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ロータリーソング   「手に手つないで」 

入会式 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

臨時総会 

卓話時間       会長  水野  勝 会員 

       『退任挨拶』 
 

 

 

横田則夫氏の入会式が

執り行われました。 

 

 

 

横田メンタルクリニック 

院長 

職業分類：心療内科 

 

推薦者：水野会員・髙原会員 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 
 

 
 

本日は横田さん入会改めておめでとうございます。末永くご健康

でロータリーでの活躍を祈っております。 

いよいよ私の年度も次週夜間例会を残すのみとなりました。本日

は臨時総会、クラブ細則変更があり、私の退任の挨拶もあります

ので、会長時間はここまでとさせていただきます。 

 

 

 
 

＊次週２７日の例会は、「２０１２-１３年度最終夜間例会」です。 

＊クラブ細則改正案（ＢＯＸ配布） 

＊新会員候補者通知（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

米山奨学委員会  杉町委員長 

＊本日、１００万＄の食事を実施させて頂きました。差額は米山記

念奨学会への寄付とさせていただきます。 

次年度ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会  鈴木会員 

＊例会終了後、委員会を開催します。 

次年度青少年奉仕委員会  島田会員 

＊例会終了後、委員会を開催します。 

次年度幹事報告 久保(豊)会員 

＊７/４第１回クラブ協議会をガバナー補佐をお迎えして開催いた

します。 
 

 

 

＊クラブ細則一部改正について 

６月６日付けで皆様にお送りしました『クラブ細則改正案（第９

条）』につきまして本日６月２０日例会において全会一致で承認

されました。 
 

 

 

本日、臨時総会が開催さ

れました。 

事前に行われた理事役

員選考委員会により次次

年度（２０１４－１５年度）

幹事として合田尚義会員

が選出され、本日の臨時

総会で賛成多数で承認

されました。 
 

 

 

【自主出宝】 

水野会員・増田会員・山内会員･石井会員･島本会員 

横田さん、入会おめでとうございます。これから始まるﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌ

をしっかりと楽しんで下さい。 

高原会員 横田会員の入会式が行われ大変喜んでいます。 

水野会員・増田会員・山内会員･石井会員･島本会員  

正副会長幹事からの本年度最後の出宝です。クラブ会員の

皆様、一年間のご支援、誠に有り難うございました。 

 

■本日の例会    ２０１３年７月４日（木）   第２１３９回

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

お客様ご紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

直前正副会長幹事記念品贈呈 

会員誕生お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 正副会長幹事 

  『就任挨拶』 

前々回例会報告 ２０１３年６月２０日（木） 第２１３７回

幹事報告               幹事   山内 盛利

入会式 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 

委員会報告 

会長時間              会長   水野  勝 

議事 

臨時総会 
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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 

 

前田会員★ 空梅雨になるかと思いましたが、しっかり雨が降って

くれてよかったです。 

佐藤会員☆ 先日、開催された多打喜会において優勝し、ｱﾝﾀﾞｰ

が出ましたので出宝させて頂きます。 

石井会員◆ 先日の多打喜会で２位に入りました。３ｱﾝﾀﾞｰ分出

宝します。 

久保田会員☆ 先日の多打喜会において２ｱﾝﾀﾞｰで３位になりま

した。久しぶりに３位になった事と２ｱﾝﾀﾞｰを含めて出宝します。 

島田会員◇ 先日の多打喜会で順位は４位でしたが初めてﾍﾞｽｸﾞ

ﾛ賞なるものを頂きました。ありがとうございました。ｱﾝﾀﾞｰ分を出宝

致します。 

久保(豊)会員 １アンダーでした。 

山下(江)会員 僕が幹事を務めさせて頂いた時の会長、前田孝

顕先生が、１６日亡くなられました。ご冥福をお祈りします。僕のﾌﾞ

ﾛｸﾞ「なやみよまるく」に「前田孝顕先生を偲ぶ」と題して、若干書

かせて頂きました。ご覧いただければ幸いです。 

山坂会員 山下(正)委員長、最後なので出宝します。 

島本会員 前回例会で副幹事退任挨拶のお時間を頂戴しありが

とうございました。決して、土井会員の催促のため出宝というわけ

では??? 

