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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 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『退任挨拶Ｐａｒｔ１』 理事役員委員長 
  

 

 

今月７０才を迎

えられる髙原

会員と古谷会

員にクラブより

記念品を贈り

ました。 

 

 

おめでとうござ

います！ 

 
 

 

 

本日の卓話時間は、本年度の『理事役員委員長退任挨拶 Part１』と

いうことで、私が一年間お世話になりました役員・委員長の皆様にご

挨拶をいただきます。皆様には本当にお世話になりありがとうござい

ました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

さて、先週の例会後には、「かき船かなわ」にて、第２回被選ｸﾗﾌﾞ協

議会が開催され、次年度の河本丸の出航準備が整いました。中山

副会長、合田幹事、二井本・佐々木両副幹事には、次年度の河本

会長を盛りたてられまして、ｸﾗﾌﾞのためにも素晴らしい年度となられ

ますようご祈念申し上げます。 

また、その後、新・現引継ぎｸﾗﾌﾞ協議会が開催され、現年度からの

評価、反省や、申し送り事項などを各委員長からお話しいただきまし 

 

た。企業では、「報・連・相」と申しまして、報告・連絡・相談が大切で

あるといわれておりますが、当ｸﾗﾌﾞでも「報・連・相」を大切にして、

素晴らしいｸﾗﾌﾞ運営を継続して参りたいと思っております。当ｸﾗﾌﾞの

基本的精神でもあります「明るく、調和のとれた、居心地の良い楽し

いｸﾗﾌﾞ」の実現を心からお願い申し上げます。 

さて、６月３日には、当ﾎﾃﾙにおきまして、高原宏之会員を発起人と

して、ｸﾗﾌﾞ有志による水野勝会員の叙勲を祝う会が開催されました。

水野会員は、平成２６年春の叙勲で「旭日小授章」を授章されました

が、水野会員のお礼のご挨拶の中で、宮中での天皇陛下の心配り

に触れられました。陛下の言動に感動され、「私も日本人なんだな」

と実感されたくだりがございましたが、国民のために敢えて自己犠牲

を実践される陛下のお人柄と、それを素直に感じ取られる水野会員

の感性の素晴らしさにも感銘を受けました。 

また、ｼﾄﾞﾆｰで、６月１日から４日まで開催されましたＲＩ国際大会に

は、当ｸﾗﾌﾞから、土井会員と久保(雅)会員が参加されておりますの

で皆様にご報告を申し上げます。これで会長時間を終わります。 
  

 

 

 
左から、中根会員・桑村会員・杉町会員・髙原会員・坪内会員・古谷

会員・神農会員・下川会員   皆様、おめでとうございます。 
 

 

 

*奨学育英資金規約改正の報告 

*５月末で伊藤会員が退会しましたので、ＳＡＡ長代行として副ＳＡＡ

の桑村会員にお願いしております。 

*例会終了後、理事会を開催します。 

*ガバナー月信（ＢＯＸ配布物） 

*奨学育英資金規約 （ＢＯＸ配布物） 

*連続出席表彰ﾊﾞｯｼﾞｱﾝｹｰﾄ（ＢＯＸ配布物） 

*次年度地区大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（ＢＯＸ配布物） 

 

 

■本日の例会    ２０１４年６月１２日（木）    第２１８２回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『退任挨拶Ｐａｒｔ２』 理事役員委員長 

前回例報告    ２０１４年６月５日（木）   第２１８１回 

会長時間               会長    庄子 佳良 

幹事報告               幹事   久保 豊年 

祝寿 

誕生月お祝い 
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*次年度地区大会の仮登録をお願いします。 

 ＢＯＸに地区大会プログラムをお配りしています。多数ご出席

いただきますようお願いいたします。 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員･越智会員 

先週の新現引継ぎｸﾗﾌﾞ協議会にご参加いただいたみなさん、

お疲れ様でした。引継ぎは終わりましたが、残り１か月、気を抜

かず一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。 

河本会員･中山会員･合田会員･二井本会員･佐々木会員 先

週には、被選ｸﾗﾌﾞ協議会で次年度各委員会の事業計画が発

表され、そして新現引継ぎｸﾗﾌﾞ協議会では、現年度よりの引継

ぎを受け、いよいよ７月からの新年度の出航に向けての準備が

整いました。一生懸命に頑張ってまいる所存でございますので、

会員の皆様方のご支援､ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

菅会員◆ ﾎｯｹｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟに出場のため、ｵﾗﾝﾀﾞ，ﾃﾞﾝﾊｰｸﾞに

