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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 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 

 E-Mail:hnrc@world.ocn.ne,jp URL http://www.hnrc.jp/ 

例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１６年７月７日発行 Vol．１４７７

 

 
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 

 

皆さんこんにちは。実質本年度 最後の会長時間となりました。 

まず始めに、先週の１６（木）夕方「かなわ」にてﾛｰﾀﾘｰ情報委員会

の企画による入会３年未満の会員と古参会員の交流をメインとして、

北ＲＣの歴史を振り返りながら親睦を深める会を催して頂きました。 

中川良男会員をはじめ私たちの先輩会員にも多く参加頂き本当に

有意義な時間となったように思います。 山内・島本正副委員長を始

め委員会の皆さん又 出席頂いた多くの会員の皆さん本当にありが

とうございました。 

さて、この１年振り返ってみると、本当に「あっ！」と言う間の１年だっ

たように思います。  

今年度 私は「楽しみながら、実践しよう」を運営方針に掲げとにかく

一人でも多くの会員に「ﾛｰﾀﾘｰは楽しい」「毎週木曜日が楽しみ

だ！」と言ってもらえるような運営が出来たらいいなぁ～ と思ってい

ました。 皆さんはいかがでしたか？  

会員皆さんのお陰をもちまして、私自身はとっても楽しい１年を過ご

させて頂きました。本当に 感謝！感謝！感謝！です。実は来週が

本当の最終例会ですが、来週は中山次年度会長のめでたい出発

式がメインとなりますので、本日皆さんにキチンとお礼を申しあげて

おきたいと思います。  

この後、また退任の挨拶の時間を頂いておりますので、今日の会長

時間を終わります。 

本当に１年間 「ありがとうございました。」 ばいばい。 

 

*退会報告  本田裕二会員が６月２１日付けで退会となりました。 

*次週６月３０日(木)は今年度最終例会です。昼の例会を変更し、１８

次より「最終夜間例会並びに新会員歓迎懇親会」を開催しますので、

お間違えのないようお願いします。 

 

 

青少年奉仕委員会  合田委員長 

ひろしま避難者の会「アスチカ」からの手紙を披露 

次年度親睦委員会  藤田次年度委員長 

本日例会終了後、委員会を開催します。 

次年度ニコニコ委員会  吉永次年度委員長 

次年度よりニコニコの封筒を新しくします。また、封筒を入れるＢＯＸ

も新しくなります。 

 

登山委員会  本田会員 

洋北山歩隊の夏のイベントを７月１７日（日）に恐羅漢の山荘をベー

スに開催します。案内をＢＯＸに配布しておりますので、多数のご参

加をお待ちしております。 

■本日の例会       ２０１６年７月７日（木）   第２２７６回 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来客紹介 親睦委員会 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

入会式Part１ 

祝寿お祝い 

会員誕生月お祝い 

会長時間 

表彰 

幹事報告 

委員会報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

入会式Part２ 

卓話時間 『就任挨拶』  会長 中山 昌実 会員 

広島北ロータリークラブの皆様へ 

 

