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国際ロータリー会長 Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン 氏 

国際ロータリーテーマ 

Be a Gift to the World 

世界へのプレゼントになろう 

■会長  山下 正司    ■幹事  上河内 裕司 
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例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１６年６月２３日発行 Vol．１４７６

 

 
ロータリーソング 「手に手つないで」 

来客紹介 親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『退任挨拶Ｐａｒｔ１』 理事役員委員長 

 

皆さんこんにちは。いよいよ今年度の例階も残すところあと今日を含

め３回、実質は 終例会を除くと後２回となり、今週より各理事及び

各委員会委員長の退任挨拶が始まります。 

本当にもう終わりが来たんだなぁ～って実感が湧いてきました。  

各理事役員の皆さん・又各委員長の皆さんには本当に クラブ運営

にご協力頂きお世話になりました。 

今年度私は「楽しみながら実践しよう」をクラブ運営方針として掲げ 

とにかくどうせやるなら楽しい事を企画しましょう。出来るだけ多くの

会員に参加してもらえる事業にしましょうと言ってきました。 

そこで実施出来た事業が カープの野球観戦・広大ファミリーハウス

へのキッズサークル設置事業・ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ Ｔシャツを

着ての国際平和マラソンの参加・タイへの浄水器設置事業・北ＲＣオ

リジナル切手の作製等々本当に印象に残る企画であったと思いま

す。 

また京都伏見との姉妹友好調印式や北ＲＣ奨学生及び米山奨学生

ダス君との交流なども思い出深い１年となりました。 

この後各委員長さんの退任挨拶も楽しみにしております。 

心より会員皆さんのご協力に感謝申し上げ本日の会長時間を終わり

ます。ありがとうございました。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会  山内委員長 

６/１６本日１８時より「かなわ」において入会３年未満の会員を囲むｲ

ﾝﾌｫｰﾏﾙ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを開催しますので、出席予定の方はお忘れのな

いようお願いいたします。 

次年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会  松田会員 

次週６/２２(水)に委員会を開催します。会場：野の葡萄 

次年度青少年奉仕委員会  島本会員 

８月５日・６日に平和公園にて「小さな祈りの影絵展」が開催されます。

次年度も開催に協力します。５日（金）には見学会とｲﾝﾌｫｰﾏﾙ･ﾐｰﾃ

ｨﾝｸﾞを行いますので、よろしくお願い致します。 

 

 

≪自主出宝≫ 

桑村会員 

本日、ﾆｺﾆｺ委員会委員長の退任のご挨拶をさせて頂きます。宜しく

お願い致します。 

山坂会員・杉町会員・坪内会員・島本会員・越智会員･森会員 

広商同窓会を約１，０００名で盛大に開催出来ました。ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱさんの

お陰で、４Ｆのﾎﾜｲｴまでﾃｰﾌﾞﾙを出し、全６８卓全員着席で行うことが

出来ました。ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱさんどうもありがとうございました。 

 

当日計 7,000 円（内、ｗｅｂ 0 円） 累計 1,477,900 円 

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

 

『退任挨拶 Part１』 
 

職業分類会員増強委員長 

粟屋 充博 会員 

今年度、職業分類・会員増強小委員会は、

年度末会員数９０名を目標に会員増強に

取り組みました。当クラブの円滑な運営と

活発で充実した奉仕活動を推進するため

には、 低でも９０名の会勢は必要だと思ったからです。９月と５月に会

員の皆様にお願いして、当クラブにふさわしい会員候補者の方々をご

紹介頂き、ｵｰﾌﾟﾝ例会（ゲスト例会）を開催し、今年度５名の新会員の

方々をお迎えすることが出来ましたが、止むをえない理由で５名の方々

が退会され、期末会員数は期首と同じ８７名となり、残念ながら目標の９０

名は達成することが出来ませんでした。この１年間の委員会メンバーの

方々を始めとする会員の皆様のお力添えに感謝申し上げ、退任の挨拶

とさせて頂きます。 

■本日の例会       ２０１６年６月２３日（木）   第２２７４回

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来客紹介 親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『退任挨拶Part２』  

 会長・理事役員 

ロータリーの友誌６月号のご紹介 

 

６９Ｐ～７３Ｐ  ＩＰＳ細胞がひらく新しい医学 

京都大学ＩＰＳ細胞研究所 所長・教授 山中 伸弥氏 

２２Ｐ 心は共に 福山北ＲＣ 田中 宏氏 

３８Ｐ 地区別ｸﾗﾌﾞ・会員数・出席率一覧表（２０１６年３月末現在） 

是非、ご一読ください。 

会報ＩＴ委員長  下川信宏

前回の例会   ２０１６年６月１６日（木）    第２２７３回 

会長時間                会 長  山下 正司 

委員会報告 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

卓話時間 
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会員選考委員長  水野  勝 会員 
現在会員となっておられる３名と、次年度

