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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 

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 『就任挨拶』正副会長幹事 

 

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 ニコニコ委員会 

卓話時間 『退任挨拶』正副会長幹事 

 

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。 

先週６月１２日アトランタに於いて国際大会が開催されました。基調

講演はロータリーと共にポリオ撲滅活動をされているビル・ゲイツ氏

でした。ビル・ゲイツ氏は講演の中で２２，０００人の観衆に向け「ポリ

オ症例をゼロにするために努力を続けなければならないと訴え、全

世界でこの麻痺疾患を撲滅するため、革新的かつ先見的な役割を

果たしてきたロータリーに感謝する。」と述べられ、また「ポリオ撲滅

は私が最も多くの時間を費やしていることであり、毎日、新しい発症

例があるかどうかをメールでチェックしています。私は、この大きな

活動の一部であることを誇りに、そして光栄に思います」と述べられ

ています。この詳細はWEB上において確認いただければと思いま

す。 

例会も本日と２９日の最終夜間例会を残すのみとなりました。 

あと少しですが、手を抜かず頑張りたいと思っていますので、引き続

きご協力をお願いいたします。 

 

《お知らせ》 

次週２９日（木）は「最終例会並びに新会員歓迎懇親会」を開催します。

昼の例会を夜に変更し、開催しますので、お間違えのないようお願

いいたします。 

《ＢＯＸ配布物》 

*7月例会予定表 

 
親睦委員会  樽本副委員長 

*次週２９日（木）最終例会並びに新会員歓迎懇親会のご案内 

*例会終了後、親睦委員会を開催します。 

会報ＩＴ委員会 

樹野会員 

*ロータリーの友誌６

月号紹介 

P２５ 「１０年後のロ

ータリーは？」 

P２７ 「マラソンでポリ

オ撲滅をアピール」 

当クラブが１１月３日

のひろしま国際平和

マラソンに「ポリオ撲

滅」を掲げて３５人で

参加した記事が掲載。 

 

 

 

*先週、ﾎﾞｯｸｽに次年度地区大会のプログラムをお配りし、仮登録

のお願いをしましたが、まだ未回答の方は回覧する用紙に本会議

の出欠をご記入下さい。 

 

《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 

本日の卓話は正副会長幹事の退任挨拶です。３０分では語りつくせま

せん。どうかお楽しみください。 

丸本会員◆ 私事ですが、昨日まで本社ﾆｭｰﾖｰｸで行われた表彰式に

参加させて頂きましたが、その間、執行部にご迷惑をお掛けしましたの

で、出宝します。ちなみに社員数約４７００人中、表彰者は１８７人でし

た。 

新谷会員★ 新しい家族が増えました。第四子にて待望の男の子が生

まれました。子供が成人するまであと２０年頑張って働きます。 

越智会員 昨日、娘が２０才の誕生日を迎えました。ﾛｰﾀﾘｰ入会時に小

学生だった娘も大学生になり、ﾗｸﾛｽに熱中しています。そんな日に私

は東京からの帰りの新幹線で６時間も缶詰になりました。娘の不幸をす

べて引き受けました！ 

土井会員 先月ついに四国八十八寺を廻り終わりました。４年近い月日

を要しました。いよいよ高野山です。 

前々回の例会   2017 年６月22 日(木)  第2318 回 

会長時間           会長  中山 昌実 

幹事報告         幹事  岡部 知之 

委員会報告 

次年度幹事報告   次年度幹事  越智 健剛 

ニコニコ箱        発表者：浦 会員 

本日の例会
2017 年７月６日（木） 

第2320 回 
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越智会員・森会員 日曜日にﾏｽﾀｰｽﾞ甲子園広島大会が行われ、広