私は、６月２１日に、広島信用金庫を退任し、東京の品川にある

｢一般社団法人 しんきん共同ｾﾝﾀｰ｣に６月２３日付けで赴任する

こととなりました。 

この度の退任は、定年でもなかったため、２１日の総会終了ま

で、公表もできず、皆様に事前にお知らせできなかったこと、ま

た、退会のご挨拶も出来なかったことを、心よりお詫び申し上げ

ます。 

転職の話があった時、６０歳からの単身赴任でもあり、随分悩み

ましたが、相手からの強い要請もあり、還暦という区切りの年であ

ったため、思い切って、新しい場所でｽﾀｰﾄする決心をしました。 

大変ありがとうございました。 

終わりにあたって、広島北ロータリークラブの益々のご発展と、会

員の皆様のご健勝・ご多幸をお祈りしまして、退会のご挨拶とさ

せていただきます。本当にありがとうございました。 

本田 裕二

前々回の例会   ２０１６年６月２３日（木）   第２２７４回

会長時間                会 長  山下 正司 

幹事報告                幹 事  上河内裕司 

委員会報告 

同好会報告 
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≪自主出宝≫ 

本田裕二 元会員★ 今月初回の例会では、誕生日と還暦祝い

までして頂き、心苦しく思っております。僅かではございますが

「ニコニコ」に還元させていただきます。ありがとうございました。 

岸本名誉会員★ 会員皆様の元気な顔を拝見しに参りました。 

山下(正)会員･東会員･上河内会員･藤田会員･吉永会員 

本日は、入会予定者の皆様、広島北ＲＣにようこそお越しくださ

いました。ありがとうございます。存分に楽しんで帰ってください。 

そしてまた、入会式でお会いしましょう。 

本年度もあと最終例会を残すのみとなりました。 

山下(正)会員･東会員･上河内会員･藤田会員･吉永会員 

会員の皆様、一年間ご協力を頂き、本当に感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

山坂会員 私の推薦した新会員予定者の藤澤さん、河村さん、

西津さん、古田さん、ようこそ当ｸﾗﾌﾞの例会にお越し頂きました。 

山内会員・久保(豊)会員・中根会員･島本会員 ６/１６ﾛｰﾀﾘｰ情

報委員会のｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞにご参加頂いた皆様ありがとうご

ざいました。特に中川良男会員にはお話を頂戴し、感謝しており

ます。おかげで大変盛り上がりました。 

上河内会員 本日は、退任挨拶をさせていただきます。今年度

大変お世話になりました、ありがとうございました。 

岡部会員 本日、ﾛｰﾀﾘｰ財団常任委員長として退任挨拶をさせ

て頂きます。一年間ありがとうございました。 

杉町会員◇ 本日、退任挨拶をさせて頂きます。一年間有難うご

ざいました。また、お陰様で｢ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ京香｣が１０周年を迎える

事が出来ました。皆様、これからもよろしくお願いいたします。 

中山会員･三保会員･岡部会員･丸本会員･小林(孝)会員 先週、

次年度執行部で伊勢神宮に参拝してきました。一年間無事過ご

せるようにという思いで、執行部一丸となり新年度を迎えたいと思

います。 

炭田会員 山下会長へ。「原対協（広島原爆障害対策協議会）」

の評議員会の為、早退します。この一年間ご苦労様でした。 

 

当日計 38,000 円（内、ｗｅｂ 11,000 円） 累計 1,507,900 円 

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

 

