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＜本年度会長テーマ＞ 『 原 点 回 帰 』

広島安佐ロータリークラブ

2018年6月7日(木）第890回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢理事・委員長退任挨拶｣

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいと思います。

さて、今年度 後の一か月となりました。 後

のひと月を楽しく、私自身反省もしながら活動

したいと思っております。

今月は親睦活動月間ですが、全員での親睦は

終夜間例会がございますが、会員の皆さんそ

れぞれでも、懇親会等をしていただき、今年度

の事とか来年に向けての意見等、建設的な話を

されながら楽しい場を設けていただきたいと思

います。

特に来年度からは、青少年と就労支援施設に

対してRCとして何が出来るか考えてみたいと思

っておりますので、皆さんのご意見も宜しくお

願い致します。

後になりましたが、 終夜間例会が盛り上

げるよう、親睦委員会の皆さんと会員の皆さん

に宜しくお願いいたしまして、会長時間といた

します。

社会奉仕担当 三宅恭次

ロータリークラブは職業人として地域社会に貢

献する、その中心に位置づけられているのが奉

仕活動です。

それは第一標語である「超我の奉仕」であ

り、「 もよく奉仕するものは も多く報いら

れる」に原則が掲げられており、これに基づい

て具体的な奉仕活動を行っている。

八條年度においては、

2017年9月21日：JA広島総合病院の藤本佳史先生

によるゲスト卓話「すい臓がん」について、早

期発見が難しいと言われる「すい臓がん」につ

いてわかりやすく解説して頂いた。これは田原

榮一ガバナー年度に提唱された「がん予防の普

及推進」の一環として行いました。

11月19日：当クラブの山本拓治会員の提唱に

よって支援した、土砂災害被災地の子供たちを

元気づけるサッカー大会「サッカーチャレンジ

マッチ」の支援。

2018年1月21日：都道府県対抗男子駅伝の広島県

チームの応援。

2月21日：崇徳高校における「がん講演会」、

昨年に続いて広島中央ロータリークラブの協力

を得て、児玉哲郎先生にご講演頂きました。崇

徳高校もこの講演が生徒への啓発授業として高

く評価して頂いており、今後も継続する方向と

なっています。

4月21日：比治山清掃活動。これは当時の松岡

会長の提唱で始まったもので現在では地元の段

原中学校から校長先生以下教諭、生徒、父母が

100人規模で参加して頂いています。現在は天候

の関係で中止もありうることが考えられるため

例会とはなっていませんが、まさにロータリ―

クラブの地域社会に貢献する奉仕活動そのもの

であります。来年度以降、新たな対応を考える

必要があります。



直前会長・会員増強・インターアクト担当

岡本 忠文

今年度RIのテーマ「Rotary：Making a

Difference・ロータリー：変化をもたらす」そ

して、藤中ガバナーは「ロータリーの元気は地

域の元気」それを受けて当安佐ロータリークラ

ブは「原点回帰」という会長方針を唱えられ

「ロータリーはどのような団体か」ではなく

「何をしているか」というRI会長の方針に沿っ

たアクティブなクラブにしたいとアピールされ

ました。

本年度私の役割は四つありました。

一つは直前会長として、その方針の下、昨年

掲げた「中長期計画」二年目の推進。昨年立ち

上げたHPの管理を主に行って参りました。

