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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 

連続出席表彰 

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Ｐａｒｔ２』 理事役員委員長 
  

 

 

 
左から、９年粟屋会員・下前会員・中根会員、１９年山坂会員、４年島

本会員  おめでとうございます！ 
 

 

 

本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの時間は、『理事役員委員長退任挨拶Ｐａｒｔ２』という

ことで、私が一年間お世話になりました理事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。後ほどは、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

また、本日永年出席表彰を受けられました皆様には、今後とも益々 

 

ご活躍されますようお願い申し上げます。 

私自身は会長年度もあとわずかとなり、ホッとすると同時に気の抜け

たような思いでございますが、振り返りますと素晴らしい経験をさせ

ていただいた一年であったと思います。会員の皆様に心から感謝を

申し上げます。 

先週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの時間には、「Ｐａｒｔ１」として、理事役員委員長の皆

様に退任のご挨拶を頂きましたが、お話を聞きながら本当にお世話

になったことを実感いたしました。 本日もそのようなお話が聞けるも

のと思いますが、当ｸﾗﾌﾞを愛し、奉仕活動を通してｸﾗﾌﾞのためにご

尽力いただいている素晴らしい会員の皆様の集団だということを、改

めて感じているところでございます。今後とも、北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの発展

に重ねてご尽力いただきますようお願い申し上げます。  

本年度の事業も、あと最終例会と会計報告と創立４５周年記録委員

会の皆様の事業が残っておりますが、担当の皆様にはご苦労様で

すがよろしくお願い申し上げます。  
 

 

 

*４月３０日付けで横田則夫会員の退会が承認されました。 

*ＲＩ国際大会に土井会員と久保雅史会員が参加されました。 

*次週１９日（木）の例会において、次次年度幹事を選出するため、

臨時総会を開催しますので、ご出席をお願いいたします。 

*臨時総会案内（ＢＯＸ配布物） 

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌 （ＢＯＸ配布物） 
 

 

 

会報ＩＴ委員会  中嶋会員 

ﾛｰﾀﾘｰの友６月号紹介 

横組Ｐ７｢世界に開かれたﾛｰﾀﾘｰの親睦活動」 

Ｐ１２－２１｢いまを切り撮る２０１４フォトコンテスト入賞作品｣ 

Ｐ２８－２９下段｢紙芝居で語り継ぐ被災地の心｣広島西南ＲＣ 

縦組Ｐ４｢世界に羽ばたく子どもを育てる｣ 

Ｐ２９｢ＲＯＴＡＲＹ ＡＴ ＷＯＲＫ｣ 

次年度姉妹クラブ友好委員会  越智会員 

例会終了後、委員会を開催します。 

ＩＭ実行委員会  中山会員 

第１回実行委員会開催の案内 ６Ｆ６０２号室 

野球同好会  中山会員  練習案内 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員･越智会員 

土井さん、久保(雅)さん、ＲＩ国際大会お疲れ様でした。シドニーは

いかがでしたか？ 

土井会員･久保(雅)会員 先週開催された、ﾛｰﾀﾘｰ世界大会(ｼﾄﾞﾆｰ)

に出席して参りました。ｵｰｽﾄﾗﾘｱ被の人々を始め、多くの国の人達

と交流ができ、大変有意義な日を過ごすことが出来ました。 

■本日の例会    ２０１４年６月１９日（木）    第２１８３回 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

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 

臨時総会 次次年度幹事選出 

卓話時間 『会長退任挨拶』 

 会長 庄子 佳良 会員 

前回例報告    ２０１４年６月１２日（木）   第２１８２回 

会長時間               会長    庄子 佳良 

幹事報告               幹事   久保 豊年 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

連続出席表彰 

委員会・同好会報告 



 

2 

髙原会員◇ ６月８日(日)ＲＬＩに出席し、大変ためになる時間を

過ごしました。 

山坂会員 皆様のお陰で連続出席１９年になりました。ありがとう

ございました。またこれからもよろしくお願い致します。 

粟屋会員 連続主席の表彰を頂きありがとうございます。早いも

ので入会して９年になりました。１０年連続出席目指して頑張りま

す。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

下前会員 もう９年になりました。これからもよろしくお願いいたし

ます。 

武部会員 徐 星云（ｿ ｿﾝｳﾝ）さん、ｹﾞｽﾄ紹介の時、お名前を

正しく読み上げられませんでした。申し訳ありませんでした。 

中尾会員 本日、所用のため「退任挨拶」の後、退席させて頂き

ます。申し訳ありません。 

 