商ＯＢﾁｰﾑは西農ＯＢﾁｰﾑを破り、優勝しました。残念ながら今年は

甲子園大会はありませんが、副賞として来年の大会運営の仕事を

頂きました。森君、来年の試合には出なくていいので運営を手伝っ

てください。 

炭田会員 ｢原対協（広島原爆障害対策協議会）｣の評議委員会の

為、早退します。中山会長、この一年間ご苦労様でした。 

山下江会員 仕事があり、早退します。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

『正副会長幹事退任挨拶』 
 

会長  中山 昌実 会員 

いよいよこの日がやってきました。

丁度３年前の今ごろ、会長に指

名されたら受けるかどうか打診さ

れ、ロータリーには「Ｙｅｓ」か「は

い」しかないことを入会以来叩き

込まれた私は、煮え切らない感じ

で「えっ、はー、はい」と答えたように思います。 

それから１２月の総会を控えた１ヶ月前になっても正式なオファ

ーがなく「やった、これは候補者からもれた、しめしめ」と思って

おりましたが、１１月２０日頃正式にオファーがあり、覚悟を決め

ました。それからは折角だから楽しんで会長を務めようと思った

のを覚えています。 

本年度の方針を「ロータリー 再認識！再発見！」として本年度

をスタートしました。これはクラブの創立５０周年を２年後に控え

ていることから、創立から現在までのクラブの歴史と先輩方の思

いを再認識し、ロータリーの良いところを再発見して、ベテラン会

員から近年入会会員までがベクトルを合わせて次の５０年に向

かっていく礎の年、即ち棚卸しの年と位置づけました。この方針

に基づき各委員会において様々の事業や卓話の時間を設けて

頂き感謝いたします。 

クラブの歴史におきましてはロータリー情報委員会においてクラ

ブの歴史の一覧表を作成し、久永会員・山内会員より卓話をい

ただき、中川会員からは創立時の時代背景やチャーターナイト

の雰囲気等写真や文章では分からない話を聞くことができ、貴

重な資料も見せていただきました。 

奉仕活動の歴史につきましては奉仕プロジェクト委員会に過去

の主だった奉仕事業について卓話にて２回紹介をいただきまし

た。意義ある業績賞を３回受賞しており、素晴らしい奉仕事業を

おこなっていたことを再認識いたしました。 

物の棚卸しとしましては「ＳＡＡﾏﾆｭｱﾙ」と「例会備品台帳」をＳＡ

Ａにより作成いただきました。「会員職業紹介」の更新とﾃﾞｼﾞﾀﾙ

化に関しましては計画のみで終わってしまい、残念に思います。 

組織の棚卸しは昨年の規定審議会を受けまして、ｸﾗﾌﾞ定款・細

則委員会を立ち上げ、ｸﾗﾌﾞ定款の修正と定款細則・内規・会長ｴ

ﾚｸﾄ推薦委員会規約の改訂、会長会規約の作成を無事年度内

におこなうことが出来ました。また、奨学育英資金規約も見直し

ました。 

ﾍﾞﾃﾗﾝ会員と近年入会会員との親睦につきましては親睦委員会

による「祝寿の会」「新年会」「お花見会」と例年にない懇親会を

開催いただき、ﾍﾞﾃﾗﾝ会員の方々のﾛｰﾀﾘｰに対する思いや、過

去の奉仕事業の苦労話等聞くことが出来ました。 

また、本年度はｶﾞﾊﾞﾅｰより、財団１００周年にあたる年であるの

で何か記念事業を、そしてガン予防についての事業のﾘｸｴｽﾄが

ありました。 

財団１００周年事業はＲ財団委員会による平和ﾏﾗｿﾝに参加して

