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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・同好会報告 

ニコニコ箱 

臨時総会 次次年度幹事選出 

卓話時間 『退任挨拶』  

 会長 庄子 佳良 会員 
 

 

 

本日は、後ほど臨時総会の後、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの時間に私の退任挨拶とい

うことで卓話をさせていただきます。先週、先々週と「理事役員委員

長」の退任のご挨拶をいただき、それぞれが本当に良く頑張ってい

ただき私を支えていただいたのだなという思いで一杯でございます。

ｸﾗﾌﾞを代表するという立場をいただき、当ｸﾗﾌﾞに恥をかかせることの

ないよう精一杯努力してきたつもりではございますが、色々と不手際

もあったのではないかと思っております。ﾛｰﾀﾘｰの友情をもってお

許しいただければ幸いでございます。後ほど卓話の中でもお話しさ

せていただきますが、会長という職務は会の看板であり、会員の皆

様のご支援の中で成り立つものだと思っております。 

一年間、多くの経験をさせていただき、私自身も人の話をきちんと聞

くことができるようになりましたし、少しは成長できたのではないかと

思っております。皆様に心から感謝を申し上げ、退任挨拶もござい

ますので本日はこれで会長の時間を終えさせていただきます。 
 

 

 

*次週２６日(木)の例会は｢最終夜間例会並びに新会員歓迎懇親会｣

です。 

*７月例会予定表 （ＢＯＸ配布物） 
 

 

 

 

次年度ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会  島本会員 

７月２６日(土)にﾏﾘｰﾅﾎｯﾌﾟにおいて夏の家族会を開催します。多数

のご参加をお願いいたします。 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員･越智会員 

本日が今年度の通常例会が最後となりました。名残り惜しい気持ち

もありますが、来月からは河本年度を支えていきたいと思います。み

なさん一年間、本当にありがとうございました。 

菅会員☆ ６月３日から１８日までホッケーグランドマスターズワール

ドカップオランダハーグ大会に選手として出場して来ました。南アフ

リカ、ドイツ、オランダ、オーストラリア、イギリスと６試合対戦し残念な

がら全敗でした各国との交流とオランダＲＣにメーキャップ出来まし

た。２年後オーストラリア、４年後スペイン、２０２０年の東京大会まで

選手としてプレーしたいと思っています。 

髙原会員･大之木会員･岡部会員･合田会員 粟屋さん、県中小企

業家同友会の筆頭代表理事ご就任、おめでとうございます。会員２５

００名の組織の牽引役としてご活躍を頂き、広島の一層の活性化に

ご尽力を頂きますよう、ご期待を申し上げております。 

槇殿会員・山内会員◇ 槇殿先生の病院で受診中に発見！粟屋さ

ん、中小企業家同友会筆頭代表理事就任おめでとうございます。迫

さん、中国運輸局の自動車功労者表彰おめでとうございます。二人

一緒にお祝い出宝致します。 

庄子会員 本日、退任のご挨拶をさせていただきます。皆様には、

本当にお世話になりありがとうございました。 

 

当日計 33,000 円（内、ｗｅｂ19,000 円） 累計 1,750,000 円 

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

 
 

 

■本日の例会    ２０１４年７月３日（木）    第２１８５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 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

入会式 

誕生月会員お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『会長幹事就任挨拶』 

前々回例報告    ２０１４年６月１９日（木）  第２１８３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 

委員会・同好会報告 
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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（２０

１５－１６年度）幹事

として上河内裕司会

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。 
 

 

 

 