また、微力ながらこの一年、卓話プログラムの

フォローあるいは手配、職場訪問例会の支援等

も同時に実施致しました。

二つめですが、先ず奥芝ガバナー補佐実質一

年半に亘りご苦労様でした。ロータリークラブ

の為に、ご尽力賜りました事感謝しておりま

す。私は、及ばずながら「ガバナー補佐幹事」

を務めさせて頂き、大変貴重な体験をさせて頂

きました。第2710地区グループ6の各ロータリー

を廻らせて頂きながら、ロータリークラブを理

解し活性化していく上で も大切なのは、他ロ

ータリークラブの活動状況を実際に肌で感じる

事だと切実に思いました。フォーラムのディス

カッションを通じて「素晴らしい人間性」「素

晴らしいサーヴィスへの想い」「素晴らしい地

道な活動」これらを学ばせて頂きました。「現

場」「現実」「現物」の大切さを改めて考えさ

せられた一年になりました。

三つ目は「会員増強委員会」担当理事の役割

ですが、今年度は著しく退会者が多い年とな

り、スタート時点では24名いた会員が20名まで

減少し大変苦しい状況となりましたが、

何とか新入会員1名、野村会員に入会頂きまして

一応20名を切る危機感から抜け出す事が出来ま

した。次年度は入会予定者もおります。少しず

つ会員増になりますよう皆様方お一人お一人の

ご尽力をお願いしたいと思います。

ポールハリスの謳った精神「ロータリーが、よ

り寛容で、より他の人の良さを認め、より他の

人と親しく交わり、助け合うようにしてくれる

なら、そして、人生の美しさと喜びを発散し伝

えるようにしてくれるなら、それは我々が求め

るロータリーの全てである」という一説を心に

刻みこれからも会員増強に努めて参りたいと思

います。

四つ目ですが「インターアクトクラブ」で

す。現在崇徳学園とは中長期計画での「がん予

防推進」の一環として昨年に引き続き「がん予

防講話会」を高等学校1年生全員対象に行いまし

た。後は「クリスマス例会」への招待。比治山

清掃プロジェクトへの参加等年々活動が形にな

っているように思いますが、本年度は、韓国へ

の親善訪問が危機管理の為中止になった事で

す。メンバーも期待していただけに大変残念で

した。課題はインターアクトクラブにおいて

も、クラブ員の増強が上がっております。こち

らも学園内へのPRを顧問教諭と共に進めていき

たいと考えております。

Coming together is a beginning; keeping

together is progress; working together is

success.”このポリシーを常に頭の片隅に精進

して参りますのでよろしくお願いします。

幹事 西丸 洋平

今年度，幹事を務めさせていただきました。お

声がけを頂いた際には，原状の自分で到底務ま

るだろうかという感がありました。そこから1年

を大きく経過し，会長のサポートがどこまでで

きたかは定かではありませんが，大過なく年度

を過ごせたように思われます。

今年度は会長方針である「原点回帰」のスロー

ガンのものと，大きな挑戦はしないものの，次

年度20周年を迎えるための助走程度のことはで

きたのではないかと勝手に考えております。合

同幹事会でも会員増強への注目が進む中，当ク

ラブでは大変に苦戦しておりましたが，こうし

た点を含め，次年度の会長・幹事のもとで，き

っと大きな飛躍があると推察しています。

当クラブは人数が小さいため，早いうちから様

々な役職を経験する機会を得られるかと存じま

すので，入会からそこまで時間がたっていない

会員の皆様方もぜひ幹事の役割をこぞって受け