のＥｎｄＰｏｌｉｏＮｏｗｱﾋﾟｰﾙとｶﾞﾊﾞﾅｰ杯野球大会を財団１００周年

記念大会として選手全員がロゴ入り帽子をかぶって試合に臨み

ました。 

ガン予防につきましては特別委員会を設置し会員であるドクタ

ー７名によりガン予防に関する卓話をいただきました。 

会員増強につきましては山坂委員長との話で急遽当初の会員

目標９５名から１００名を目指すこととして目標を上方修正いたし

ました。年初８６名で１４名の新会員に入会いただき、退会者が

いなければ１００名達成となりましたが、残念ながら８名の退会

により目標達成とはいきませんでしたが、純増６名はよい結果だ

と思います。 

奉仕事業におきましてもｻﾆｰﾋﾟｱ、祈りの影絵等継続事業や補

助金新規事業、新規国際奉仕に向けﾈﾊﾟｰﾙへ調査に行って頂

きました。 

姉妹ｸﾗﾌﾞは本年は京都より広島に来て頂き、原爆慰霊碑への

献花は忘れることの出来ない思い出となりました。 

この１年、この時間では語り尽くせないほどの楽しい出来事があ

り、当初の思い通り、楽しんで会長としての役割を果たすことが

出来ました。 

今年度は理事・役員・各委員長をはじめ会員の皆様には棚卸し

という面白くないことをお引き受け頂き、ご協力頂きましたことに

感謝いたします。おかげさまである程度の棚卸しは出来たので

はないかと自負しております。 

また、三保副会長、丸本副幹事、小林副幹事そして誰よりも頼り

としました岡部幹事には大変お世話になりました。深く感謝いた

します。 

最後に、広島北ＲＣが「明るく、調和のとれた、居心地の良い、

楽しいクラブ」として発展していくことを祈念いたします。 

１年間ありがとうございました。 

 

副会長  三保 二郎 会員 

本年一年間、副会長として会長

幹事を補佐し、会の運営をスムー

ズにしようと思っておりましたが、

優秀な会長と幹事であった為に

何もする事が出来ず、ただただ閉

会の挨拶を言うだけに留まりまし

た。会長、幹事の運営に助けられ会の運営がスムーズに進み

感謝しています。そして会員の皆さんの協力のお蔭で無事に中

身のある中山年度を終わる事が出来ました。一年間ありがとう

ございました。 

 

幹事 岡部 知之 会員 

臨時総会で幹事を指名されてか

ら約 2 年。 
幹事承認挨拶の際にも申しました

が、２０１３年に女房が亡くなった

時、私にとって誰よりも一番心の

支えとなってくれたｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞｰのみ

なさんの友情なしには今の私は無かったと。寂しさを紛らわすこ

とができた、つらさを乗り越えることができた。みなさんとのご縁

とご恩に対し、少しでもお返しできるよう精一杯全力投球で務め

る所存で受けさせていただきました。そしてやっと今日この日が

やってきました。 

《職業ニコニコ》 
杉町会員 皆様のお陰を持ちまして、パティスリー京香も１１周

年を迎える事が出来ました。これからも宜しくお願い致します。 

当日計 27,000 円  累計 1,927,000 円

卓話時間 
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この２年間、もしかしたらいろんなものを犠牲にしてきたかもしれ