『退任挨拶』 
 

会長  庄子 佳良 会員 
 

本日は、退任挨拶の時間を

いただき本当にありがとうご

ざいます。 

２０１１年１２月の年次総会

で会長ノミニーとしての承認

をいただき、翌年２月からＲ

ＬＩ（ロータリー指導者研究

会）が年３回ございましたが、たまたま最後の「卒後プログラム」

の３日前に虫垂炎の手術をして欠席をしたため、次年度に会長

の身でありながら２０１３年９月７日の「卒後プログラム」を受けて

終了証をいただきました。これも良い経験であったと思います。 

会長エレクトになりますと、まず、誰に幹事を受けていただくかを

決めますが、久保豊年会員にお願いいたしました。私に打診を

いただいた先輩にもご相談をして何とか了承していただきました。 

ロータリーの運営の中で幹事、副幹事の役割は大きく、特に久

保豊年幹事には本当にお世話になり、感謝をしております。幹

事が決まりますと、後は二人三脚で副会長、副幹事を決め、理

事の人選までを会長が決め、委員長からは幹事に人選を任せ

て会長が承認するという流れでございますが、それぞれ素晴らし

い人にお受けいただき、思っていた通りの組閣が出来ました。 

２０１３年３月３日には、「会長エレクト＆地区チーム研修セミナー」

（ＰＥＴＳ）が開催され、ＲＩ会長テーマや地区ガバナー信条など

を理解し、会長としての自覚や心構え、どうやってクラブを引っ

張っていくかなどを勉強させていただきました。ＰＥＴＳ参加を踏

まえて私の会長方針を決めましたが、私は永年、子ども会活動

や青少年健全育成事業にかかわっておりまして、計画の中に青

少年の健全育成事業を行いたいということを入れていただきまし

た。本年度の事業には、その傾向が強く出ていたものと思いま

す。また、４０歳を過ぎたころからの私の持論でもございますが、

「愛と感謝と奉仕の心」をテーマとして掲げ、皆さんにもご理解を

いただき、思いやりを大切にした運営が出来たものと思います。 

５月２３日に「かき船かなわ」で開催された被選クラブ協議会と新

現引き継ぎクラブ協議会を経て最終例会で引き継ぎ式を行った

後、７月から本格的に新年度が始動いたしました。 まず、７月４

日に小城ガバナー補佐をお迎えして第１回クラブ協議会が開催

され、ガバナー補佐から我がクラブの活発な活動や地区をリー

ドするような素晴らしいクラブであるとのお褒めの言葉をいただき、

ホッとするスタートとなりました。 ７月１８日には、沖田ガバナー

をお迎えして例会卓話をいただきガバナー信条などを聞き、そ

の後、公式訪問フォーラムを開催し、幸先の良いスタートとなりま

した。 

新年度が始まってすぐの７月２７日には、４５周年記念事業の一

つである、東日本大震災の避難者の会である「アスチカの会」の

皆さんを招待して、「広島みなと夢花火大会」を海上納涼船から

見ていただく事業を開催いたしました。これは三保二郎奉仕プ

ロジェクト常任委員長の下、社会奉仕小委員会と、青少年奉仕

小委員会の共催事業として行われ、２０世帯５１名の避難者の方

をご招待したものでございますが、船内で花火大会の感想をう

かがいますと、福島では花火大会を海上から見たことがなく、初

めての経験で素晴らしい体験でしたとの感謝の言葉をいただき

ました。皆さんに本当に喜んでもらえた素晴らしい事業だったと

