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ロータリーソング  ｢手に手つないで｣ 

来客紹介 親睦委員会 

入会式 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 『退任挨拶Part２』理事役員委員長 

 

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 親睦委員会 

会員誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 『退任挨拶Part１』理事役員委員長 

 

 
左から、菅会員・桑村会員・中根会員・坪内会員・神農会員・杉町会

員・下川会員・浦会員・髙原会員・中山会長 おめでとうございます！ 

（欠席：前 会員） 

 

ご来客の皆さんにはようこそお越し下さいました。時間の許す限り

ごゆっくりおくつろぎください。 

今月は「ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間」です。我がクラブでは今月は最終夜

間例会もあるし充分親睦活動をしていると思っている会員の方もい

らっしゃると思いますが、この「ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動」はﾛｰﾀﾘｱﾝがｸﾗﾌﾞ

の枠を超えた「親睦ｸﾞﾙｰﾌﾟ」（国際ﾛｰﾀﾘｰが承認）に属して世界のﾛ

ｰﾀﾘｱﾝと繋がった親睦活動をおこなう活動です。 

在広であれば広島西ＲＣの同好会「弥山ｸﾗﾌﾞ」のﾒﾝﾊﾞｰはﾛｰﾀﾘｰ活

動ｸﾞﾙｰﾌﾟ（International Fellowship of Wellness and Fittness of 

Rotarian:IFWER）に入会し、宮島において留学生や海外のロータリ

アンを招いて親睦活動を行っています。例えば多打喜会のﾒﾝﾊﾞー も

「International Golf Fellowship」に入会すれば世界のﾛｰﾀﾘｱﾝと繋が

って世界の有名ｺﾞﾙﾌｺｰｽでのﾌﾟﾚｰも可能となるかもしれません。是

非検討してみて下さい。 

今日はいよいよ新現引継協議会が開催されます。私も自然と笑み

がこぼれるようになってきましたが、あと１ケ月気を引き締めてｸﾗﾌﾞ

運営を行いたいと思います。 

 

《理事会報告》 

*後日、議事録をﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞに掲載します。 

《お知らせ》 

*本日、１７時より「かなわ」において新現引継ぎｸﾗﾌﾞ協議会を開催し

ます。 

《BOX配布物》 

*ロータリーの友誌 

*ガバナー月信 

 

ゴルフ同好会 小林直哉会員 

*６月多打喜会で川村敬史会員

が初優勝しました。 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

《お客様出宝》 

広島空港ＲＣ 伊藤 保様（元広島北ＲＣ会員） 

ただいま！ 久しぶりに皆さんの顔を拝見できてうれしく思います。広

島ｴｱﾎﾟー ﾄﾎﾃﾙにも遊びに来てください。 

《自主出宝》 

中山会員･三保会員･岡部会員・丸本会員・小林(孝)会員 

本日より３週に渡り本年度理事役員委員長の退任挨拶となっておりま

す。また、１７時より新現引継ぎクラブ協議会があります。 
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いよいよ中山年度ゴールのテープが見えてきました。頬が緩む今日

この頃です。 
東会員・越智会員 本日、新現引継ｸﾗﾌﾞ協議会が行われます。いよ

いよ次年度が迫ってきました。ﾄﾞｷﾄﾞｷして毎晩遅くまで眠れません。

皆さん、よろしくお願いします。 

山坂会員・山下(正)会員 入会予定者の池久保さんをよろしくお願

い致します。 

中山会員・岡部会員 入会予定者の重田さんをよろしくお願いしま

す。 

山坂会員・越智会員 入会予定者の桑原さんをよろしくお願い致し

ます。 

中根会員 誕生日を祝って頂き、本当にありがとうございます。 

杉町会員 お陰様を持ちまして、今年６４才を迎える事が出来まし

た。世間ではもういい年ですが、ＲＣではまだまだ｢ひよっこ｣です。こ

れからもご指導の程、宜しくお願い致します。 

坪内会員 誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございます。５５才に

なりました。 

菅会員☆ ①７５才、後期高齢者の仲間入り ②入会１０年 ③退

任挨拶 そして、ﾏｽﾀｰｽﾞﾎｯｹｰ ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ広島大会のﾁｪｱﾏﾝとして