ない。時間、お金、仕事、社員、娘・・・。広島北ＲＣを最愛の恋人

のつもりで過ごしてきました。もしかしたら 7 月以降、幹事ロスで

一気に覇気を無くしてしまいそうです・・・。 

それはさて置き、理事役員委員長のみなさまをはじめ、多くの会

員のみなさま、いろいろとご理解ご協力ありがとうございました。 

クラブ管理運営杉町理事と藤田親睦委員長、いつもより盛りだく

さんの懇親会設営ありがとうございます。藤田委員長の常に安

定したそしていつも事業に追われた憂鬱な表情を忘れません。 

松田プログラム委員長、杉町理事と本田副委員長をトリオにし

たお蔭で、とても楽しい委員会と毎回頭のことで盛り上がるカラ

オケ大会設営ありがとうございました。吉永ニコニコ委員長、い

つも尺の長いコメントありがとうございました。上田出席委員長、

１００％途切れさせた張本人は大枚出宝ありましたが、出席委

員長はありませんでした。今なら出宝間に合います。 

公共イメージ粟屋理事、呉での委員会初顔あわせ、屋台で眠り

込んだ粟屋さんの姿を思い出します。奉仕プロジェクト合田理事

と久保雅史国際奉仕副委員長、ネパール視察ご苦労様でした。

きっと次年度以降実を結ぶと思います。 

石井社会奉仕委員長、地区補助金とデイキャンプ、素早い設営

ありがとうございました。 

島本青少年奉仕&奨学育英資金委員長、卓話でたっぷりと発表

の時間が設けられず申し訳ありませんでした。 

ﾛｰﾀﾘｰ財団石田理事、いつもナイスなアドバイスありがとうござ

いました。 

上河内財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長、新現引継ぎクラブ協議会では無茶

ぶり失礼しました。いつまでも根に持たないでください。 

菅米山奨学委員長、寄付集め大変でしたがありがとうございま

した。 

山内姉妹クラブ友好委員長、伏見対応早くから準備していただ

き大成功でした。 

水野がん予防推進委員長、突然の委員会設置にも拘らずご協

力ありがとうございました。 

山坂職業分類会員増強委員長、たくさんの入会者推薦本当に

ありがとうございました。１００名達成できず残念です。 

坪内ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長&ｸﾗﾌﾞ定款細則委員長、大変面倒な重

たい仕事ご苦労さまでした。助かりました。 

久保豊年Ｓ.Ａ.Ａ.長、高みの見物、ではなく監督ありがとうござい

ました。 

東次年度会長、越智次年度幹事、幹事明けの私にﾛｰﾀﾘｰ情報

委員長・５０周年準備副委員長・公共ｲﾒｰｼﾞ平委員と、幹事明け

の私を酷使していただきありがとうございます。因果応報という

言葉をお送りします。 

そして最後になりましたが執行部のみなさんには大変お世話に

なりました。 

毎週月曜日は私から執行部と事務局に予定をﾒｰﾙするのが習

慣でした。事細かく書いていても、当日委員会は何時だったか

質問する副幹事には、開いた口がふさがりませんでした。 

中山会長、想いがこの１年でどれだけ実現できたでしょうか？ 

ｸﾗﾌﾞのことは何もかもご存じで、何を質問しても的確に答えてい

ただく誰よりも頼もしい会長、夜はおなかとの相談をしながらｲﾏ

ｲﾁ頼りない会長、私をウソでも信頼していただき本当にありがと

うございました。 

三保副会長、いろいろと我慢の１年だったと思います。次年度も

我慢し続けてください。 

丸本副幹事、ｵﾚを指名しないで誰を指名するんという貴重な言

葉を鵜呑みにした私がﾊﾞｶでした。後半はすっかりｴｱ副幹事状

態。大丈夫、想定内です。ありがとう。 

小林副幹事、入会３年目で何もわからず、また広島と福岡の二

重生活で心配していました。間違いなく私は苦労して頭がすっか

り薄くなる 1 年になる予定が、小林副幹事を指名したおかげでフ

ッサフサになりました。また、ゴルフを始めて猿並みに熱中し、

大して好きではなかった私をいろんな手を使って誘い出してくれ

ました。でも差ほど上達しないあなたを見て毎回安心しています。

ありがとう。 

この２年間を思い出しながら想像してみました。まずあってはな

らないことではありますが、もし万が一もう一回、もう一回、幹事

に任命されることがあったら、次こそは誰を副幹事にしようかと。

きっとこの楽しい二人を指名してしまうでしょう。 

私の座右の銘 面白きことのなき世を面白く 

おもしろかった２年間、そしてこの１年何とか無事幹事を務めさ

せていただきありがとうございました！ 

 

副幹事  丸本 佳生 会員 

今年度副幹事を務めさせて頂き

ました丸本でございます。 

入会９年目で副幹事という事で執

行部に携わり、被選理事会から

今日まで一年間本当早かったで

す。理事会を始め、各委員会や

合同幹事会等の参加、議事録やシナリオ作成と、今まで国際奉

仕や職業奉仕委員長等を経験してきましたが、執行部は、各委

員長とは異なり、舵取り役としてやるべき事が多く、クラブ運営

の大変さを痛感しました。執行部として１年間運営側の様々な

仕組みが勉強になりました。 

中山会長年度を最高な年度にするために、岡部幹事を手伝うイ

メージで、執行部に入ったものの負担を増やす形となったり、ま

た入会歴の浅い小林副幹事に、私の出来ない事をやってもらう

イメージでしたが、反対に私よりよく動いて色々助けてもらった

形になり感謝しております。仕事柄出張も多く、副SAA岡田会員、

竹内会員のお二人にも負担をお掛けし感謝しております。 

最後に、この一年間、皆様のご協力を賜り心から感謝申し上げ

ます。一年間ありがとうございました。 

 