思います。この事業は、広島経済レポートに掲載していただきま

した。 

８月５日、６日には、青少年奉仕委員会の事業で、「小さな祈り

影絵展２０１３」の支援を行いました。この事業は、中学生のころ

から参加している広島女学院大学の森永容子さんを代表として、

広島市の中高生有志が集まって影絵展を行うもので、我がクラ

ブは影絵ボックス補修工事費と運搬費、設営費を支援し、５日

の開会式には会員の皆様にもご参加いただきました。また、森

永さんには例会卓話にもお出でいただきました。平和を願う若

者を支援した事業でした。５日は参加するだけで挨拶は良いと

いうことで、私の孫を２人連れていきました。突然ご挨拶をお願

いしますと言われて驚きましたが、これも今では楽しい思い出と

なっております。 

続いて８月９日には、ロータリー家族親睦委員会の事業で「夏の

家族会」を開催していただきました。マツダスタジアムパーティベ

ランダを貸し切り、１４１名のご参加をいただき、委員会の皆様に

はゲームやイベントを行って盛り上げていただきましたが、本当

に楽しい会でございました。 神農理事をはじめ鈴木委員長や

委員の皆様には大変なご苦労をいただき、心から感謝を申し上

げます。 

８月２５日には、地区指導者育成セミナーに参加し、会員増強部

門で私と泉副会長、山下正司職業分類・会増強委員長が出席

し、財団部門には財団プログラム委員会の佐々木委員長に参

加していただき、勉強して参りました。 

９月１１日には、広島陵北ＲＣ創立２３周年記念例会に、久保豊

年幹事と参加してお祝いを申し上げました。 

９月２６日の例会では、地区補助金事業として行った、社会福祉

法人「広島いのちの電話」への備品寄贈事業の贈呈式を行い、

塩山副理事長と藤井事務局長に卓話をいただき、事業概要の

説明と感謝の意を述べていただきました。この贈呈式の模様は

中国新聞に掲載していただき広く広報いたしました。 

９月２７日には、第２５回姉妹クラブ友好継続調印式に参加いた

しました。我がクラブから３０名の会員のご参加をいただきました

が、例会場での調印式が終わり、比叡山の延暦寺会館にて栢

木寛照（かやき かんしょう）先生の法話を拝聴した後、国宝の

根本中堂を見学し、迎賓館大書院を特別に拝観させていただ

き、懇親会で精進料理をいただいてから帰路につきました。 

いつもながら素晴らしい歓迎をいただきありがたく思っておりま

す。京都伏見ＲＣとの末永き友好を願っております。 

１０月５日、６日、７日には、本年度の地区大会が下関で開催さ

れ参加いたしました。５日は会長・幹事本会議の後、ＲＩ会長代

理晩餐会が開催され、その後、博多でのクラブナイトに合流し、

参加された会員との親睦を深めました。６日の本会議には全員

で参加し、懇親会では河豚を沢山いただき、７日の記念ゴルフ

大会参加会員を除く会員はバスにて帰広いたしました。 多くの

会員のご参加をいただきありがとうございました。 

１０月１４日には、京都伏見ＲＣ野球同好会との親睦野球大会

「広京会」が広島にて開催され、同好の士と楽しいひと時を過ご

しました。 

卓話時間 

臨時総会 
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呉二河球場で、広島陵北ＲＣの協力を得て３チーム各２試合を