きています。５日例会日に南ｱﾌﾘｶと対戦します。ﾊｰｸﾞは美しい

町で政治の中枢で有り王室の都市です。ｵﾗﾝﾀﾞ・ﾃﾞﾝﾊｰｸﾞより 

島本会員 先週の新現引継ｸﾗﾌﾞ協議会のとき、財布を忘れ、菅

会員に１万１０００円お借りしました。ありがとうございました。この

ご恩は忘れません。 

山下(正)会員 今年度は何とか純増で終われそうです。また、新

年度に２名の方を引継ぎできました。これもひとえに泉理事の厳

しいご指導と会員増強委員会ﾒﾝﾊﾞｰのﾁｰﾑﾜｰｸと多くの会員各

位のご協力のお陰です。一年間本当にお世話になりました。有

難うございました。 

鈴木会員 本日退任挨拶をさせて頂きます。皆様一年間ありが

とうございました。委員の皆様、ありがとうございました。 

泉会員 退任挨拶です。一年間ありがとうございました。 

古谷会員 古稀を迎えました。日々鍛錬を重ね、老化防止に努

めます。まだまだ息子、孫には負けません。 

髙原会員◇ 誕生祝いをして頂き、ありがとうございました。又、

一年間頑張ります。 

中根会員 誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。６０才と

プラス２才になります。 

杉町会員 本日は誕生日のお祝いありがとうございました。また、

ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ京香も皆様のお陰を持ちまして８周年を迎える事が出

来ました。本当にありがとうございました。 

神農会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

坪内会員 お陰様で５２才を迎えようとしています。健康、特に

腰をしっかり治し、頑張りますので今後ともご指導宜しくお願いし

ます。 

桑村会員 本日は誕生日のお祝いありがとうございました。今月

で５６才になります。これからも宜しくお願いします。 

吉永会員★ 先日、元気な女の子が産まれ、ついにおじいちゃ

んになってしまいました。既に可愛くてﾒﾛﾒﾛです。将来はＡＫＢ

のｾﾝﾀｰになってもらいたいです。 

杉町会員 吉永会員、初孫さんの誕生おめでとうございます。

可愛い女の子さんだそうですね。すでにﾒﾛﾒﾛとか！若いおじい

ちゃん頑張って下さい。 

岸本会員･福田会員･中尾会員･三宅会員 山本忠男さん、高

校野球・中国大会において、見事広陵高校が優勝されました。

これを機に夏の甲子園大会で全国制覇して広島の空に紅色の

ｱｰﾁをかけて下さい。 

髙原会員 芸北町に検診業務で行き、そこで美しい蘭の花を得

ました。我がﾍﾞﾗﾝﾀﾞで咲き誇っています。 

岡部会員 越智副幹事、司会御苦労さまです。滑舌は別として、

野球の時よりもｶﾗｵｹの時よりもいい声です。 

本田会員◇ ﾆｺﾆｺの発表の際、副会長を副理事長と２回も間

違ってしまったので、２枚出宝します。 

岡部会員 水野理事と直前会長が混ざって理事長と呼んでしま

いました。 

迫会員 鬱陶しい梅雨に入りました。皆さん体調に気をつけて

夏を迎えましょう。私は体調不良のため早退します。 

 

当日計 47,000 円（内、ｗｅｂ15,000 円） 累計 1,703,000 円 

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

 

 

 