副幹事 小林 孝憲 会員 

新年度が始まる準備期間中に執

行部全員が怪我や病魔に侵され

るﾊﾌﾟﾆﾝｸﾞが有り、本当に大丈夫

かなぁ～と思っておりました。三

保副会長の咄嗟の機転により、

伊勢神宮参拝を今年度始まる前

の６月に行い、それからは順風満帆に中山丸は航海出来ました。

中山会長、三保副会長、岡部幹事にはﾛｰﾀﾘｰのことを色々と深

く教えて頂き、そして丸本副幹事にはｺﾞﾙﾌを教えて頂き、この１

年間充実したﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを送ることが出来ました。若輩者の僕

からしては副幹事の仕事は思った以上に大変でしたが、二回り

身体が一回り心も成長することが出来たように思えます。このよ

うな機会を作って頂きました諸先輩方に感謝するとともに退任の

挨拶とさせて頂きます。１年間有難うございました。 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１７年６月２２日（木） 会員数 ９３名 

出席 ７６名  欠席 １７名 

来客  ２名  ゲスト １名 

６月８日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

久保 弘睦 様（広島陵北） 

中尾 文治 様（広島陵北） 

オトゴントール・テルメン君（米山奨学生） 
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【2016-2017 年度最終例会&新会員歓迎懇親会】 

■例会 

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 

委員会報告 

ホームクラブ年間１００％出席者表彰 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

■新会員歓迎懇親会 

開会挨拶 

現・新理事役員紹介 

点鐘引き継ぎ式 

乾杯挨拶 

懇談 

新会員による余興 

閉会挨拶 

 

本年度最後の例会、そして最後の会長時間となりました。しかし

ながら来週には決算理事会を開催し、再来週会計報告をおこな

い、私の年度の全てが終了いたします。それまでは気を引き締

めていきたいと思います。この後の懇親会では新会員による出

し物もあり、毎年のことですが楽しみにしております。今日は少

し飲んじぁおうと思っています。 

本年度は執行部・理事役員の皆様、そして会員の皆様には多く

のお言葉とご協力を頂き感謝いたします。おかげさまで無事帰

港いたしました。ありがとうございます。 

次年度東丸は明後日多くの希望を携えて出港いたします。来年

のこの時には沢山の成果を積んで帰港されますことを祈念いた

しまして最後の会長時間を終わります。 

 
次年度プログラム委員会  濱本委員長 

*次年度の就任挨拶について 

次年度 S.A.A より  畑 S.A.A 長 

*次年度ｸｰﾙﾋﾞｽﾞについて 期間７月から１０月末まで 

 

 
藤田会員・東会員・本田会員・上河内会員・炭田会員・杉町会員 

佐々木会員・樹野会員・岡部幹事・中山会長 以上１０名の方が

今年度ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ年間１００%を達成されました。 

 
岩森 茂会員が６月末付けで当クラブを退会されることとなりま

した。３２年に亘り、当クラブの為にご尽力いただきましたこと深

く感謝申し上げます。 

なお、岩森会員には７月１日より当クラブの名誉会員となってい

ただくことを承知して頂きました。お身体をくれぐれも大切にお元

気でお過ごし下さい。ありがとうございました。 

  

中山会長より退会記念品と、東次年度会長より名誉会員のﾊﾞｯ

ｼﾞをそれぞれ贈りました。 

 