行い、ホテルグランヴィア広島にて懇親会を開催し帰京していた

だきましたが、両クラブの益々の親睦を深めることが出来たもの

と思います。 

１１月２８日、１２月１２日には、職業分類・会員増強委員会の山

下正司委員長の企画によるゲスト参加例会を開催していただき

ました。 会員増強のため益々のご尽力をお願いいたします。 

同じく２８日には、ビアローゼン流川店にて、「久永洪会員と山本

忠雄会員の長寿をお祝いする会」が開催されました。ロータリー

家族親睦委員会の事業でございますが、これからも祝寿の会は

会員の励ましにもなると思いますので、継続していただいたら嬉

しく思います。 

１２月１５日には、大竹ＲＣと我がクラブとの親睦合同コンペが開

催されました。 私は練習で肋骨を痛めたため最初と最後のミー

ティングのみ参加させていただきました。 張り切って練習してい

たので残念でした。 

１２月１９日には、ロータリー家族親睦委員会の担当で、「冬の家

族会」を開催していただきました。 広島出身の歌手、香音さん

と、クールポコさんを招き、盛大に開催していただき、ご家族にも

本当に喜んでいただけたものと思います。 委員会の皆様には

心から感謝を申し上げます。 

１月２２日には、広島陵北ＲＣ・広島安佐ＲＣとの３クラブ合同夜

間例会が開催され、親、子、孫クラブが一堂に会して親睦を深

めることが出来ました。 

２月２２日から２６日まで、「タイ郊外の子どもたちに、安全で、き

れいな飲み水を！」というテーマを掲げ、タイのピチット地区小

学校３校への浄水器設置寄贈式典に、国際奉仕委員会を中心

とした会員９名で参加いたしました。 創立記念事業とさせてい

ただき、バンコク・スリウォンＲＣのご協力を得て行いましたが、タ

イの水環境整備の一助になり、子どもたちや地元の人たちに貢

献する素晴らしい事業であったと思います。 国際奉仕委員会

の丸本委員長、渡部副委員長、下前委員には、自費で数度、

事前調査に行っていただいたと聞いておりますが、この事業が

出来ましたのも皆様のお陰であると心から感謝し、お礼申し上

げます。この事業も、中国新聞や広島経済レポートに掲載して

いただき、広く広報いたしました。 

２月２７日には、プログラム小委員会の担当で、例会時間を変更

して「日本酒例会」を開催していただきました。 講師に賀茂泉

酒造㈱の前垣壽男氏をお迎えして開催いたしましたが、神農理

事、岡部委員長、深川副委員長にはお世話になり、楽しい催し

をありがとうございました。 

３月２日には、グループ６・７合同インターシティ・ミーティングが

開催され、多くの会員のご参加をいただきありがとうございまし

た。 

３月１３日の卓話の時間には、講師に「西部子ども家庭センター」

の衣笠正純所長をお招きして、社会奉仕委員会事業で寄贈し

た一輪車３台のお礼と、事業内容のお話しをいただきました。 

また、夜に開催されました、次年度幹事、副幹事を励ます、「歴

代正副幹事会」に参加し、次年度の合田幹事、佐々木、二井本

両副幹事を激励いたしました。 

３月２０日には、第２０回ガバナー杯前夜祭が開催され、歴代ガ

バナーご参加の下、我がクラブからも多数の会員にご参加いた

だきました。 ２０回大会ということで盛大でございましたが、ご参

加いただきました皆様には心から感謝申し上げます。 

４月２０にはマツダスタジアムで決勝戦が行われ、残念ながら我

がクラブの優勝は叶いませんでしたが、準優勝をいたしました。 

おめでとうございました。 

同じく４月２０日には、４５周年記念事業として「サニーピア銀河ク

ルーズ」が、がんの子どもを守る会広島支部と広島大学病院医

師のご協力を得て、社会奉仕委員会の担当で開催していただ

きました。この事業は、瀬戸内海汽船の「銀河」をチャーターして

行われ、小児がんなど小児難病と闘う子どもたちに勇気を与え、

保護者や医師たちとの情報交換の場をということで企画されまし

たが、瀬戸内海の美しい景色を楽しみ、ゲームや手品や音楽を

楽しみながら過ごしていただきました。 社会奉仕委員会の皆様

には意義ある事業をしていただき、ありがとうございました。 

４月２４日には、我がクラブ創立４５周年記念式典・祝賀会が盛

大に開催されました。基調講演を、登山家であり、プロスキーヤ

ーであり、８０歳になってエベレスト登頂に成功された三浦雄一

郎氏をお迎えしました。素晴らしい講師の方を選んでいただき、

さすが北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞだというお褒めの言葉もいただきました。 

華美にならず、我がクラブらしい記念例会にしたいと願い、基調

講演や記念事業にはお金をかけさせていただきましたが、それ

ぞれ意義ある事業を行っていただき素晴らしいと思っております。

この準備のために何度も会議を重ね、ご尽力いただきました泉

実行委員長をはじめ、塩本副実行委員長、下前副実行委員長

や、実行委員会会員すべての皆様に感謝を申し上げます。 

また、東北大震災避難者の高校生を対象とした奨学生制度の

公募を行いました結果、７名の高校生を支援することを決定い

たしました。これは４５周年記念事業の一つとして企画されたも

ので、３年間支援して参ります。この事業は、すでに４月から実