てください。

以上簡単ながら，退任のあいさつとさせていた

だきます。



出席報告 第888回 5月24日
会員数 21名 出 席 率 95.24％

出 席 15名 ご 来 賓 1名

欠 席 6名 ご 来 客 5名

メーキャップ 5名 ゲ ス ト 0名

クラブ研修リーダー担当 佐藤 恭子

広島安佐ロータリークラブではクラブ研修リー

ダーの役割があまり無いといえます。それは、

会員全員がいろいろな委員を兼務して役割を把

握できているからです。

少人数のクラブの特色である、全体が見渡せる

ということ、情報を皆が共有することがクラブ

を益々活性化していくのではないでしょうか。

他クラブを調べてみますと、クラブ研修リーダ

ーを設けていない代わりに、ロータリー情報が

設けてありましたり、また、研修リーダーとロ

ータリー情報が同一もしくは、それぞれ別個に

設けてあるところもあります。

本年度もクラブ研修リーダーですので上記の事

柄も考え、クラブが活性化して、情報が行き渡

るよう努めます。

S.A.A・監査担当 山口 洋充

今期、SAAを努めさせて頂きました山口洋充で

ございます。

この度、無事１年の任期を終え、こうして退任

のご挨拶が出来ることに感謝しています。

とは申しましても１年の間には何かと至らぬ点

も多かったと思いますし、皆様のご協力なしに

はこの大役を全うできたとは思えません。改め

て皆様に御礼を申し上げたいと思います。

後に、新年度の皆様のご活躍、そして広島安

佐ロータリーの更なる発展を祈念いたしまして

退任の挨拶と代えさせて頂きます。

本日のプログラム

6月7日(木) 第 890 回

｢理事・委員長退任挨拶」

三宅 恭次会員 岡本 忠文会員

西丸 洋平会員 佐藤 恭子会員

山口 洋充会員

幹事報告

1.BOX配布物

・ロータリーの友・ガバナー月信を配布してお

ります。ご一読下さい。

・3月に開催されましたインターシティーミー

ティングのレポートを配布しております。

2.例会変更

・広島廿日市RC「最終夜間例会」

と き：6月22日(金)18:30～※6月18日(月)

例会変更

ところ：安芸茶寮

・広島中央RC「最終夜間例会」

と き：6月25日(月)18:30～※同日変更

ところ：半べえ

・広島東南RC「最終例会・懇親会」

と き：6月25日(月)18:30～※同日変更

ところ：広島ANAクラウンホテル

・広島陵北RC「最終夜間例会」

と き：6月27日(水)18：30～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島3階

「瀬戸の間」

3.休会のお知らせ

・6月26日(火)広島RC・広島安芸RC・広島

西南RC

4.お知らせ

・次週プログラムも理事・委員長退任挨拶とな

っております。谷会員・青木会員・大北会員

・奥芝会員・八條会員以上の5名です。

ご都合の悪くなられた方は、プログラム委

員会までご連絡お願い致します。

ニコニコ箱

￥15,000 累計￥620,000

会員記念日（6月）
☆結婚記念日おめでとうございます。

・清家 俊一会員（S56.06.14）

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・清家 俊一会員（美保：23日）

☆入会月おめでとうございます。

・大串 修二会員（H29.06.29）



2018年6月14日(木）第891回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢理事・委員長退任挨拶｣