《自主出宝》 

岩森会員★★ ２００６～０７年度ｶﾞﾊﾞﾅｰを拝命し、その後はﾊﾟｽﾄｶﾞ

ﾊﾞﾅｰとして今日までお世話になりました。７月から名誉会員として頂

きました。ありがとうございました。 

中山会員･三保会員･岡部会員・丸本会員・小林(孝)会員 

明日で中山年度が終了です。一年間ご協力有難うございました。 

東年度が、より一層素晴らしい一年となることを祈念するとともに、

我々でできることがあれば何でも協力いたします。何より来週から

会長時間が楽しみです。次年度執行部の皆様、頑張ってください。 

親睦委員会ﾒﾝﾊﾞｰ一同(杉町会員･吉永会員・藤田会員・樽本会員・ 

土井会員･山田会員･武部会員・秋山会員・小林(直)会員・中川良浩 

会員･福永会員・藤澤会員・古田会員・河村会員・川村会員・新谷会 

員・堤会員・川上会員･柴崎会員･荒本会員・池久保会員・桑原会

員・重田会員) 会員の皆様、一年間親睦事業に絶大なるご理解と

ご協力を頂き本当にありがとうございました。皆様のお陰様で１年を

通じて素晴らしい親睦事業ができたことに感謝いたします。 

今夜が最後の事業ですが親睦委員会ﾒﾝﾊﾞｰ一同心を込めて運営し

て参ります。とくに新会員が頑張って準備した出し物をお楽しみ頂

けたら幸いです。  

福永会員・藤澤会員・古田会員・河村会員・川村会員・新谷会員・堤

会員・川上会員･柴崎会員･荒本会員・池久保会員・桑原会員・重田

会員 一年間ありがとうございました。出し物がんばりますので、温

かい目で見守ってください。 

久保(豊)会員 ＳＡＡからの招待状を１年間快くご協力頂きありがと

うございました。 

上田会員 本年度ｸﾗﾌﾞの１００％出席が達成できなかったこと、反

省しています。 

岡部会員 みなさんに毎年度初めにお渡しするﾛｰﾀﾘｰ会員証には、

幹事の署名があります。明日まで有効な私のｻｲﾝ入り会員証をご

覧になられたことはありますか？ﾛｰﾏ字のｵｰを崩して、ﾊｰﾄを書い

ています。会員皆さまにﾊｰﾄを送っていたのですが、誰も気づいてく

れないので、ﾆｺﾆｺしました。 

佐々木会員 ﾎｰﾑ例会１００%を達成する事が出来ました。副幹事以

来２度目です。今後も１００%出席を目指せるよう努めて参ります。 

樹野会員 お陰様で目標としていたﾎｰﾑ例会１００％出席を達成す

ることができました。今後も出来る限り継続していきます。 

山坂会員・山下(正)会員・中山会員・東会員・藤原会員・岡部会員・

武部会員・山内会員・小林(孝)会員・杉町会員・越智会員・宮本会

員・金井会員・坪内会員・森会員・吉永会員・庄子会員・河村会員 

甲子園野球大会で大勝しました。 

金井会員 とうとう野球同好会甲子園にて公式ﾃﾞﾋﾞｭｰ致しました。２

の１と５割でまずまずだったと思います。中軸となれるようこれから

もがんばります。 

粟屋会員・山内会員・岡田(昌)会員・竹内会員・合田会員 広島学

院ＯＢ会中国支部設立祝賀会を６/１７当ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島にて開

催致しました。広島経済ﾚﾎﾟｰﾄにも記事を掲載頂きました。ｸﾗﾌﾞﾝｳﾞｨ

ｱの皆様、ありがとうございました。 

中根会員 いつもの席が空いていないのでﾆｺﾆｺの席に座ったら｢ｼｮ

前回の例会   2017 年６月 29 日(木) 第 2319 回

会長時間         会長  中山 昌実 

委員会報告 

ホームクラブ年間 100％出席者表彰 

退会報告 

ニコニコ箱        発表者：吉永委員長 
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ﾊﾞ代｣が必要と言われたので、出宝させていただきます。 