『退任挨拶 Part1』 
 

理事・直前会長 水野 勝 会員 
 

今年度は直前会長を務めさせていただきまし

た。直前会長は会長ｴﾚｸﾄ、会長に比べて理

事会に出席する以外、特に重要な仕事もなく、

大変楽をさせていただきました。 

私にとっては会長ｴﾚｸﾄの時が一番大変で、ﾛ

ｰﾀﾘｰを理解するためにおおいに勉強させていただきました。会

長の１年間は無我夢中であっという間に1年間が過ぎ去りました

が、今年はﾛｰﾀﾘｰに関する限りゆったりと時が過ぎているように

感じます。庄子会長にとってはあっという間であったと思います。

あと少し頑張ってください。河本会長ｴﾚｸﾄには次年度よろしくお

願いいたします。 

 

理事･会長エレクト 河本浩一 会員 
 

当年度の理事・役員の一員として毎回理事会

に出席していると、ロータリークラブの懐の深

さに驚くと同時に、その理念の崇高さに感服し

た次第です。特にＲＬＩ（Rotary Leadership 

Institute）という２日に渡る研修会は、分科会

が一方的に聞く従来のものとは異なり、全てが討論形式で学生

時代のゼミ並みに鍛えられたのが印象的でした。最後に、１年

間過ぎてしまえばアッという間です。一年間、皆様には大変お

世話になりました。 

 

副会長･会員組織常任委員長 泉正夫 会員 
 

副会長兼会員組織常任委員長を 1 年間勤め

ました泉です。 

この一年間を振り返ってみますと、会員増強、

退会防止という事でありましたが、３名の会員

増となり感謝致します。 

また、丸本国際奉仕委員長がタイの小学校へ浄水器を贈呈し

たので、式典へ一緒に参加しましょうと誘われ参加してきました。 

そして、何といっても創立４５周年を迎えた事です。皆様のご協

力により無事式典を終える事が出来、心より感謝致します。 

１年間お世話になりありがとうございました。 
 

会員選考委員長 石田平二会員 
 

会員選考なあたっては推薦された候補者

が熟慮した上で理事会に報告致しました。

当ｸﾗﾌﾞ会員として相応しい資質、適性を備

えた素晴らしい方にご入会頂けました。 

卓話時間 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

次年度幹事報告 
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職業分類会員増強委員長 山下正司会員 
 

今年度は何とか純増で終われそうです。また、

新年度に２名の方を引継ぎできました。これも

ひとえに泉理事の厳しいご指導と会員増強委

員会ﾒﾝﾊﾞｰのﾁｰﾑﾜｰｸと多くの会員各位のご

協力のお陰です。一年間本当にお世話になり

ました。有難うございました。 

 

理事･ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長  

 神農洪明会員 
 

まずは、親睦委員会鈴木委員長、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

委員会岡部委員長、ﾆｺﾆｺ委員会上田委

員長そして委員会ﾒﾝﾊﾞｰの方々には、大変

なご尽力をいただきましたことを、心より感

謝申し上げます。又、出席委員会につきましては、委員長、副

委員長が同時期にそろって転勤となり多少のｱｸｼﾃﾞﾝﾄはござい

ましたが、畑委員をはじめ委員会ﾒﾝﾊﾞｰの方のご協力により、何

事もなくｽﾑｰｽﾞに運営されたことに心より感謝申し上げます。 

会員の皆様方の温かいご支援とご協力に心より感謝申し上げま

して退任挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

ロータリー家族親睦委員長 鈴木孝幸会員 
 

今年度、ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員長を務めました

鈴木です。一年があっという間に過ぎました。

この一年を振り返ってみると、「毎例会時の来

場者迎え入れ」、「夏の家族会」、「祝寿の会」、

「クリスマス家族会」、「創立４５周年記念例会」

そして、今月末の「新会員歓迎懇親会」等、すでに終わりました

事業に関しましては反省点も多々ありますが、委員会ﾒﾝﾊﾞｰの

皆さんの協力のもと終えることができそうです。 

新年度当初、「おもてなしの心」で皆様の心に残る企画運営をし

て参りますと言いましたが、会員の皆様はご満足いただけました

でしょうか？私にとってこの一年間とても勉強させていただきまし

た。委員会の皆さん、会員の皆さん有難うございました。 

 

ニコニコ委員長 上田修史会員 
 

本年度ﾆｺﾆｺ委員長を務めさせていただきま

した、上田です。 

本年度は、皆様から多大なるご協力を頂き、

大変大きな金額を達成することが出来ました。

又、本田副委員長をはじめ委員の方にもいろ

いろと教えて下さりありがとうございました。会員皆様のご協力に

感謝いたします、ありがとうございました。 

 