当日計 14,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 1,717,000 円 

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

 

 

 

『退任挨拶 Part2』 
 

理事・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 

三保二郎 会員 
 

本年度奉仕プロジェクトは盛りだくさんの事業

を行いました。まず、●職業奉仕委員会は本

年度ｶﾞﾊﾞﾅｰが提言された職業奉仕の見直し

を考察し担当例会を開催した。また、広島の

老舗大型家具店での職場訪問例会を開催しました。 

●社会奉仕委員会は①「広島いのちの電話」に対し地区補助

金事業として施設の環境改善事業。②東日本震災復興支援事

業として避難者の会「ｱｽﾁｶ」の会員を広島湾花火大会へ招待

した。③こども家庭ｾﾝﾀｰに対し一輪車及び関連ｸﾞｯｽﾞを寄贈し

例会にて卓話をしていただきました。④数年前まで行っていたｻ

ﾆｰﾋﾟｱｷｬﾝﾌﾟの形を変え、今回４５周年記念事業として「ｻﾆｰﾋﾟｱ

銀河ｸﾙｰｽﾞ」と題し難病の子供たちに瀬戸内海ｸﾙｰｽﾞを楽しん

でもらいました。⑤同じく４５周年記念事業として東日本の震災

避難生徒に対し奨学育英資金給付事業を始めました。 

●国際奉仕委員会では４５周年記念事業としてタイのスリオン C

と共同でタイピチﾂト県の小学校３校に浄水器を寄贈しました。 

●青少年奉仕委員会は「新・小さな祈りの影絵展２０１３」を支援

し代表の大学生、森長蓉子さんに卓話に来ていただきました。 

この様に多くの事業をさせていただき、その中でも、タイの小学

生、ｻﾆｰﾋﾟｱ参加の子供達の喜んでいる顔を見る事が出来た事

に感動させられました。これも各委員長はじめ委員会ﾒﾝﾊﾞｰの

大変な御苦労と会員の皆さんのご協力のお陰と感謝申し上げま

す。また、本年度より奨学育英資金を本来の目的に使っていた

だく事により奉仕事業の為のﾆｺﾆｺ箱からの支出が無くなったこ

とにより、より充実した奉仕事業が行えるようにしていただいた庄

司会長、久保幹事には敬意を表します。 

 

職業奉仕委員長 中尾建三 会員 
 

皆さん、今年、私共職業奉仕委員会にご協

力頂き誠にありがとうございました。委員一同

お礼申し上げます。毎月第１例会での『四つ

のテスト』の唱和。１０月、職業奉仕月間に於

ける担当卓活例会、小田億㈱さんでの職場

例会、更には、新しく入会した人の職業紹介誌への追加配布

等が委員会活動でした。お礼を申し上げます。 

社会奉仕委員長 合田尚義 会員 
 

今年度は三保常任委員長の下、地区補助金

を活用しての「広島いのちの電話、相談室の

環境改善事業」、また、「広島避難者の会ｱｽﾁ

ｶに対する支援事業」、「西部こども家庭ｾﾝﾀｰ

への教材寄贈事業」、「ｻﾆｰﾋﾟｱ銀河ｸﾙｰｽﾞ」

「被災者避難者高校生への奨学金支給事業」を実施し、内３つ

の事業は創立４５周年記念事業として実施を致しました。ご協力

を頂きました委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆様、また会員の皆様に心より感

謝を申し上げます。濱本副委員長には次年度、引き続いての副

委員長職をお願いしておりますが、しっかりと岡部委員長を支え

て頂きますようにお願いし、退任挨拶と致します。 

 