中川良男会員 ＳＡＡの皆様一年間ご苦労様でした。 

庄子会員 一年間有難うございました。時の経つのは早いですね。 

杉町会員★◇ 先日、執行部とのｶﾗｵｹ対抗戦で完敗でした。お約

束通り気持ちよく出宝致します。 

松田会員★◇ プログラム委員長より今期１年色々お世話になりま

した。執行部と委員会でのｶﾗｵｹ勝負負けました～ お約束通りﾆｺﾆ

ｺ出宝させて頂きます。 

中山会員･三保会員･岡部会員・丸本会員・小林(孝)会員 

先週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会後、恒例の委員会対執行部のｶﾗｵｹ対決。小

林副幹事のお蔭で負けました。約束通り１人３枚ずつ出宝します。 

本田会員 執行部と委員会でのｶﾗｵｹ勝負負けました～。お約束通

りﾆｺﾆｺ出宝させて頂きます。 

山内会員 目標額まであと少しという情報を受けて、また、吉永委

員長率いるﾆｺﾆｺ委員会の一年間の功績に経緯を表して、僕も協力

します。 

鈴木会員 吉永ﾆｺﾆｺ委員長、委員の皆様、目標達成おめでとうご

ざいます。 

合田会員 吉永さん、とうとう最終例会になりましたね！ﾆｺﾆｺ、目標

の２００万円達成、おめでとうございます！心より敬意を表します。 

上河内会員 吉永委員長をはじめﾆｺﾆｺ委員会の皆様、２００万円

突破おめでとうございます。 

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) 一年間ﾆｺﾆｺ委員会の活動にご協力頂きありがとう

ございました。お陰様で毎週例会を楽しむことができ、とても充実し

た一年となりした。今日でこのﾒﾝﾊﾞｰが解散するのが寂しいです。 

迫会員★★★ この度は父の葬儀に際し、お花のお供ならびにご

香典を頂きまして誠に有難うございました。また通夜から告別式の

受付のお手伝いなど並々ならぬご高配を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 

◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

皆様、一年間ご協力ありがとう

ございました！ 

 

 

 

 

 
今年度中山会長より次年

度東会長に点鐘の引継

ぎが行われました。 

 

笑顔の中山会長と緊張

の面持ちの東次年度会

長。。。 

 

 

 
中山会長個人より 

副幹事 小林孝憲会員・

会報ＩＴ委員 樹野敏之会

員・ﾆｺﾆｺ委員長 吉永征

史会員・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長

松田宜久会員（代理：本

田会員）にＭＶＰが贈ら

れました。 

おめでとうございます。 

 

  

開会挨拶  杉町理事       乾杯ご発声 岡部幹事 

 
新会員１３名による出し物♪ 

    
    仕切りは古田会員         閉会挨拶 三保副会長 

 

 
一年間ご協力ありがとうございました。  

２０１６－１７年度会報ＩＴ委員会 

《職業ニコニコ》 

岡田(清)会員 ６月２３日付けで常務取締役に昇進いたしまし

た。これからも精進して参りますので、よろしくお願い致します。 

小林(直)会員 お中元の季節です。他県の大事な方への贈り

物は是非とも広島のお好み焼きをお贈り下さい。当社エムズで

心を込めて一枚一枚手焼きの冷凍お好み焼きを準備しており

ます。 

下川会員 ７/３に税理士法人に法人成する運びとなりました。

これも会員皆様のご指導のお陰様と感謝しています。今後も頑

張って職務を通して地域社会に貢献できる様努力して参ります

ので、ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。 

中川良男会員・中川良浩会員 ６/２５(日)に行われた全国ﾏﾏさ

んｺﾗｽ広島県大会で、私の妻(母)が指導・指揮するﾏﾏさんｺｰﾗ

ｽの「ｺｰﾗｽりんどう」と「ｺｰﾗｽ ｱﾝﾀﾞﾝﾃ」が二つともひまわり賞を

取りました。 

中川良男会員 荒本徹哉さん、広島経済ﾚﾎﾟｰﾄの６/２９号によ

ると、広島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰは３階のﾊﾞｽｾﾝﾀｰを、一味異なる洗礼され

た高級感のあるﾌｰﾄﾞﾎｰﾙにﾘﾆｭｰｱﾙを企画されています。ご発

展をお祈りします。 

中川良男会員 下川信宏さん、社名を｢下川･柏信税理士法人｣

に改名されました。おめでとうございます。 

当日計 202,000 円 累計 ２,129,000 円

点鐘引き継ぎ式 

会員ＭＶＰ発表 

■出席報告 出席委員会 

２０１７年６月２９日（木） 会員数 ９３名 

出席 ８３名  欠席 １０名 

ゲスト １名 

６月１５日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

オトゴントール・テルメン君（米山奨学生） 