頑張ります。 

桑村会員 本日、誕生日のお祝いをして頂きありがとうございました。

これからも仕事に釣りに頑張ります。 

浦会員 誕生日のお祝いありがとうございました。早いもので独身

のまま５０歳を迎えることになりそうです。 

庄子会員 退任挨拶をさせて頂きます。よろしくお願いします。 

藤田会員 親睦委員長の退任挨拶をさせて頂きます。１年間ありが

とうございました。 

竹内会員 本日退任挨拶をさせて頂きます。１年間ありがとうござ

いました。 

山内会員 姉妹ｸﾗﾌﾞ友好委員長の退任挨拶をさせて頂きます。よ

ろしくお願いいたします。 

上河内会員 本日、退任挨拶をいたします。よろしくお願いします、

そして、一年間ご協力ありがとうございました。 

吉永会員 本日退任挨拶をさせていただきます。宜しくお願い致し

ます。 

山坂会員 広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞの佐古ﾍｯﾄﾞｺｰﾁをｶﾑﾊﾞｯｸさせる署名活

動に皆様ご協力よろしくお願いします。又、署名して頂いた皆様あり

がとうございます。 

杉町会員 広島の夏を告げる「とうかさん」に毎年恒例となりました

浴衣会をかなわさんに開きました。またまた美味しい料理と旨いお

酒で楽しい時間を過ごさせて頂きました。 

金井会員 先週の木曜日、ご縁あって那覇北ＲＣの例会に出席して

参りました。偶然にも浜松北ＲＣの方もﾒｰｸｱｯﾌﾟをされており、北が

３ﾛｰﾀﾘｰ集まって、楽しい例会でした。これからも機会があれば

色々な場所を巡っていこうと思います。 

堤会員 妻の誕生日に素敵な花を頂き、ありがとうございます。 

川上会員 遅くなりましたが、先々週、金井 次郎の誕生日にお花

を頂き、有難うございました。私自身、結婚以降、花を「買って」ﾌﾟﾚ

ｾﾞﾝﾄしたことが全くないため、家内は素直に喜び、また複雑そうな面

持ちでありました。 

川村会員★★ 先日行われた多打喜会にて、初優勝をさせていた

だきました。ありがとうございました。しかし、約９ヶ月振りの出場で、

ﾊﾝﾃﾞｨが３６も有ったため、ｸﾞﾛｽ９３の１５ｱﾝﾀﾞｰという、異例のｽｺｱと

なってしまいました。今後は、こまめに参加して、ﾊﾝﾃﾞｨを小刻みに

削って行こうと思います。来月の取り切り戦も頑張ります。 

森会員◇ 多打喜会例会でのｱﾝﾀﾞｰ分です。 

島本会員◇ 先日の多打喜会でﾍﾞｽｸﾞﾛを頂きました。ﾌﾟﾚｰ中、豊年

さんのﾎﾞｰﾙを間違えて打ってしまいました。以後、気をつけます。 

山坂会員◇◇ 嫁さんの準優勝とても嬉しいです。 

岡田(清)会員 ６月多打喜会では、ﾒﾝﾊﾞｰと天候に恵まれましたが、

ｽｺｱｰは今一歩でした。早く１００を切りたいです。 

《未読分》 

神農会員 誕生日のお祝いをありがとうございます。 

原田会員◇ 多打喜会で２ｱﾝﾀﾞｰでした。 

迫会員 所用により早退します。 

ﾆｺﾆｺ委員会一同(吉永会員・森会員・森嶋会員・山下江会員・山村

会員・浦会員)  ついに６月となってしまいました。通常例会も残す

ところあと３回ですが最後まで気を抜かずに頑張ります！ 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

目標２００万円達成まで 

ラストスパートです！ 

ご協力よろしくお願いたします！！ 

 

『退任挨拶 Part１』 

 

 

職業分類会員増強委員長 

山坂哲郎会員 

本年度は会員数９５名を目標にしまし

たが、年度初めに多数の入会があっ

たので、中山会長から１００名を目指

しては？と上方修正がありました。結

果１４名の新会員を迎えましたが、既存会員７名の方がやむを

得ない事情で退会となり、１００名の目標を達成できませんでし

た。この場をお借りしてお詫び申し上げます。ｵｰﾌﾟﾝ例会も実施

しましたが、会員増強に有効なだけでなく、ﾛｰﾀﾘｰの対外広報に

も繋がると思いますので次年度以降も実施頂ければと思います。

皆様、１年間ご協力ありがとうございました。 

 

会員選考委員長  庄子佳良会員 

会員選考委員会は、副委員長に河本

さん、委員に山下正司さんという会長

経験者で構成されておりまして、選考

にあたって、推薦を受けた人が広島

北ＲＣの一員として適格性を備えた方

であることを慎重に審議し、結果を速やかに理事会に報告する

ことが仕事でございました。と申しましても推薦者はそれぞれ素

晴らしい方でございますし、推薦される方を存じ上げないという

こともございまして、一通り目を通しまして、署名するのが仕事で

ございました。今のところご入会いただきました方は、それぞれ

素晴らしい方で、我がｸﾗﾌﾞの将来を担っていただける方であると

確信をしております。今後とも、どうぞよろしくお願いを申し上げ

ます。皆様方には、活発なご推薦をいただき、心から御礼を申し

上げます。ありがとうございました。 

 