会員となられる予定の８名、合計１１名の

選考を行いました。いずれの方々も推薦

者と職業分類、会員増強委員会の信任

を得た選りすぐりの方々ですので、直ち

にサインして理事会に送りました。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長･ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ 

山内 盛利 会員 
今年度は７名の新会員を迎え、入会前の

ﾛｰﾀﾘｰ情報説明会を実施させて頂きまし

た。ﾛｰﾀﾘｰに初めて接する方々を対象と

した説明会であるが故、出来るだけかみ

砕いて判り易い説明を心掛けたつもりです。しかしﾛｰﾀﾘｰ情報は一

度の説明だけで理解把握できるものではありません。その意味に於

いてﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟが大事ですが、そのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟが委員会事業として

充分に出来なかったことが残念です。委員会事業しては本日夕方、

入会３年未満の会員を対象とした勉強会とﾍﾞﾃﾗﾝ会員との交流会を

開催します。本事業のﾃｰﾏは「当ｸﾗﾌﾞの歴史を学ぶ」というものです

が、これが会員の皆様にとって有益なものになることを願っています。

あまり目立つことのない小委員会ではありましたが、ご協力を賜った

関係各位に御礼を申し上げ、退任の挨拶とさせて頂きます。一年間、

有り難うございました。 

 

出席委員長  庄子 佳良 会員 
出席小委員会の委員長をさせていただき

ました庄子でございます。一年間お世話

になり、本当にありがとうございました。 

この委員会の主な目的は、会員の皆様

に出席の大切さをご理解いただき、出席

率の向上を目指すことでございます。 残念ながら１００％は達成で

きませんでしたが、皆様が出席することの大切さを、充分ご理解いた

だいているものと確信しております。いろいろな理由で出席ができな

い状況もあろうかと思いますが、自分自身の１００％出席の継続や、

クラブのためにも出席の大切さを心に留めていただきまして、例会欠

席の前後２週間ずつのメークアップ期間をご利用いただき、１００％

出席を続けていただければ幸いでございます。 

皆様のご理解とご協力に心から感謝申し上げますと共に、委員会の

皆様のご尽力に心から御礼申し上げます。 

 

親睦委員長兼姉妹ｸﾗﾌﾞ友好委員長 

越智 健剛 会員 
夏の家族会８月１２日、ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑにお

いて、１５０名を超える会員並びにご家族

に参加いただき、広島対ﾔｸﾙﾄの試合を

観戦しました。 

新会員歓迎会 ９月７日、今年度入会の新会員の歓迎会をﾋﾞｱﾛｰｾﾞ

ﾝで行いました。また、続いてﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会と合同で日本酒夜間例

会を行った。 

ｸﾘｽﾏｽ家族会１２月２４日、ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱでｸﾘｽﾏｽ家族会を、１８０名を超

える多くの方の参加のもと、司会に西田篤史さんを迎え開催した。ｸ

ｲｽﾞ大会で大いに盛り上がり、佐々木りょうさんの歌声に感動したｸﾘｽ

ﾏｽでした。３ＲＣ合同例会１月２８日、広島北・陵北・安佐ＲＣで合同

夜間例会を行った。ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰのＳｅａさんを迎え、３ＲＣの会

員の親睦を図った。 

創立４７周年記念夫人同伴例会４月２４日、設立４７周年記念夫人同

伴例会を行った。ｱﾀﾞﾙﾄｶﾝﾊﾟﾆｰのＲＯＣＫな演奏に酔いしれた夜で

あった。 後は 終夜間例会並びに新会員歓迎懇親会６月３０日、

開催予定です。 

姉妹ｸﾗﾌﾞ友好委員会としては、９月に京都を訪れ、調印式並びに懇

親会で伏見の皆さんと懇親を深めました。 

みなさん、１年間ありがとうございました。 

ニコニコ委員長  桑村  守 会員 
今年度ﾆｺﾆｺ委員長を務めさせて頂きま

した桑村です。会員の皆様のお陰で無

事１年の任期を終え目標金額も達成する

ことができ、退任の挨拶が出来ることに感

謝しております。何かと至らぬ点も多かっ

たと思いますが、改めて会員の皆様と委員会ﾒﾝﾊﾞｰに御礼を申し上

げたいと思います。本当に１年間有難うございました。簡単ではござ

いますが退任の挨拶とさせていただきます。 

 