『退任挨拶 Part２』 
 

会長  山下 正司 会員 
先ほども申し上げましたが、あっ！と

言う間の１年が過ぎました。こんな私に

長くお付き合い頂き有難うございまし

た。 

約２年前、会長にとお話を頂いた時に

はどうやって会長職はやっていくんだ

ろう？と毎日が不安でたまらない時を過ごしていました。何をどうする

のが会長なんだろう？具体的な答えなんかどう考えても出てきませ

んでした。 

ロータリーに入会させて頂いてこの約１７年間自分は何をやって来た

のだろう、今まで体験・経験してきた事で何を学んだのだろう、自分

の人生の中で得てきたものを考えてみたとき ぱぁ～っと何か開けて

きたように思いました。 

１番はこの素晴らしいロータリーの仲間と楽しい事をして、皆が笑顔

になれる事。又、一人でも多くの会員に参加してもらえる事、様々な

事業において会員自身が一杯豊かな経験が得られる事を目的とし

て、運営方針を「楽しみながら、実践しよう」とさせて頂きました。 成

果は先ほどまで各理事・役員・各委員長の退任の挨拶の通りで、私

自身は本当に恵まれた楽しい時間を過ごさせて頂きました。あらた

めて お礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 

時間のある限り振り返ってみたいと思います。 

広島北ＲＣの歴史は古く私で４７代が過ぎ後３年で、大きな区切りの

年となる５０周年を迎えます。今まで多くの偉大な先輩たちが築き上

げてきて下さいました、此のクラブのモットーであります「明るく、調和

のとれた、居心地の良い、楽しいクラブ」これはほかのどこにもない、

本当に実践されているクラブとして私たちの誇りです。これから先も

守り続けて行かなければならないと、強く感じております。 

クラブとして何か大きな事業、又は何らかの奉仕事業を実施するに

当たっては、人・物・金どんな困難にも立ち向かって成し遂げるパワ

ーを北ＲＣは持っています。近年若い会員が非常に多く入会されて

きています。少しずつかもしれませんが沢山の経験を積まれ今から

の北ＲＣを担って頂きたいと思います。 

今年度８５名でスタートした会員数も訃報有り、転勤有り等で減少時

期も有りましたが、最終的には８６名の純増１名で終わる事が出来そ

うです。会員増強委員会、又会員各位の頑張りで次年度スタートに

６名増員で大きなお土産を作って引き継ぐ事が出来ます。 

今年度、瀬川さん、古谷さんが亡くなられ寂しい限りでしたが、チャ

ーターメンバーの岸本さんにはお元気で卒業式が出来た事は本当

によかったと思います。 

又、事業とは違いますが、陵北ＲＣとのメークアップフリーの調印が

出来た事も、今後両クラブの益々の友好が深まる良いきっかけにな

るものと確信しております。 

ようやく私から解放される 東副会長・藤田・吉永両副幹事 そして

何と言っても私の右腕として支えて下さいました上河内幹事と事務

局に心より御礼を申し上げます。 

お世話になりました。ありがとうございました。 

 

理事・直前会長  河本 浩一 会員 

直前会長を拝命した河本です。 

当クラブ創立４７周年を縦軸、奉仕の理想を横軸、それが交わる山

下会長のもとで、多くの奉仕活動を通して「楽しみながら、実践し」輝

かしい実績で、１ページを飾ることが出来ましたこと、大慶かつ光栄

に存じます。また会員各位の温かいご支援と友情に改めて御礼を申

し上げて、退任の挨拶とします。１年間有難うございました。 

 

理事・会長エレクト 

中山 昌実 会員 

先輩方が毎年のように違和感を感じ

ながら退任挨拶をされております。こ

の度会長エレクトを退任することになり

ました中山です。会長エレクトの退任

イコール会長就任となりますので、次

年度よろしくお願いいたします。 

 

理事･副会長 

兼会員組織常任委員長 

東  正治 会員 

副会長兼会員組織常任委員会の委

員長を務めさせて頂きました東です。

会員組織常任委員会は「職業分類・

会員増強」「会員選考」「ロータリー情

報」の３つの小委員会があります。 

それぞれの委員会で成果をだして頂いたと思っております。 

粟屋小委員長、山内小委員長には本当に感謝致しております。 

また、副会長としましては、山下会長が例会をはじめ他の事業等に

もほとんど出席されましたので私としては何もしなくて済みました。山

下会長に感謝です。 

会長の仕事を近くで見せて頂いて「会長職は本当に大変だな～」と

の思いを、より一層強く感じるようになりました。 

日々、色々な場面で色々な勉強をさせて頂いております。これからも

宜しくお願い致します。この一年間有難うございました。 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

卓話時間 
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理事･クラブ管理運営常任委員長  

石田 平二 会員 

今年度の方針としまして、「クラブ運営

のマンネリ化防止」「会員相互理解を

深めお互いを高めあう」を掲げて下記

の活動をしてきました。 

 

出席委員会 

・残念ながら１００％出席を達成することができませんでした。 

親睦委員会 

・多くの会員・家族の方に楽しんでいただける催しが出来た。 

プログラム委員会 

・ロータリーの月間テーマに基づくプログラムができた。 

・親睦委員会と共同で日本酒例会を実施した。 

ニコニコ委員会 

・毎回多くの方の出宝を頂いた 

また、今年度は親睦委員会・プログラム委員会という二つの委員会

が合同で事業を企画することが出来たのが良かったと思います。 

 