国際奉仕委員長 

奨学育英資金特別委員長 丸本佳生 会員 
 

まず国際奉仕委員会として、海外ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

の例会に参加し海外現地調査実施しました。

創立４５周年記念事業に当たり、ﾀｲ･ﾊﾞﾝｺｸ ｽ

ﾘｳｫﾝＲＣの支援を頂き、下記のﾀｲ北部地区ﾋﾟ

ﾁｯﾄ県の小学校に浄水器 設置事業を実施。尚、この事業は会

長賞の重要項目でした。５/１７地区研修・協議会で、国際奉仕

活動として、上記の小学校浄水器設置事業の紹介を始め、ｽﾘｳ

ｫﾝＲＣが実施しております「ﾘｻｲｸﾙ自転車贈呈ﾌﾟﾛｼﾞｪｸト」、「図

書支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」をご紹介しました。 

今年度白紙から、この様な国際事業が出来たと事は、三保理事、

渡部副委員長を始め委員の皆様のご支援ご協力のお陰です。

今でも式典での水を飲む子供たちの笑顔が忘れません。式典

後に三保理事から「感動した」と一言いただきまして、この事業

が成功した事を実感しました。最後に会員皆様のご支援で、国

際奉仕事業を出来たことに、感謝してお挨拶に変えさせて頂き

ます。１年間ありがとうございました。 

奨学育英資金特別委員会として、「奨学育英資金制度」は、創

立１５周年記念事業として始めた伝統ある支援事業でしたが、

銀行金利低下等で資金不足になり、本来奉仕事業に使用され

るﾆｺﾆｺ資金を使用して、奨学金に充てていましたが、先週久保

幹事からご案内がありました通り、「奨学育英特別資金」を一部

取崩す事で継続できました。 

創立４５周年記念事業として実施した東日本大震災の避難者高

校生に対する支援事業を引き継ぎました。今年度を含めて３年

間の事業となります。今年度は、「奨学育英特別資金」を一部取

崩す事を、再三検討して頂き出来まして事業が継続出来ました

事に、感謝します。また次年度も引続き委員長をさせて頂きます

ので、宜しくお願いします。 

 

青少年奉仕委員長 島田忠征会員 

 

私にとっては、初めての事業系の小委員長と

いうことで、何をすればいいのか決まるまでの

不安と緊張感はｸﾗﾌﾞに入会して始めの事でし

た。しかし、皆様のご協力により、本年度の青

少年奉仕委員会では、社会奉仕委員会と合同で「ひろしま避難

者の会ｱｽﾁｶ」の５１名の方を「広島みなと夢花火大会、海上納

涼船ﾂｱｰ」に招待し、又、平和公園で開催された「新・小さな祈り

の影絵展２０１３」の支援といった事業を行うことができました。海

上納涼船ﾂｱｰ、小さな祈りの影絵展の事業については告知期

間が短かったのですが、委員会ﾒﾝﾊﾞｰを始め多くの会員の方に

参加していただけたので感謝しています。今は一仕事を終えた

充実感に満たされています。本当にありがとうございました。 

卓話時間 
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理事･ﾛｰﾀﾘｰ財団常任委員長 

中山昌実会員 
 

当委員会は主な計画として ①ﾛｰﾀﾘｰ財団及

び米山奨学会の理解を深める ②寄付目標

の達成をかかげました。財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会、

米山奨学委員会の担当により卓話を開催し、

会員の皆様には理解を深めていただけたものと思っております。

また、寄付目標につきましても佐々木、粟屋両委員長のご尽力

と会員の皆様のご協力により目標を達成することが出来ました。 

財団補助金の活用に関しましてはもう少し工夫が必要と感じて

います。この点は次年度に引き継ぎたいと思います。１年間皆様

のご協力に感謝しまして、退任の挨拶とさせていただきます。 

 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 佐々木礼正会員 
 

今年度、財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小委員長を務めさせて

頂きました佐々木でございます。 

ｾﾐﾅｰに参加させて頂いたりして、少しかもし

れませんが、ﾛｰﾀﾘｰのお金の流れなどが解る

事が出来ましたし、日頃ﾛｰﾀﾘｰ財団について

考える事はないかもしれませんが、その重要性について知る事

が出来ました。しかし、色々と難しく未だに理解出来ているとは

言い難いのが事実です。また、ﾛｰﾀﾘｰ財団年次基金１人１５０ド

ル以上の寄付のお願いをしましたところ、全会員のご理解と、中

山理事と、委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆様のご協力のお陰で参加率１０

０％を達成することが出来ました。ありがとうございました。 

この寄付金につきましてはまた、我々の奉仕活動の資金として

戻って参りますので、次年度も是非ﾛｰﾀﾘｰ財団年次基金への

寄付をお願い致します。それと、ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞの加入と利用の方

も是非宜しくお願い致します。以上で退任の挨拶とさせて頂きま

す。ありがとうございました。 

 