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいと思います。

先日12日に、世界が注目される中、米朝首脳

会談が行われました。今後細かく協議されるも

のと予想されますが、周辺諸国との協力と平和

的な解決に期待したいと思います。

さて、今年度当初、今期のテーマを「原点回

帰」とさせていただきました。皆さん一人ひと

りが違った経験をされています。独自の目標と

独自の解釈で取り組んでおられると思います。

創設以来の課題であります会員増強は勿論で

すが、我がクラブの独自な取組みを続けること

と、会員全員で新たな取り組みが出来ればと期

待いたします。そして皆さん方の建設的なご意

見と行動力を信じて一年間を走り抜けたいと思

いますので宜しくお願いいたします。と申しま

した。また、今年度は一つ新しい事業に取り組

んで行きたいと思っております。新たに立ち上

げるのではなく、現在継続中の事業に相乗りを

して、来年度には主催者になるのが良いかどう

か検討したいと思っていますとも申しました

が、思うような成果が上がらなかったことを深

く反省しております。

後程、今年一年を振り返り、退任挨拶がござ

いますので、会長時間はこのあたりで終わりま

す。ありがとうございました。

米山記念奨学担当 谷 勝美

米山記念奨学に対し皆様のご理解とご協力をいた

だいていることに感謝です。

本年、当クラブとして学生の受け入れは、年度も

終盤に入った5月11日の例会日に紹介がありまし

た、レ・シー・タン君で、ベトナムからの奨学生で

広島国際学院大学・生産工学を専攻しております。

カウンセラーは、青木会員です。青木会員には前回

に続いてということと、我クラブ創立以来10人の奨

学生受け入れですが、カウンセラーの皆様にはその

都度大変お世話になっておりますが、特に今回で青

木会員には3人の奨学生の面倒をみて頂くことにな

りました。大変有り難く感謝です。

皆様におかれましては引続き米山記念奨学事業に

ご理解ご協力をいただき本来の主旨であります「日

本に大学、大学院等で学ぶ外国人留学生と日本のロ

ータリアンとの交流によって、将来日本と世界を結

ぶ懸け橋となる人材を育てる」という事で、昨今の

厳しい世界情勢の中でその使命は益々重要性を増し

ています。

会員各位には引き続きのご理解とご協力をお願い

致します。一年間有難うございました。

＝追記＝

本年、第4回米山功労法人として㈱兼正冷熱工業

（松岡 與吉）さんが受賞しておられます。有難う

ございます。ご報告いたします。

国際奉仕担当 奥芝 隆

一年間の方針を3点掲げさせて頂きましたが、ガバ

ナー補佐の取り組みで、終始なにも出来なかったの

が現状で大変申し訳なく思っております。

①各クラブの国際奉仕活動の支援に於いては、広島

東ＲＣ、広島北ＲＣ等、積極的に活動されておら

れますが、実情をお聞きしただけで、私たちは実

行には至りませんでした。

②6つの重点分野に関連した支援活動をしていくこ

とに関しては、継続事業として「タイ女児中学生

への就学支援」だけで終わりました。

③「インターアクト委員会」と連携し、韓国3690地

区との交流を目指す。に関しては、インターアク

ト委員会に任せっぱなしになってしましました。

以上、反省ばかりの一年でした。



会長 八條 範彦

お蔭様で、一年が過ぎようとしています。本

当にお世話になりました。

今年度ですが、まず岩手の北上和賀RCに訪問

した際ですが、本当に良くして下さいました。

ゴルフも観光も又夜の部も食事代は全てクラブ

負担だったようで、来年3月にはお越しになる

と思いますので、手厚くお迎えしたいと思いま

す。

夏の家族会では、カープ観戦でしたが、他ク

ラブの女性が参加してくれた事には嬉しく、今

年も楽しみたいと思います。

比治山清掃については、段原中学校の生徒達

と崇徳高校の生徒が参加してくれ、定着した事

業となっております。松岡さん永遠に宜しくお

願い致します。

男子駅伝の応援も定着しています。特に今回

は青学の原監督が来られ盛り上がった訳です

が、来年はもっと良い成績でゴールすることを

期待したいと思います。

職場訪問例会をもう少し増やしても良いと思

っておりましたが、今年度は、造幣局とマツダ

本社に行かせて貰いましたが、私はどちらも初

めてで、良い勉強をさせていただきました。

その他の行事に於きましても皆さんのご協力

に感謝いたしたいと思います。そして、外国の