理事･広報常任委員長 

杉町  孝 会員 
今年度山下正司会長の方針である、

「楽しみながら実践しよう」を基に、会

報・IT 委員会はクラブ内外に向け情

報を発信しました。 

近年ＲＩは、ＲＣはもっとＩＴ化に取り組

むべきと奨励しており、当委員会では、ウエブサイトやソーシャルメ

ディアの活用の促進と、クラブホームページ・マイロータリー・フェイス

ブック・会員フォーラムなどへの基本的なアクセス方法を、卓話の時

間に紹介致しました。 

しかしながら、それらは全会員にはなかなか浸透しにくい結果となっ

ております。新しい取り組みとして、ロータリーの友誌の電子版をスク

リーンで紹介し、また長年の懸案であった資料保存については、会

報の３５年分をデーターベース化出来た事、ＰＲ活動として、初めて

のオリジナルデザイン切手の作成等、楽しみながら実践致しました。 

それらが叶ったのも、下川委員長を始め増田副委員長、深川会員、

中嶋会員、竹内会員、樽本会員、樹野会員という素晴らしいメンバ

ーのお陰と感謝しております。会員の皆様、ご協力、ご支援本当に

有難うございました。 

 

理事・ロータリー財団常任委員長 

岡部 知之 会員 

年度初めに山下会長より、寄付だけ

集めれば良い地味な委員会活動は期

待していないと言われ、事業系ではな

い財団プログラムと米山奨学両委員

会で、Ｔシャツ作成し国際平和マラソ

ンに参加、ネパールへ支援物資を送る事業を実施することになりま

した。また、会員皆様のご理解とご協力のお蔭で、寄付目標も達成

することができました。この場をお借りして御礼申し上げます。心残り

は、グローバル補助金の申請ができなかったことです。ぜひ次年度

財団プログラム委員長に託したいと思います。１年間、佐々木・二井

本両委員長をはじめ、委員会メンバーの皆様ご苦労様でした。 

 

Ｓ.Ａ.Ａ.長  山田 誠一 会員 

ＳＡＡでは、本田・松田両副委員長と

共にＳＡＡを努めさせて頂きました。本

年の目標は、３カ月に１回英語のロー

タリーソングを実施し、例会の秩序維

持は、例会中の私語特に卓話時間、

携帯電話使用については、例会前の

アナウンスが浸透してきているのではないかと思います。途中退席

についてはロータリアンとしてのマナーを守っていただき有難うござ

いました。その他、＄１００万の食事を２回行いポリオプラス基金に充

てました。皆様のご協力に感謝いたします。以上を持ちまして退任

挨拶委と致します。 

 

会計長  山坂 哲郎 会員 
私は一見営業畑に見えますが、私の

簿記１級の力を山下会長・上河内幹

事に認められ会計長を務めさせて頂

きました。あと、決算が残っております

が、最後までしっかりと会計長としての

仕事をさせて頂きたいと思っておりま

す。同級生である山下会長・東副会長

を少しでも支える事が出来た事を嬉しく思っています。１年間有難う

ございました。 

 