米山奨学委員長 粟屋充博会員 
 

今年度、入会して始めて米山奨学小委員長

を務めさせて頂きました。中国の奨学生、于

廉吉さんのｶｳﾝｾﾗｰとして、いくつかの相談に

ものりましたが、自身で経験して始めてこの事

業の意義・重要性を理解できたように思いま

す。現在、日中関係は良好とは言い難いだけに、改めて日本と

中国との懸け橋となる人材を育てることの大切さを感じた次第で

す。ｸﾗﾌﾞの皆様には、米山奨学会への寄付にも快くご協力頂き、

心より厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

ｸﾗﾌﾞの皆様の御協力に対し感謝申し上げ、于さんの今後の健 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 山坂哲郎会員 
 

会員候補者６名(藤田、小林、松田、武部、金

井、下川)への入会前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝを行いまし

た。６月末までに、もう４名行います。また入会

３年未満の会員と入会歴の長い会員とのｲﾝﾌ

ｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ「入会３年未満会員を囲む会」

を行いました。会員相互の親睦を図ることができ、入会３年未満

の会員が楽しくﾛｰﾀﾘｰ情報を学ぶことができたと思います。 

更には手続要覧を全会員に配布しました。１年間、皆様には多

大なるご協力を賜り、誠に有難うございました。 

 

 

 

会計長  槇殿 透会員 

大変お世話になりました。まだ少し業務が残っておりますので、

もう少し頑張ります。 

 

副幹事  東 正治会員 
 

越智副幹事に殆ど頼りきりで助けてもらいどう

にかやってこられました。ﾏｲｸの持ち回りから

例会の司会と色々な経験もさせて頂きました。

後、２回で本年度も終わりになりますので、最

後までしっかりと頑張りたいと思います。次年

度からは楽な気持ちで例会に出席できます。どうもありがとうござ

いました。 

 

副幹事  越智健剛会員 
 
一年間、庄子会長、泉副会長、久保幹事、東

副幹事をはじめ皆さんのおかげをもちまして、

無事副幹事の大役をつとめることができました。

ありがとうございました。 

 

理事・幹事  久保豊年会員 
 

幹事という大役を頂き、一生懸命やったつもり

ですが、何かと不行届きのところが多かったと

思います。お詫び致します。ただ、私としてはﾀ

ｲﾌﾟではなかった幹事という役職をやらせてい

ただいて大変良い経験になりました。幹事とい

う役職は対外的なことも多く、他のｸﾗﾌﾞの方々とも仲良くなれま

した。幹事は一人では何もできないことも痛感しました。会員の

皆さんのご協力に感謝します。一年間有り難うございました。 

 

プログラム委員長 岡部知之会員 
 

本年度は、皆さまのお蔭で無事例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を終えることができホッとしております。特に委

員会ﾒﾝﾊﾞｰには、絶大なる協力を頂戴し、ほ

ぼ目標どおりの外部講師を呼ぶことができま

した。また、当ｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞｰへの卓話のお願い

に対しても、久保田会員をはじめとして皆さま快く喜んでお受け

していただけ、且つ楽しいお話を聞くことができました。前年度

のﾜｲﾝ例会を上回るような日本酒例会を当委員会で企画しよう

と私の勝手な発想にも、深川副委員長を筆頭に真剣に取り組ん

でくれ、大成功させることができました。もう少しで、毎週「卓話者

が来ないとどうしよう」「時間が早く終わったら何をしよう」「再来月

の卓話者誰にしよう」などという夜も眠れない日々から解放され

ることが、何よりの喜びです。皆さまご協力誠にありがとうござい

ました。 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年６月１２日（木） 会員数 ８２名 

出席 ６７名  欠席 １５名 

ゲスト １名 

５月２９日例会出席率  １００％ 

５月度平均出席率    １００％ 

■来賓紹介 

徐  星云 さん（米山奨学生） 

■次回例会 ２０１４年６月２６日（木）１８：００～ 

『最終例会並びに新会員歓迎懇親会』 

※お昼の例会を夜に変更し、開催いたします。 