行しておりますので皆様のご理解のほど、よろしくお願い申し上

げます。 

４月２７日には、１４ＲＣ合同コンペが開催され、２８日に懇親会が

開催されました。担当の城南ＲＣの皆様に感謝いたします。 

５月１５日には、職場訪問例会が開催され、我がクラブ会員の会

社でございます小田億ファインズ本店を訪問いたしました。 小

田社長や社員の皆様にお世話になりお礼申し上げます。 

５月２３日には、在広・大竹ＲＣ新旧引継正副会長幹事会が開

催され、３役で参加いたしました。 

５月２９日には、我がクラブの第２回被選クラブ協議会と新旧引

継ぎクラブ協議会が開催され、次年度の河本会長の船出を祝

い、私の年度の寄港準備に入りました。 

６月に入りますと、理事役員委員長退任挨拶と私の退任挨拶が

あり、最終例会で引き継ぎ式を終えて無事終了となります。会員

の皆様には、ご協力ご支援を心から感謝し、お礼を申し上げま

す。また、昨年７月の第２例会で例会日の変更をしましたが、山

本正会員から通知の徹底がなされていないとのお叱りを受け、

それから会長時間には必ず会員の皆様の活動状況のお知らせ

をするようにいたしました。山本正会員には改めましてお詫び申

し上げますとともに、ご指導をいただき感謝申し上げます。 

今後ともご指導をよろしくお願いいたします。 

時系列で振り返ってみましたが、記載した以外にもプログラム委

員会やニコニコ委員会、会報委員会など、各委員長ならびに委

員の皆様には本当にお世話になりました。 皆様には心から感

謝を申し上げ、御礼申し上げます。 

我がクラブは、会員に恵まれて素晴らしい事業を企画運営し、

事業を通じて個々の成長をしている立派なクラブだと思います。

ＲＩの基本理念である「超我の奉仕」のもと、我がクラブの基本的

精神である「明るく、調和のとれた、居心地の良い、楽しいクラブ」

の運営に努力して参りたいと思っております。 

今後とも皆様のご指導ご鞭撻をお願いし、我がクラブの益々の

発展、繁栄を祈念いたしまして退任の挨拶とさせて頂きます。 

一年間、本当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１９日（木） 会員数 ８２名 

出席 ６６名  欠席 １６名  ゲスト １名  

６月５日例会出席率  １００％ 
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『最終夜間例会並びに新会員歓迎懇親会』 
 

ロータリーソング  ｢それでこそロータリー｣ 

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 

ホームクラブ年間１００％出席者表彰 
 

 

 

本日、ゲストでご参加いただきました新会員予定者の皆さんには、

ゆっくりとお過ごしいただきますようお願い申し上げます。 

本年度、最後の例会となりました。会員の皆様には、一年間お世

話になり本当にありがとうございました。特に、いつも私を支えて

くれた、久保豊年幹事、そして東副幹事、越智副幹事、また泉副

会長には、心から感謝し御礼を申し上げます。本日は、本年度

から次年度への引き継ぎ式の後、私の年度に入会いただきまし

た新会員歓迎の懇親会が開催されます。本年度、入会されまし

た新会員の皆様には、今後とも、我が広島北ＲＣを愛し、ﾛｰﾀﾘｰ

の奉仕活動を通じて自らを高めていただきますよう心からご祈念

申し上げます。本日は、簡単ではございますが、これで最後の会

長時間を終えさせていただきます。 

一年間本当にありがとうございました。 
 

 

 

*石川順三会員が６月末付けで退会となります。 

*お帰りの際、ＢＯＸの位置が変わっておりますので、ご注意くだ

さい。 
 

 

 

６月末での退会が決まった

石川順三会員に退会のご

挨拶を頂きました。 

 

 

 

 
 

 

 

 
後列左から、山内会員・杉町会員・越智会員・上河内会員・久保

豊年幹事・中山会員・炭田会員・庄子会長・泉副会長・本田会員 

記念品の１８Ｋ会員バッジを贈呈しました。 

 

 

 

  
まずは、次年度への点鐘引継式   久保幹事 乾杯ご発声 

 

 

 

 

 

 

 

 桃太郎侍!? 藤田会員     遠山の金さん？下川会員 

 

 

 

 

 

 

 

  月光仮面!? 松田会員     暴れん坊将軍!? 小林会員 

 
助さん 武部会員 ＆ 黄門様 金井さん 

 締めは 泉副会長で！ 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年６月２６日（木） 会員数 ８２名 

出席 ７５名  欠席 ７名  ゲスト ４名 

６月１２日例会出席率  １００％ 

■ゲスト紹介 

岡田 清治 様(入会予定者) 

岡本 勝幸 様(入会予定者) 

竹内  剛 様(入会予定者) 

徐  星云 さん（米山奨学生） 

前回例報告    ２０１４年６月２６日（木） 第２１８４回 

会長時間              会長    庄子 佳良

幹事報告               幹事   久保 豊年

退会挨拶 

ホームクラブ年間１００％出席者表彰 

新会員歓迎懇親会 