ロータリー情報委員長兼クラブ定款細

則委員長 坪内昭吉会員 

本年度、ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会、及びｸﾗ

ﾌﾞ定款・細則委員会の委員長を務め

させていただきました坪内です。 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会では、山内副委員

長を始め、久永委員、上河内委員には大変お世話になりありが

とうございました。 

《職業ニコニコ》 
広川会員★ 安政４年、尾道港都の創業で、今年５月創業１６

０周年を迎える事ができました。歴代社長の中でも最も長い４０

年間を務めましたが、今後はｴﾈﾙｷﾞｰ改革、変動の中でいつま

でやっていけるのか心配です。私の社長就任時は、最も石油

繁栄と発展の時代に好運にも恵まれました。 

当日計 90,000 円  累計 1,848,000 円

卓話時間 
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本日、例会後に開催する入会候補者３名へのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝを含

め、本年度は計１４名に対してﾛｰﾀﾘｰについての説明会を実施

いたしました。また、「ﾛｰﾀﾘｰ 再認識！再発見！」の機会創造

として、卓話時間に久永委員、山内副委員長より、ﾛｰﾀﾘｰの歴

史や歩みについてお話をしていただきました。 

ｸﾗﾌﾞ定款・細則委員会では、昨年開催された規定審議会で採択

された手続要覧に基づき、定款及び細則の見直しを委員会ﾒﾝﾊﾞ

ｰである山内副委員長、中尾・久保（豊）・岡部委員、そして中山

会長ご協力のもと変更案を策定し、先日の臨時総会にて会員の

皆様に説明を行い承認いただきました。両委員会の活動に対し、

ご指導、ご協力賜りました会員の皆様方に心より感謝を申し上

げ退任の挨拶といたします。ありがとうございました。 

 