会報ＩＴ委員長  下川 信宏 会員 
今年度の実施事業は、長年懸念事項の

週報の保存・ﾃﾞｰﾀｰ化、広島北ﾛｰﾀﾘｰｵﾘ

ｼﾞﾅﾙ切手の作成、卓話時のﾛｰﾀﾘｰ友誌

の映像化等を実施しました。下川自身が

ＩＴに明るくないところ樹野会員にも随分

助けて頂き、なんとか一年間やり通すことができそうです。杉町委員

長、委員の皆さん、また会員の皆様に感謝を申し上げ、退任挨拶と

させて頂きます。ありがとうございました。 

 

理事・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 

坪内 昭吉 会員 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会では、職業奉

仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕の

４つの委員会で奉仕活動を中心とした活

動を行ないました。山下会長の方針であ

る、全員参加型の事業を各委員会で計画し、楽しみながら実践して

まいりました。全員参加という観点からは、天候その他の要因でやや

残念な部分もありましたが、それぞれ塩本委員長・濱本委員長・下

前委員長・合田委員長を中心に各委員会ﾒﾝﾊﾞｰのご協力を頂き、ほ

ぼ予定通りに活動を行なうことができました。 

会員の皆様の事業へのご参加、ご協力に改めて感謝申し上げ、退

任の挨拶といたします。１年間ありがとうございました。 

 

職業奉仕委員長  塩本 能尚 会員 
第一例会での４つのテストの唱和、職場

訪問例会の開催とﾙｰﾃｨﾝとなることはこ

はしましたが、会員の職業紹介の更改・

補充は予算の関係で、ﾍﾟｰﾊﾟｰ化断念、

電子化へという段階でｱﾅﾛｸﾞ人間として

途方に暮れて断念。前年度からできなかったので、できたらやって

ねと言われた職業奉仕のﾌｫｰﾗﾑも職業奉仕についての長い講演を

聞くたび訳がわからなくなって途方に暮れるのでこれもできませんで

した。一年間途方に暮れた年となりました。 

 

社会奉仕委員長  濱本 利寿 会員 

今年度社会奉仕小委員会の委員長とし

て１年間お世話になりました濱本です。 

委員長１年生の私には、初めての経験が

沢山あり本当に良い経験となりました。 

地区補助金事業とサニーピアクリスマス

会は無事終えることが出来ましたが、打ち水大作戦が悪天候により

中止になり代替え案を検討することが出来ず残念な気持ちでいっぱ

いです。今後も北ﾛｰﾀﾘｰの役に立てる人材になれるよう頑張ってい

きます。委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆様、１年間お世話になりました。 

 

国際奉仕委員長  下前 嘉彦 会員 
職業奉仕委員会はタイへの浄水器を４台

設置いたしました。 

その他の活動については皆さんよく御存

じなので省略いたしますが、一年間、大

変お世話になりました。ありがとうございま

した。 
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青少年奉仕委員長 合田 尚義 会員 
今年度の実施事業は、「小さな祈りの影

絵展」支援事業、社会奉仕委員会との共

同事業でのサニーピアクリスマス会、そし

て青少年年奉仕月間の 5 月に府中ひか

り保育園の原園長先生を招いての卓話

を実施したことです。あまり活発な活動ができたとは言えませんが、

次年度は奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長を拝命ましたので、島本次年度

青少年と共に、頑張ってまいりたいと思います。坪内理事、委員会の

皆さん、また会員の皆様に感謝を申し上げ、退任挨拶とさせて頂き

ます。ありがとうございました。 

 

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。今

年度の会長方針の「楽しみながら、実践

しよう」の下、まず「ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯ

Ｗ」のＴシャツ、帽子を制作して。販売さ

せて頂き、収益をポリオ寄付に充てさせていただきました。それを着

て初めての試みの「ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷﾁｬﾘﾃｨｰﾏﾗｿﾝ」を実施致

しました。これは北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ、ﾛｰﾀﾘｰ財団の広報活動にもつなが

ったのではないかと思っております。財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会はお願い

をする事が多い委員会ではございますが、皆さまには色々とご理解

を賜りまして、年次寄付、参加率１００％を達成、また１人１５０ドル以

上の寄付のお願いをしたところ１人当たり１６０.６５ドル、ﾎﾟﾘｵ寄付も１

人３５ドル以上の寄付の願いに対し 1 人当たり３８.５０ドルの寄付をし

て頂きました。 

本当にありがとうございました。次年度もまた当委員会の副委員長と

なっておりますので今後ともご理解の程宜しくお願い致します。 

年次寄付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寄付をお願い致します。以上で退任

の挨拶とさせて頂きます。 

 

