸本会員･佐々木会

員 先週はﾜｲﾝ例会を企画させて頂きました所、多くの会員の皆

様にご参加を頂きありがとうございました。ﾜｲﾝ･お料理･佐々木会

員の話、お楽しみ頂けましたでしょうか？是非、今後もっとﾜｲﾝに

親しんで頂けましたら幸いです。 

山下(正)会員･山村会員 一年間、ﾆｺﾆｺ箱へ御協力頂きありがと

うございました。今月 後までよろしく又「ｶｴﾙ BOX」にも 後まで

御協力お願いします。今日はｱﾋﾟｰﾙの為、回覧させて頂きます。 

上河内会員 本日、退任挨拶をさせて頂きます。一年間お世話に

なりました。ありがとうございました。 

泉会員･鈴木会員 本日､退任挨拶をさせて頂きます。皆様一年

間お世話になりました。 

古谷会員 ６９才になりました。６０代 後の年となります。健康に

留意して、諸先輩に負けないよう頑張ります。 

中根会員 誕生日を祝って頂き有難うございます。還暦プラス１才

となります。 

杉町会員 お陰様で今月６０才還暦を迎えさせて頂きます。新た

に生まれ変われる様、努力していきたいと思います。今後とも、皆

様のご指導の程宜しくお願い致します。 

坪内会員◇ お陰様で健康にて５１才を迎えることが出来ます。 

ａｎｄ本日、退任挨拶をさせて頂きます。今年度あと１ヶ月あります

が、１年間大変お世話になり、ありがとうございました。 

菅会員◇ 誕生日を祝って頂きありがとうございました。 

桑村会員 本日は誕生日のお祝い有難うございます。 

山坂会員 ６月よりｶｰﾃﾞｨｰﾗｰ、ｶｰﾋﾞｼﾞﾈｽから総合ｻｰﾋﾞｽ業を目

指し、社名を㈱ﾊﾞﾙｺﾑﾓｰﾀｰｽから㈱ﾊﾞﾙｺﾑに変更致しました。今

後とも宜しくお願いいたします。 

髙原会員 昨夜、遠来の友が来広し、大いに盛り上がることが出

来ました。 

岡部会員 妻の誕生日に美しいお花を頂き有難うございました。 

杉山会員 家内の誕生日に素敵なｱｰﾄﾌﾗﾜｰを頂きました。担任

赴任をいいことにさぼっているのでとても助かりました。ありがとうご

ざいました。 

深川会員 この度は私のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理の不定により、引継ぎ及

び夜間例会を無断欠席してしまいました。皆様に大変なご迷惑を

おかけしてしまいました。本当に申し訳ございませんでした。 

山内会員 中根会員、大変失礼しました。死角に入ってお姿を見

つけられませんでした。 

山下(正)会員 先週のﾆｺﾆｺ箱で岡部会員につっこまれました。合

田委員長間違えてゴメンネ！ 

 

当日計 41,000 円（内、ｗｅｂ12,000 円） 累計 1,424,200 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

『退任挨拶Part１』 

 

理事・直前会長  髙原 宏之 会員 
水野会長のもとで、この一年直前会長としての任

にあたりました。かつて私が目指した楽しく居心地

のいいクラブ運営は、水野会長に引き継がれ、ま

た庄子次年度会長にとその伝統は引き継がれてい

くことに間違いありません。この一年を振り返ります

と多くの友を得たこと又、ﾛｰﾀﾘｰの職業理念の真

髄に改めて感じ、今年度のＲＩのテーマでもある「奉

仕を通じて平和な理念の追求」に関する知識を広めることができまし

た。 

 