学生に対しての支援もさることながら、国内の

学生に何らかの支援が出来るよう取り組んで行

きたいと考えていますので、石丸次期会長よろ

しくお願いいたします。

まだ 終夜間例会がありますので、 後ではご

ざいませんが本当にお世話になりました。

奉仕・会計理事 青木 幹丸

一年間、たいへんお世話になりました。各奉

仕委員長さんを始め会員の皆さんのご尽力によ

って多岐にわたる活動を遂行することが出来ま

した。

少年サッカーの支援、都道府県対抗男子駅伝

広島県チーム応援活動、比治山公園清掃、

これらは地域や民間ボランティアの方々と手を

携えて行うところに大きな意義があります。

ガン啓発セミナーやインターアクトは、青少

年に有為な未来を拓くものです。

職場訪問例会は、会員一人ひとりが職業人と

しての足元を見つめ直す契機ともなりました。

少人数のクラブながら、社会のニーズをつか

み活発な奉仕へと展開できる行動力は、まさに

わがクラブの生命線であり、他クラブの追従を

許さないところではないでしょうか。

かつてクラブ創成期に、あるガバナーが仰いま

した。「ロータリークラブの会員はメンバーで

はありません。アクティヴなのです」と。すな

わち、ロータリアンは動いてなんぼ、というこ

とです。まさしくここにも、八條会長の掲げら

れた方針「原点回帰」の具体的在りようが見出

せましょう。

こうした奉仕と親睦を両輪にしたロータリー

活動が、来期クラブ創立20周年に向けて継続さ

れることを心より念願して、退任の挨拶とさせ

ていただきます。

親睦委員長 大北 茂人

親睦委員長を仰せつかったのは2回目か3回目

になると思うのですが、前回も3RC合同夜間例

会が安佐ロータリーの当番の時だったと記憶し

ています。

私が親睦委員をやって、一番気を使って計画

するのが家族例会です。私達を何時も支えてく

れている家族の方に、どのようにしたら喜んで

頂けるのかを考えて計画しました。

8月2日、夏家族会は浮田会員のご配慮でマツ

ダスタジアムの焼き肉、鉄板コーナーで出来た

ことは、子供さんにも喜んでいただけ、暑かっ

たけど楽しい会になったのではと思って言いま

す。

12月21日のクリスマス家族会は、少し予算を

オーバーしましたが、シェラトンの料理に加

え、大串会員率いるバンドの曲と共にクリスマ

スらしい楽しい会になったのではと思っていま

す。

1月25日の３RC合同夜間例会のイベントは、

他ロータリーさんの事も考えなければいけない

ので頭を悩ましました。

創立19周年記念夜間例会では、ハープの音色

が良かったのか、皆様にも喜んでいただけたの

では自負しています。

何をするにもすべて、親睦委員をはじめ、す

べての会員の皆様の協力があって出来ている会

だと思っています。

この1年間に皆様のご協力に感謝いたしま

す。ありがとうございました。



本日のプログラム

6月14日(木) 第 891 回

｢理事・委員長退任挨拶」

谷 勝美会員 奥芝 隆 会員

八條 範彦会員 青木 幹丸会員

大北 茂人会員

道垣内 文夫会員
第10期RLI-2710分科会研
修を終了されました。

出席報告 第889回 5月31日
会員数 21名 出 席 率 76.19％

出 席 13名 ご 来 賓 1名

欠 席 8名 ご 来 客 1名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

ニコニコ箱

￥6,000 累計￥626,000
☆八條 範彦会員

少し早いですが、皆さん、一年間お世話にな

りました。来年度も頑張ります。

会員記念日（6月）
☆結婚記念日おめでとうございます。

・道垣内 文夫会員（H01.06.11）

・谷 勝美会員（S48.06.15）

幹事報告

１.BOX配布物

・臨時総会のご案内を配布しております。

必ずご出席下さい。

と き：7月12日（木）13：00～

ところ：リーガロイヤルホテル広島

・6月定例理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

・5月分の個人別出席一覧を配布しておりま

す。ご確認ください。

・次年度正副会長幹事・理事各位に就任挨拶依

頼文を配布しております。ご確認をお願い致

します。

２.お知らせ

・次週プログラムも理事・委員長退任挨拶とな

っております。清家会員・山本会員・石丸会

員・道垣内会員・松岡会員以上の5名です。

ご都合の悪くなられた方は、プログラム委員

会までご連絡お願い致します。