島本会員 本日、例会を欠席し、水野会長の退任のご挨拶を聞く

ことが出ず、申し訳ありません。後日お酒を飲みながらじっくり聞

かせて下さい。１年間お疲れさまでした。 

鈴木会員 皆様、１年間ありがとうございました。 

山下(正)会員◆ 本当に一年間お世話になりました。で１０００円 

最終例会のかえる BOX までよろしくお願いします。で１０００円 

次年度も引き続き 上田ﾆｺﾆｺ委員長をよろしくお願い致します。 
 

当日計 45,000 円（内、ｗｅｂ22,000 円） 累計 1,537,200 円 

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

 

『退任挨拶』 

 

会長 水野  勝 会員 

あっという間に１年間が過

ぎて、本日は退任の挨拶

をさせていただくことにな

りました。この１年間、１週

間がたつのが早かったこ

と、飛ぶように１週間が過

ぎていきました。私として

はこの１年間で一番良か

ったと思うのは、例会を一

度も休むことなく健康に過ごせたことです。増田副会長に一回くら

い会長時間をお願いした方がよかったかと思いますが、何はとも

あれ全出席できたことは自分で自分をほめてあげたい気分です。

これも幹事をはじめ全会員の皆様の支えがあってのことでござい

ます。本当にありがとうございました。 

かえりみますと私が北ロータリーに入ったのは２００１年で、県議の

間所さん、直前会長の高原会員の推薦によるものです。当時の会

長は退会後亡くなられた山城淳荘さんでした。同期の方々には久

保豊年さん、神農さん、前さん、久保雅史さんがおられます。 

その後理事役員の経験もなく、米山奨学の小委員長を務めただ

けの私に、まさか会長の役が回ってこようとは夢にも思っておりま

せんでした。槙殿会員から、あんたもぼつぼつ回ってくるで、と言

われても冗談と思っておりました。いつの日でしたか中尾会員、久

保田会員、山坂会員から昼食でもしながら話しませんか、と言わ

れ八雲でごちそうになりました。ここで、イエスはあってもノーはな

い、が適応されたのでございます。 
 

 