理事・会長ｴﾚｸﾄ 庄子 佳良 会員 
一年間、水野会長の下、会長・幹事の運営を勉強

させていただき、本当にありがとうございました。 

特に本年度は「未来の夢計画」のもとに、臨時総会

で幹事を早めにご承認いただいたり、規約の改正

など、クラブの改革に尽力されましたことに心から

敬意を表したいと思います。もう少し期間は残って

おりますが、一年間、本当にご苦労様でした。 
 

副会長･会員組織常任委員長  増田達夫会員 
私には会長補佐と会員増強のふたつの役目があり

ました。副会長としては、水野会長の頑張りのおか

げで、まったく補佐の必要はありませんでした。し

かしながら、会長には大変負担があり大変なことで

あったと申し訳なく思っております。 

唯一、代理としてベルリン・ホノルル・広島と開催さ

れた「世界平和フォーラム」への参加をさせていた

だいたことです。参加した二日目の全体フォーラム①では、前日のプ

レフォーラムの中で５のワークショップ「平和への阻害要因」となってい

るテーマで参加者による討論のまとめが発表されました。さらには新

世代より何をすべきかの発表もありました。 

全体フォーラム②では Peace begins with you「平和はあなたから始ま

る」と題して、７人の方からロータリーの平和活動の決意を語り、活動

理念と実践の継承を誓われました。 

会員増強は、私の指導力不足で、４名の増員と思って言いましたが、

当初と同じ８１名で終わることになりました。まことに申し訳なく、ここに

お詫び申し上げます。 
 

職業分類･会員増強委員長 三保二郎 会員 
会員数８５名を目標に始めましたが、現在では結

果的に８１名と前年末と同数の３名の退会者と３名

の入会となり申し訳なく思っております。 

退会を決めた方を引きとめる退会防止と言う事は

出来ない事だと思いますから会員を増やすには退

会者以上に入会者を増やすしかありません。 

外に出て多くの方に声を掛けていると入会予備軍

がたくさんいる事に気づかされます。全会員が各方面で声を掛けさえ

すれば自ずと入会者が増えると思います。ご協力ありがとうございまし

た。 
 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 山坂哲郎 会員 
入会３年未満の会員の皆様には義務出席の会合

の案内をしつこくさせて頂き、すみませんでした。 

お陰様で多くの入会３年未満の会員の皆様に義

務出席会合に参加頂きました。ありがとうございま

した。 
 

 

 

理事・ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長 坪内昭吉会員 

本年度、ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員会、委員長を仰

せつかりました坪内です。まずは、出席委員会･桑

村委員長、ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会、上河内委員

長、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会･合田委員長、ﾆｺﾆｺ委員会･山

下正司委員長を始め、委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆様に多

大なるご協力をいただき、本当にありがとうございま

した。水野会長の年当初の計画にございました「明

るく楽しい例会運営」につきましては、会員の皆様のご出席、ご参加、

ご紹介、ご出宝などのご協力により、概ね役割を果たすことが出来た

のではないかと思っています。親睦事業への参加を始め、会員の皆

様のご協力に改めて感謝申し上げ、退任挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

卓話時間 
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クラブ運営方針 小さな奉仕を重ねよう、大きな目標のために 

 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員長･奨学育英資金委員長 

上河内裕司 会員 
本年度ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会の委員長を務めさ

せていただきました、上河内でございます。 

昨年、またもや、坪内理事の仰せにより親睦委員

長をすることになりました、「なんで、ここまでこき使

われるのか」と 初は思いました。しかし、やるから

には一生懸命やろう、そして、一年後には必ず坪

内・上河内コンビを解消しようと心に決め一年間頑張ってきました。私

の好みだけで行ったような事業もありましたし、皆様に喜んでもらえた

かどうかもよく分かりませんが、自分としては持てる力を全て出し切っ

た一年だったように思います。事業開催にあたり、皆様には色々とご

協力を頂き有難うございました。 

親睦委員会は、まだひとつ新会員歓迎懇親会という事業が残ってお

りますが、それは本田会員、佐藤会員にすべてお任せしております。 

盛り上がらなければ本人たちがたぶんビール何杯か分かりませんが、

消してくれると思います。期待してください。 

つづきまして、奨学育英資金特別委員会の担当もしました上河内で

す。親睦委員会でバタバタして、これといって目新しいことはしており

ません。前年の迫委員長から受け継いだ、終了証書と記念品を渡す

ことぐらいしか出来ませんでした。反省しております。 

この事業は続けることに意義があるように思います。 

また、青少年との交流という意味でも大事な事業だと思いますし、そし

て、奨学生にＲＣを知ってもらえる機会を少しでも増やせたら良いとも

思っていましたが、残念ながら出来ませんでした。 

これから担当になる方には思う存分活動が出来るような環境を与えて

いただき、この委員会が活性化されることを願っています。 

本当に、一年間、お世話になりました。ありがとうございました。 

以上で、二つの委員会の退任挨拶を終わります。 
 

出席委員長 桑村  守 会員 

本年度 出席委員長を務めさせて頂きました 桑村

でございます。目標にしてまいりました 100％連続

出席が達成できませんでした。 

しかし、出来なかった理由を考えますと 本当にや

むをえない事情でありました。 

しかし、今年度も前年度同様の出席率だったと思

います。１００％は無理でしたが、高い出席率を維

持出来たことを会員の皆様に感謝いたします。一年間本当に有難う

ございました。 
 

ニコニコ委員長 山下正司 会員 

本年度ﾆｺﾆｺ委員会では会員皆様の御協力を頂き

大変大きな目標額を達成することが出来ました、特

に会長・幹事及び理事役員の皆様、また各委員会、

各同好会の皆様には行事の都度多大な出宝にて

御力添え頂き、ﾆｺﾆｺの時間を本当に盛り上げて頂

きましたこと、ありがたく感謝の一言です。更に次年

度へのお願いですが、本年度副委員長で頑張っ

てくれました上田君が次年度ﾆｺﾆｺ委員長を引き続き担当致しますの

で、今年以上の御支援をお願いして退任の挨拶と致します。 
 

理事･広報常任委員長 泉 正夫 会員 

本年度の広報活動として、会員及び会員外へのﾀ

ｲﾑﾘｰな情報発信と対外広報に努めてまいりました。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに加え、今年度より正式運用を始めたﾌ