米山奨学委員長  二井本浩司会員 
今年度、米山奨学委員長を務めさせて

いただきました二井本です。 

１年間ご協力いただき、又、ご指導賜り本

当にありがとうございました。 

皆様のおかげで、当初の寄付目標一人

当たり１６，０００円を達成する事ができました。 

また、米山奨学生のダス・ラリット クマール君の故郷のネパールに

おける大震災の復興支援につきましても、早急な対応とご協力いた

だき重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。 

以上をもちまして退任の挨拶とさせていただきます。 

 

奨学育英資金特別委員長 

中根弘幸会員 
今年度奨学育英資金特別委員会の委員

長を担当させていただきました。１年間ご

協力をいただき、有り難うございました。 

この委員会は、向学意欲がありならが、

経済的に恵まれない高校生に奨学金を支給する制度です。１５周年

記念事業において北ﾛｰﾀﾘｰ独自の奨学金制度として発足したもの

です。また、４５周年事業として、３年間の期間限定ではありますが、

東北の震災で広島に避難している高校生について、奨学金を支給

する活動も行ってまいりました。ただ、この４５周年事業の方は、今年

度が 後の募集になっており、次年度以降は予定されておりません。

広島に避難している人達の団体で「ｱｽﾁｶの会」といｳｸﾞﾙｰﾌﾟがありし

て、そこに呼びかけるなどして募集してきました。これも社会的に非

常に意義のある活動であったと思います。 

この委員会は、今年度の副委員長が翌年の委員長になるという方針

の下で事業を継続することになっています。今年度の副委員長は島

本さんですので、来年は委員長として頑張っていただきたいと思い

ます。もう既に委員会を開催されたと聞いております。是非頑張って

下さい。ように、北ＲＣの行う独自でﾕﾆｰｸな奨学金支給事業ですの

で、次年度も当委員会の活動にご理解をいただき、皆様のご協力お

願いして私の退任挨拶とさせていただきます。１年間本当にお世話

になりました。 

 

副Ｓ.Ａ.Ａ.  本田善昭 会員 
今年度一年間、山田Ｓ.Ａ.Ａ.長のもと副Ｓ.

Ａ.Ａ.として務めさせて頂きました本田で

ございます。会場監督というお役目を、し

っかりと務められたかどうかは本人ではわ

からない所がありますが、ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰとし

て理事会に参加する立場を頂いた事は、学びのある良い経験を頂

いたと感謝しております。今後の活動に活かして参りたいと思います。

一年間、本当にありがとうございました。 

 

副Ｓ.Ａ.Ａ.  松田 宜久 会員 
本年度副Ｓ.Ａ.Ａ.を務めさせていただき

ました松田でございます。今年１年色々と

お世話になりました、山田Ｓ.Ａ.Ａ.長のも

とたくさんの事を学ばせて頂きました、こ

の場をお借りしお礼申し上げます。 

なお、本年度 開催の際の音色、何度練習してもいい音が出せずご

迷惑おかけしたことをこの場を借りて謝らせてください、申し訳ござい

ませんでした。ありがとうございました。 

 

プログラム委員長  小林 孝憲会員 
今年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長を務めさせて頂い

た小林でございます。 

入会３年目で大役を任せて頂き、この１

年大変勉強になりました。 

心に残ることとしては、皆様が楽しんで頂

ける卓話ということで日本酒例会をし、おいしいお酒を肴に会員相

互の親睦を深めて頂いたこと、また新しい卓話としては温泉ソムリエ

をお呼びしたことです。時には諸先輩方に泣きつき、色々な卓話者

を呼んで頂き、助けてもらいました。この１年、貴重な体験をさせて頂

き有難うございました。 

 

 
 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年６月１６日（木） 会員数 ８７名 

出席 ６６名  欠席 ２１名 来客  １名 

６月２日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

檜山 典英 様（広島） 

■次回例会案内  ２０１６年６月３０日（木）１８時～ 

 『最終夜間例会並びに新会員歓迎懇親会』 

ホームページ会員フォーラム（掲示板）について 

 

当クラブホームページの会員フォーラム（掲示板）をご利用

頂いているまたは閲覧している方に、会員フォーラムに新し

い記事が書き込まれた際、各自のアドレスに《新着メール》

を届けることができるようになりました。 

《新着メール》を希望される方は、事務局にお申込みくださ

い。 

まだ、会員フォーラムを一度も見たことがない方はこの機会

に是非一度ご覧ください。 

会員フォーラムは会員ページの中のコンテツです。会員ペ

ージにはログインが必要となりますので、会員証を手元にご

用意願います。 