理事･広報常任委員長  坪内昭吉会員 
 

本年度、広報常任委員長を務めさせていた

だきました坪内です。 

一年間、会報・ＩＴ二井本委員長他ﾒﾝﾊﾞｰの

皆様と共に、ｸﾗﾌﾞ内外に対して広報を行っ

てまいりました。 

また、前年度より引き続きﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやﾌｪｲｽﾌﾞｯｸなどを活用した

情報発信を行いましたが、私自身、このＩＴの活用、参画を含め

広報の難しさを改めて感じ、反省すべき点がたくさんあった一年

でした。とは言え、委員会ﾒﾝﾊﾞｰを始め、会員の皆様、事務局の

ご協力により、何とか無事に一年間を終えることが出来そうです。

４５周年記念誌の完成までもうしばらくというところですが、これま

での広報活動に対する皆様からのご協力に対し心からお礼を

申し上げ退任挨拶と致します。 

 

会報･ＩＴ委員長 二井本浩司会員 
 

就任当初は入会して１年半、副委員長経験も

なく初めての委員長という事で全く勝手がわ

からず不安一杯でｽﾀｰﾄしました。 

しかしながら、坪内理事をはじめ事務局の逢

坂さんそして委員会ﾒﾝﾊﾞｰの大先輩の皆様方

に支えられ、助けていただき、私自身の至らぬ委員長でありまし

たが、何とか大過なく１年を務める事ができました。委員会の皆

様には心より感謝申し上げます。 

心残りな事は、委員長はｸﾗﾌﾞＨＰの中の会員ﾒﾆｭｰから更新作

業を行う事が可能で、情報発信がｽﾑｰｽﾞに出来る仕組みになっ

ている事に途中から気づき挑戦しましたが、今現在ﾏｽﾀｰできて

いないことについては残念です。機会があればまた挑戦してﾏｽ

ﾀｰしたいと思います。 

一方、当初の目標として１年間「ﾛｰﾀﾘｰの友」誌に必ず目を通す

という事を掲げましたが、この目標に関しては実行できました。

最後に、会員の皆様には原稿のﾃﾞｰﾀ提出等、委員会運営に多

大なご協力とご理解をいただき感謝申し上げます。一年間、本

当にお世話になりありがとうございました。 

 

姉妹クラブ友好委員長  久永  洪 会員 
 

土井副委員長をはじめ、委員の皆様のご協

力、特に吉永君と本田君には京都での観光

でご尽力をいただきまして無事に二つの行事

を終える事ができました。 

昨年の９月２７日に京都での第２５回目の姉妹

ｸﾗﾌﾞ調印式に２７名の会員と供に参加しました。調印式後、観

光で世界文化遺産の比叡山延暦寺へ訪問し、開創依頼１２００

年も光り輝き続ける「不滅の法灯」に一同感動し、法話、懇親会

と京都伏見ＲＣさんの大歓迎を受けました。 

今年の４月２４日には、広島北ＲＣ創立４５周年行事に京都伏見

ＲＣより２０名の方々にご参列をいただきました。 

広島北ＲＣ全員で歓迎し、友好の輪をより一層強めることができ

たと思っています。会員皆様方のご協力に感謝致します。 

 

副ＳＡＡ（ＳＡＡ長代行） 桑村 守 会員 
 

伊藤ＳＡＡ長が転勤のため退会され、残り１

ヶ月ＳＡＡ長代行を務めることになりました。

よろしくお願いします。ＳＡＡとして大変お

世話になりました。ありがとうございました。 

 

 

 
 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年６月５日（木） 会員数 ８３名 

出席 ６８名  欠席 １５名 

来客 ２名 

５月２２日（木）例会出席率  ９８．７３％ 

■来賓紹介 

高山  正 様（広島東） 

大巳 和晴 様（広島安芸） 

■次回例会 ２０１４年６月１９日（木）１２：３０～ 

卓話 『退任挨拶』  会長 庄子 佳良 会員 

食事 洋食