出席委員長  上田修史会員 

この委員会は、ﾛ-ﾀﾘ-ｸﾗﾌﾞの３大義務

の１つが、出席とされています。 

全会員の皆様に出席の大切さを理解

して頂きたかったのですが、残念なが

ら今年度、連続出席１００％の達成が

できませんでしたが、会員の皆様には、１年間、ご理解とご協力

を頂きまして本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

親睦委員長  藤田省蔵会員 

本来はこの退任挨拶をさせていただ

いている時は委員会事業を全て終え

て、たんたんと挨拶をするのでしょうけ

れども、親睦委員会はまだ今月最後

の事業が残っておりまして、それに向

けた最後の委員会も必要でありますし、まだまだやり終えたとい

う気分にはなっておりません。しかしながら昨年の８月４日の「祝

寿の会」に始まり「新会員歓迎懇親会」、「秋の懇親例会&広島

ﾍﾞｲｸﾙｰｽﾞ」、「ｸﾘｽﾏｽ家族会」、「新年会」、「お花見懇親会」、 

「創立４８周年記念例会並びに夫人同伴懇親会」等例年にも増

して多くの事業をさせていただき、RC の原点である親睦につい

て勉強させていただきました。会員の皆さんはご満足いただけ

ましたでしょうか。 

この一年間の皆様のご協力に心より感謝申し上げ、今月の２９

日にあります「最終夜間例会並びに新会員歓迎懇親会」に多く

の会員の皆様に参加していただくようお願いを申し上げて退任

の挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

ニコニコ委員長 上田修史会員 

この一年間、ﾆｺﾆｺ箱の時間が「楽しい

時間」「楽しみにしてもらえる時間」とな

るようにﾆｺﾆｺ委員会一同、一致団結

し努力して参りましたがいかがだった

でしょうか？発表の仕方についてはﾜﾝ

ﾊﾟﾀｰﾝにならないように委員会ﾒﾝﾊﾞｰが個々に工夫し、時には真

面目に、時には面白おかしく発表させていただきました。出宝に

ついても、皆様にお願いをするからにはまず我々からと、第一例

会をはじめ積極的に出宝させていただきました。 

また、ﾒﾝﾊﾞｰの中には連続出席を途切らせてまで大枚を出宝す

るなど、ﾛｰﾀﾘｱﾝとしてやってはいけないことではありますが、ﾆｺ

ﾆｺ委員会メンバーとしてはｷｯﾁﾘ仕事をしてくださいました。 

とにもかくにもここまで頑張ることが出来たのは、皆様のご協力

は勿論ではありますが、森嶋さんや山下江さんをはじめ素晴ら

しいﾒﾝﾊﾞｰに巡り合え、お互いをたたえ合うことが出来たからだ

と思います。ﾒﾝﾊﾞｰの皆さん、ご協力ありがとうございました。 

最後に私たちはまだやり残していることがあります。 

前人未到の２００万円にはまだ到達していません。 

しかし、ﾆｺﾆｺ委員会事業報告書には「皆様のご協力もあり一年

間の出宝２００万円を達成する事ができた」と書いてしまいまし

た。嘘はつきたくありません！ 

ここまで来たからには最後の最後まで皆様にはご協力していた

だき、最終例会前日に行う予定のﾆｺﾆｺ委員会では派手な打上

げが出来る様に最後まで気を抜かずに頑張りますので宜しくお

願い致します。 

 

会報ＩＴ委員長  越智健剛会員 

皆様、１年間大変お世話になりまし

た。 

 

 

 

 

青少年奉仕委員長兼奨学育英資金特

別委員長  島本章生会員 

★青少年奉仕小委員会 

例年実施される小さな祈りの影絵展の

支援及び同展の in ﾊﾜｲの支援を行い

ました。ＲＹＬＡへは下川会員を含む２

名に出て頂き、社会奉仕委員会が行うｻﾆｰﾋﾟｱﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟを補助

しました。 

★奨学育英資金特別委員会 

創立１５周年及び４５周年事業の支給を行いました。 

４５周年事業は東日本大震災で被災した広島に住む高校生を

対象としたもので、今年３月に支給は終了しましたが、一人に関

して特別規約を加えて、支給を継続しました。 

 

財団プログラム委員長 

上河内裕司会員 

財団への寄付に際しまして、ﾒﾝﾊﾞｰの

皆様のご協力により、お陰さまで、目

標を達成することができました、ありが

とうございました。 

また、今年度は、財団１００周年記念の年ということで、中山会

長から「いい企画をお願いします」と私の顔を見るたびに言われ、

大変ﾌﾟﾚｯｼｬｰを感じていました。「そんなに簡単にいい企画が出

来たら苦労しませんよ！」と心の中で訴えていました。 

しかし、何かしないといけないので、どうしようかと考えていたと

ころ、ひらめいたのが、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ親善野球大会を財団１００周

年記念大会にして、ﾁｬﾘﾃｨｰﾏﾗｿﾝで山下正司元会長がﾃﾞｻﾞｲﾝし

た帽子をかぶって試合が出来たらいいかもと、素晴らしい企画

を思い付きました。ちょうど、公式訪問の時に、ｶﾞﾊﾞﾅｰからも同

様の提案があり、ｶﾞﾊﾞﾅｰ公認なら動きやすいと思いました。 

しかし、ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯実行委員会の方との絡みがないので、なかな

かうまく前に進みませんでした。看板は、まあ「財団１００周年記

念」という文字を入れたらよいのですが、私の思いは、各ｸﾗﾌﾞの

選手に「END POLIO NOW」の赤い帽子をかぶって試合をし

てもらうことですから、帽子の手配もありますし、焦りましたが、

やっと、三週間前に、各ｸﾗﾌﾞの選手に帽子をかぶってもらって試

合をすることが決定しました。その節は、実行委員会の皆様あり

がとうございました。しかし、いざ試合になると、見てる人は帽子

に「END POLIO NOW」という文字が書いてあるのも、小さ

すぎて見えませんし、選手も試合に夢中で、私も含めてですが、

なんの帽子をかぶっているか意識していないようで、POLIO が

ｱﾋﾟｰﾙできたかどうか疑問で、あまりいい企画とはいえなかった

かもしれません。でも、最低限ｶﾞﾊﾞﾅｰの目にはしっかりと焼き付

いたのではないかと私は思っています。 

しかし、やはり一番いいのは、ひろしま国際マラソンに参加する
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ことでしょうか。赤いＴシャツを着て赤い帽子をかぶって、多くの

人たちに混じって走ることで、広島北ＲＣやＰＯＬＩＯなどのよいＰ

Ｒになると思います。是非、次年度もマラソンの企画をお願いし

ます。一年間、ありがとうございました。 

 

米山奨学委員長  菅 雅則会員 

米山奨学会への寄付につきましては

私の説明不足からか難しい面もありま

したが、上河内会員の助けも頂き、目

標は達成できました。会員の皆様に改

めて感謝致します。石田理事始め、委

員会の皆様のご協力、特に武部副委員長には大変お世話にな

りました。次年度、米山奨学委員長として頑張って下さい。 

 