これは私のとって幸いなことですが、会長をするならこの人にぜひ

幹事を引き受けてもらいたい、という人が私にはありました。それ

が山内会員です。青少年交換でｱﾝﾄﾞﾘｭｰ君を我が家で引き受け

たときから、山内さんの面倒見の良さ、厳しくも落ち度なく役割をこ

なされる姿には感心しておりました。彼にお願いしたところ快く引

き受けていただき、あとは彼に任せて、私は大船に乗ったつもりで

大海を乗り切ることができたのであります。山内幹事には感謝して

もしきれるものではありません。ありがとうございました。副会長増

田さん、副幹事の石井さん、島本さん、いつもお支えいただきあり

がとうございました。 

本年度ＲＩ会長田中作次氏は、テーマを「奉仕を通じて平和を」と

され、今年５月「ロータリー世界平和フォーラム」をベルリン、ホノル

ルに続いて広島で開催されました。会場は世界から多くの若者と

ロータリアンであふれ、平和について考え話し合って、大いに平

和の芽が育ったことを願っております。その際、我がクラブからも

奉仕プロジェクト塩本理事、ＳＡＡ長中山会員を中心として多くの

方々に会員整理のボランティアに当たっていただきました。ありが

とうございました。 

大之木ガバナーの信条「もっとロータリーを！心と行動に」に従っ

て、会長時間ではできるだけロータリーの話をするように努めまし

た。また、ロータリー情報山坂委員長にはできるだけロータリーの

情報発信に努めていただきました。 

次に私の思い入れのある小さな奉仕を積み重ね、ポリオをも撲滅

しよう、という考えに皆様ご賛同をいただき、卓話で広島大学小児

科の小林教授にポリオの現況についてお話しいただきました。そ

の時広島大学病院が中四国で唯一「小児ガン拠点病院」に選定

されているが、その選定にあたって我がクラブが行った「サニービ

アキャンプ」のプロジェクトがその一助になったことを話されました。

改めて我がクラブはよい事業を行ってきたな、と思っております。

ロータリーのポリオ撲滅に対する取り組みは今から３４年前フィリピ

ンの６００万人の子供たちにポリオ予防接種を行う活動から始まり、

その後ロータリー８０周年にあたってＲＩポリオプラス計画が発表さ

れ、さらに２億ドルチャレンジを展開、現在では常在国はパキスタ

ン、アフガニスタン、ナイジェリアの３国のみとなっており、あと少し

です。岡部会員の計らいで多くの会員の方々にあと少しポーズを

とっていただき、国際ロータリーホームページのエンドポリオナウ

に投稿していただきありがとうございました。 

またロータリーカードを多くの方々に作っていただきありがとうござ

いました。 

各委員会には素晴らしい事業を展開していただきました。後ほど

事業報告書に載るものと思います。 

会員組織では増田理事の下、会員増強では純増はできませんで

したが、現状維持はされております。 

ロータリー情報では、ロータリー情報クイズを実施され、また入会３

年未満の会員を囲む会を２回行っていただきました。三保、槙殿、

山坂委員長ありがとうございました。 

クラブ管理運営では坪内理事の下、家族親睦では楽しい懇親会

を開催していただき、特にお月見懇親会では本物の鈴虫の音色

を聴かせていただき、冬の家族会では原田真二のミニコンサート

も印象に残っております。次週の「新会員歓迎懇親会」もよろしく

お願いいたします。プログラムでも毎週素晴らしいプログラムを用

意していただきました。ニコニコではいろいろと工夫をして多くの

資金を集めていただきました。上河内、桑村、合田、山下正司委

員長ありがとうございました。特に上河内会員には奨学育英も兼

ねて頂き大変だったと思います。 

広報は泉理事の下、会報ＩＴの鈴木委員長には東北被災地訪問

にも同行していただきました。 

奉仕プロジェクトでは塩本理事の下、職業奉仕では職場訪問例

会の実施、社会奉仕では悠々タウン江波へ自走式車いす２台寄

贈、東日本被災地に対する支援事業を昨年に引き続き行い、さら 

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 

 

に被災地を訪問し、気仙沼南ロータリークラブの方々、漁民の

方々との交流会を行っていただきました。国際奉仕ではロータリ

ーカードの普及に努めていただき、ポリオプラスへの貢献をしてい

ただきました。新世代奉仕では三育学院クリスマスコンサートへの

後援、ＲＹＬＡへの出席をしていただきました。菅、迫、久保豊年、

深川委員長ありがとうございました。 

ロータリー財団では中根理事の下、財団プログラムでは「補助金

管理ｾﾐﾅｰ」に出席して未来の夢計画について勉強していただき、

またわかりにくい財団についてわかりやすく全員に説明をしてい

ただきました。米山奨学では米山月間にかつての奨学生に卓話

をしていただきました。岡部、杉町委員長ありがとうございました。 

姉妹ｸﾗﾌﾞ友好では瀬戸内ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞと大崎下島観光を行い、お

天気も良く京都伏見の方々には大変喜んでいただきました。神農

委員長、そして大崎下島出身の越智さんありがとうございました。 

ＳＡＡ長中山さん、そして会計長土井さんありがとうございました。 

こうして各事業を振り返ってみますと委員長のみならず全会員の

皆様に支えられて北ロータリーが成り立っていることがよくわかりま

す。１年間本当にありがとうございました。 

最後に北ロータリーのますますの発展と皆様のご健勝を祈って退

任の挨拶とさせていただきます。 
 

 
 

 

 

『２０１２-１３年度最終例会＆新会員歓迎懇親会』 

ロータリーソング   「それでこそロータリー」 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ホームクラブ年間１００％出席者表彰 

事務局永年勤続表彰 

退会挨拶 

新会員歓迎懇親会 
 

 

 

本日は最後の会長時間になりました。１年間私のつたない会長時

間にお付き合いいただきありがとうございました。 

増田副会長、山内幹事、石井副幹事、島本副幹事をはじめ全会

員の皆様に支えられて、無事１年間乗り切ることができました。心

より感謝しております。 

本日は新会員歓迎懇親会があります。大変楽しみです。最後に

北ロータリークラブのますますの発展と皆様のご健勝を願って会

長時間を終わります。 
 

 

 

＊前田至法会員が６月末付けで退会となります。 

＊７月例会予定表（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

次年度ＳＡＡ  伊藤会員 

＊次年度クールビズは、例会の食事開始までジャケット着用とさ

せていただきます。食事が始まりましたら、ジャケットは脱いでい

ただいても大丈夫です。御協力お願いいたします。 

 

 

 

 
左から、畑会員・上田会員・上河内会員・杉町会員・塩本(能)会

員・水野会長・増田副会長・久保田会員・塩本(千)会員･炭田会

員・山内幹事 以上１１名の皆さんです。すごいです！ 
 

 

 

    
      点鐘引継式         気仙沼南ＲＣからのお土産 

   
新会員の本田会員＆佐藤会員によるマジックショー 

 
 

 
一年間ありがとうございました。２０１２-１３年度会報ＩＴ委員会一同 

■出席報告 

２０１３年６月２７日（木） 会員数 ８１名 

出席 ６９名  欠席 １２名 

６月１３日例会出席率  ９８．73％ 

■出席報告 

２０１３年６月２０日（木） 会員数 ８１名 

出席 ６７名  欠席 １３名 

来賓  ０名  来客  ０名  ゲスト ０名 

６月６日例会出席率  ９８．６８％ 

前回例会報告 ２０１３年６月２７日（木）  第２１３８回 

会長時間              会長   水野  勝 

幹事報告               幹事   山内 盛利

委員会報告 

１年間ホームクラブ１００％出席達成者表彰 

新会員歓迎懇親会 