ｪｲｽﾌﾞｯｸを活用し、クラブ行事・同好会等様々な情

報を掲載し広報活動をして参りました。 

担当例会では、「ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸの上手な活用法」と題

して専門講師を招き講演をしていただきました。ま

た、ﾛｰﾀﾘｰ雑誌月間には｢ﾛｰﾀﾘｰの友誌」の活用法について討議会

を開催し会員間で理解を深めました。 この一年間、皆様のご協力で

委員会運営も成果を残すことができましたことにお礼を申し上げ、退

任挨拶とさせていただきます。皆様ありがとうございました。 

 

会報ＩＴ委員長  鈴木孝幸 会員 
今年度、会報ＩＴ委員長を務めさせていただきまし

た鈴木です。会報ＩＴ委員会は、泉常任委員長の

下、山本正会員、山下江会員、神農会員、二井本

会員、島田副委員長と私を含め７名で、ｸﾗﾌﾞの対

外広報及び会員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを推進するため

にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやﾌｪｲｽﾌﾞｯｸを活用した情報発信して

まいりました。例年同様、ﾛｰﾀﾘｰの友誌を毎月第２

例会時に紹介、４月のﾛｰﾀﾘｰ雑誌月間には出席会員で討議会を開

催しました。今後も継続して皆様に熟読をお願いいたします。ﾌｪｲｽﾌﾞ

ｯｸに関して、前年度立ち上げ今年度より正式運用に心がけましたが、

皆様が満足のいく情報発信ができたかは疑問も残ります。次年度更

に良いものとしていただくよう期待しております。皆様一年間ありがとう

ございました。 
 

副ＳＡＡ 伊藤  保 会員 

２年続けて、副ＳＡＡを勤めさせていただきました。 

会場の設営については、中山ＳＡＡ長に指示の下、

しっかりとホテルのスタッフと打ち合わせができたと

思います。 

個人的には、特に正面のボードや吊り下げ物の事

前確認を行いました。例会中の、携帯電話に関す

るマナーモード設定や、例会中の私語雑談禁止

など、皆様のご協力をいただき、無事一年を終えようとしています。次

年度も、引き続きご協力よろしくお願いいたします。 
 

副ＳＡＡ 越智健剛 会員 

副ＳＡＡを務めさせていただきました越智です。 

何もわからないまま、副ＳＡＡを引き受けましたが、 

１年間、ＳＡＡ長の中山さんの厳しい指導のもと何

とか、 無事役目を果たすことが出来ました。理事

会にも参加させていただき、大変勉強になりました。

次年度は、もっと厳しい役目が待っていますので、

この経験を活かし、 頑張っていきたいと思います 
 

ＳＡＡ長 中山昌実 会員 

伊藤・越智両副ＳＡＡとともにＳＡＡを勤めさせてい

ただきました。本年の 大の目標は前年から引継

事案であります例会時間中、特に卓和中の私語や

携帯電話をなくすことでした。前年度の上河内副Ｓ

ＡＡの計らいにより、本年度はほとんどありませんで

した。これも会員の皆様の協力のたまものと思い、

感謝いたします。 

また、本年度は持ち出し用のクラブ旗を作成し、職場訪問例会等で

随分活躍してもらいました。世界平和フォーラムでのＳＡＡも思い出に

残るものとなりました。ただ一つ心残りなのは、ＳＡＡマニュアルの作

成が出来なかったことです。その中でのクラブ備品のリスト化と管理に

ついては早急に必要と考えます。次年度伊藤ＳＡＡ長には是非ともお

願いしたいと思います。一年間ありがとうございました。 

 

 

■出席報告 

２０１３年６月６日（木） 会員数 ８０名 

出席 ６７名  欠席 １３名 

来賓  ０名  来客  ０名  ゲスト １名 

５月２３日例会出席率  ９７．４７％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

于 廉吉 様（米山奨学生） 

■次回例会  ２０１３年６月２０日（木） １２：３０～ 

臨時総会およびクラブ細則改正 

卓話：会長 水野  勝 会員 

   『退任挨拶』