理事・幹事  上河内裕司 会員 

本年度、幹事を務めさせていただきま

した、上河内でございます。 

山下会長に幹事をするように言われ、

何をどうしていいか分からないまま、目

の前のことをとにかくこなす事だけで、

一年半が過ぎていったような気がしま

す。年度始めには瀬川会員、古谷会員が続けてなくなられ、本当に

これから一年どうなるのかなと心配していました。山下会長も手術を

された後で、何かあると大変だと、毎週会長の元気な顔を見ては、ほ

っとしていました。 

私が幹事をして、広島北ＲＣがうまく回っていったのかは、はなはだ

疑問ですが、とにかく楽しい運営を心がけてきました。 

理事会では、議題を審議している最中に、何か気になった言葉が出

ると、話がそちらの方にいって脱線して大変盛り上がってしまい、元

に戻すのに苦労し、時間がいつも超過してしまいました。本当に楽し

い愉快な理事会だったとは思いますが、たぶん幹事としては失格で

しょうね。例会の司会では、よく噛んでは笑いをとり、カミカミ河内など

というあだ名までいただきました。これは、全てわざとやってきたこと

なのですが、まるで本当にかんでいるかのように見せるのに苦労しま

した。一部の方には大変喜んでもらえたと思います。 

ただこうして幹事という役をやってみて、わかったことがひとつありま

す。やっぱり私には幹事という役は向いてないということです。 

最後になりましたが、会員の皆様、一年間ご協力ありがとうございま

した、山下会長も私が幹事をしても痩せなかったので目標は達成で

きたのではないかと思います。 

そして、副幹事の藤田会員、吉永会員、色々と助けていただき感謝

申し上げます。皆様、本当にありがとうございました 
 

副幹事  藤田 省蔵 会員 
皆さんこんにちは、本年度副幹事を務

めさせて頂きました、藤田省蔵でござ

います。 

歳はとっていても入会歴の浅い私に

副幹事が務まるのだろうかと心配では

ありましたが、もう一人の副幹事である

吉永さんにいろいろと助けていただいて大変感謝しております。残

念ながらホーム例会１００%達成はできませんでしたが、できるだけ例

会には参加し、また、理事会や各委員会に参加させて頂いたおか

げで非常に勉強になりました。この一年間の皆様のご協力に心より

感謝申し上げ退任の挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

副幹事  吉永 征史 会員 
今年度副幹事をやらせていただきま

した吉永です。 

終わってみればあっという間の一年半

でしたが、最初の頃は戸惑うことも多く

「上河内幹事のお力になれるのだろう
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か？」「山下会長に恥をかかすことはないだろうか？」など日々緊張

の連続でしたが、少しずつ状況にも慣れ、後半は楽しみながらでき

たように思います。 

また、理事会や各委員会に出席させていただいたことで、いろいろ

な仕組みやどのように事業が決まっていくのかなど大変勉強になり

ました。 

今年度もたくさんの事業が行われましたが、私が一番記憶に残って

いる事業は、昨年１２月に行われた「サニーピアクリスマス会」でトナ

カイの着ぐるみを着て、金井サンタと小児がんの子供達の病室を周

ったことです。 

小さな子供達が必死に病気と闘っている姿を目の当たりにした時に

何とも言えない気持ちになりました。プレゼントを渡した時の子供達

のうれしそうな笑顔は今でも忘れることはできません。 

任期満了まであと一週間ありますが、最後まで気を抜く事のない様

「最終例会」の次第はいつも以上に心を込めて作りたいと思います。 

最後に藤田さんとは昨年から、副ＳＡＡ・副幹事と２年続けて一緒に

やらせていただきいろいろとお世話になりました。次年度から離れ離

れになってしまいますが、寂しくなった時には是非、ニコニコへ出宝

していただけたらと思います。 

簡単ではございますが、副幹事退任挨拶とさせていただきます。 

一年間ありがとうございました。 

 

 
【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 「奉仕の理想」 

会長時間 

山下正司会長、最後の

会長時間です 

 

 

 

 

 

 

 

ホームクラブ年間１００％出席達成者表彰 

 

山本忠男会員・炭田正孝会員・杉町 孝会員・上田修史会員・ 

本田善昭会員・吉永征史会員 今年度６名の方が見事ホームク

ラブ例会年間１００％出席を達成されました！ 

 

 
次年度中山会長へ点鐘の引き継ぎです 

 
新会員６名による余興はかなりウケていましたよ(^^) 

藤原克実会員・中川良浩会員・小林直哉会員・樹野敏之会員 

宮本伸久会員・岡田昌樹会員 

 

 

副会長として最後の閉会挨拶

です。 

 

 

 

 

 

その他のお写真はホームページをご覧ください。 

 

 
 

 

前年度会報ＩＴ委員会より・・・一年間ありがとうございました。 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年６月２３日（木） 会員数 ８６名 

出席 ６８名    欠席 １８名 

名誉会員 １名  ゲスト ７名 

６月９日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

入会予定者 

藤澤 信也 様・福永 誠一 様・古田 裕三 様 

河村 唯志 様・川村 敬史 様・西津 真治 様 

ダス．ラリット クマール 君（米山奨学生） 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年６月３０日（木） 会員数 ８６名 

出席 ７９名  欠席  ７名  ゲスト １名 

６月１６日例会出席率  １００％ 

■来客紹介 

ダス．ラリット クマール 君（米山奨学生） 

前回の例会   ２０１６年６月３０日（木）  第２２７５回