姉妹クラブ友好特別委員長 

山内盛利会員 

本年度２８回目を迎えた京都伏見ＲＣさ

んとの姉妹ｸﾗﾌﾞ提携継続調印式は昨年

９月１５日木曜日に開催しました。 

この調印式は毎年交互の地で行ってお

りますが、最初の提携調印式は１９９０年（平成２年）４月、京都

にて行われました。故に２回目以降の偶数回での調印式は広島

にて開催されており、２８回目の調印式は広島で行ったという次

第です。偶然ではありますが、平成年度と調印式回数の数字が

一致しており、平成２９年の今年行われる調印式は２９回目とな

りますので、覚えるには便利かなと思います。 

昨年９月の調印式後のｴｸｽｶｰｼｮﾝは、路面電車で市内遊覧をす

るという試みを行いました。京都伏見の皆様に懐かしの電車に

乗って頂くという趣旨で、旧京都市電の車両を貸切運行したの

が良かったかなと思います。 

また、平和公園・原爆ﾄﾞｰﾑ見学という広島観光のﾒﾆｭｰとしては

当たり前過ぎる企画としましたが、意外にも初めて訪問する方も

結構いらっしゃり、返って新鮮で良かったのかなと思います。 

この度のｲﾍﾞﾝﾄでの一つの特徴は、たまたま翌１６日金曜日が

京都伏見さんの例会休会日となり、その日の夜有志の方々に

広島に残って頂いて懇親を深める企画が出来た、また翌日はｺﾞ

ﾙﾌもご一緒することが出来たということです。 

京都伏見さんとは野球同好会を通しての交流もしていますが、

この様に会員ﾚﾍﾞﾙで親睦を深めることが出来ているというのが

大きな特徴です。今後もこの様な交流が末永く続きますことを願

いつつ、またそれに向けて会員皆様のご理解とご協力をお願い

して私の退任挨拶をさせて頂きます。有り難うございました。 

 

副Ｓ.Ａ.Ａ. 竹内 剛会員 

一年間久保豊年ＳＡＡ長のもと副ＳＡ

Ａを務めさせて頂きました。今年度は

ＳＡＡの本来の職務に徹するとの方針

で、例会運営にはﾀｯﾁせず会場監督

をさせていただきました。 

後半はあまり出していませんが、「ＳＡＡからの招待状」を作りﾆｺ

ﾆｺへの出宝をお願いしました。少しはﾆｺﾆｺ委員会の役にたった

のではないかと思います。 

また理事会に参加させていただいたことは大変勉強になりまし

た。事業の進め方がよくわかり、今後のﾛｰﾀﾘｰ活動に活かして

いきたいと思います。 

傍からは何もしてないように見えたかもしれませんが、大変勉強

になった一年間 でした。 

 

 

 

会計長 兼 がん予防推進委員長 

水野  勝 会員 

会計長として例会毎に伝票や稟議書

のチェックを行い、予算の執行状況を

把握しました。会計の知識、経験のな

い私が会計長を務められるか心配で

したが、皆様に助けられて何とか無事に務められそうです。まだ

これから決算報告が残っております。 

がん予防推進特別委員会では地区からのがん予防ｱﾝｹｰﾄに協

力し、その結果を委員会報告しました。また７名の医師会員に

卓話をしていただきました。岩森会員には「がん予防総説」、炭

田会員「おなかのがん」、原田会員「前立腺がん」、高原会員「が

んと生活習慣病」、槙殿会員「腎腫瘍」、山村会員「加齢黄斑症、

緑内障について」、私水野が「皮膚良性腫瘍、悪性腫瘍」です。

委員会委員の皆様にはご協力いただきありがとうございました。

会員の皆様のがん予防について少しでもお役にたっていれば幸

いでございます。 

 

６月８日（木）、「かなわ」において新現引継クラブ協議会が開催

されました。 

 

 

 

新現引継クラブ協議会 

■出席報告 出席委員会 

２０１７年６月８日（木） 会員数 ９０名 

出席 ７３名  欠席 １７名 

来客  ３名  ゲスト  ３名 

５月１８日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

伊藤  保 様（広島空港） 

佐藤 悟朗 様（広島） 

菅  泰晶 様（広島陵北） 

池久保典也 様（入会予定ゲスト） 

桑原 一通 様（入会予定ゲスト） 

重田 雄三 様（入会予定ゲスト） 

■次回例会  ２０１７年６月２２日（木） 

卓話：退任挨拶 Part３ 正副会長幹事 

食事：洋食 