2018年6月21日(木）第892回

32階｢ダイヤモンドルーム」

会長時間

皆さんこんにちは、お客様ごゆっくりお過ごし

いただきたいと思います。

今週で退任挨拶が終わりますが、皆さん一年間

本当にありがとうございました。今期は二回目

の会長職でした。反省の多い一年であった訳で

すが、皆さんのご協力をいただき無事に終えよ

うとしています。

来週、 終夜間例会がございますが、全員出席

をお願いいたします。

また7月からは長神さんが復活してくれます。

20周年を迎えるにあたり幸先の良いスタートと

なりそうなので、石丸新会長、思い出に残る活

動をしていただきますよう期待いたします。



20周年記念事業並びに記念式典については、

皆さんそれぞれの考えがあると思われますが、

新会長を中心に会員全員で協力をして、記念に

残る一年になればと思います。社交団体（奉仕

団体）の中の一つのクラブとして、またその中

の一会員として、これまでの事業そして新たな

事業等に取り組んでいただきたいと期待すると

ころでございます。

来年度の活動に対しても全員が一致団結で取り

組んでいただきますようお願いいたしまして会

長時間とさせていただきます。

｢理事・委員長退任挨拶｣

財団理事 道垣内 文夫

安佐ロータリークラブの財団委員長を無事終え

ることが出来ました。一昨年は支えていただい

た遠藤さんも退会され今期はどうしようかと不

安でしたがどうにか任務を遂行することができ

ました。

今回もみなさんの温かい寄付により社会福祉法

人広島市社会福祉事業団広島市こども療育セン

ター育成園にタブレット、絵本を寄贈すること

が出来ました。ロータリークラブの一員でなけ

れば育成園に一生ご縁を持つことが無かったと

思います。療育園には以前から絵本寄贈の関係

で毎年卒園式典に列席させていただいており障

害を抱えた子供達が晴れて卒園するのを拝見し

ています。

タブレットの使途は園児達が街中を散歩する

際、運動会、勉強や様々なものを動画静止画で

記録し後、児童みんなで盛り上がっていると聞

いております。児童には我々の支援は全く伝わ

っていませんが職員や親御さんには安佐ロータ

リーの想いが確実に届いています。中々報道機

関には目を向けてもらえるようなインパクトは

ありませんが、これぞまさしくロータリー精神

の実行ではないでしょうか。

ただ残念なのは、財団地区補助金のルールでは

同じ施設に連続3年間しか支援が出来ないような

ので育成園にはあと2回継続するだけです。いま

から次の支援先を見つけ計画することが望まし

いと感じています。

後に2017‐2018年度は佐藤会員が財団委員長

を、私は副委員長となっています。今後ともご

理解ご協力の程をお願いしまして私の退任挨拶

とさせていただきます。

1年間ありがとうございました。

広報・会報理事 松岡 與吉

この年度広報・会報担当という大役を仰せつか

った松岡與吉でありますが、私自身本当に力不

足でなにも出来ませんでした。

ただ、委員、会員の皆様のご尽力により、役目

の一部を成し遂げた感じです。岡本会員のお世

話でホームページも充実し、会報も事務局にお

世話になりながら充実しております。

例会や行事のたび、三宅会員にはカメラマンと

しても大変お世話になりました。

また担当しました、４月の比治山公園清掃事業

では段原中学校の生徒さん、校長先生、教頭先

生の参加に加え崇徳高校のインターアクトの皆

様にも参加してもらって盛大に実施することが

出来ました。皆様のご協力に感謝申し上げま

す。

会長エレクト 石丸 博昭

早いもので、副会長の任を預かり1年間の任期

も次週の 終夜間例会を残すのみとなりまし

た。副会長という職務は各委員会を横断するよ

うな役割として、また、クラブ会長を補佐させ

て頂く職務として経験を積ませて頂きました。

当初より、各委員・理事の方と相談をさせて頂

く事を念頭に置いていたのですが、多忙を理由

になかなか実行できていないことが反省点でも

あります。しかし、今年度の責務として安佐ロ

ータリークラブの全ての奉仕事業にfull参加とい

う事だけは出来たと自負しています。

何より、広島安佐ロータリークラブは奉仕活動

に定評が有り、これが基本と思っています。

この事もひとえに各理事・奉仕委員様のご尽力

で有り、会報・ホームページの充実や、奉仕活

動の充実も、より発展できた年だと思います。

副会長としては皆様の代打的な存在でしたが、

もっともっと事前打ち合わせと相談が出来てい

れば、よりスマートな役割が出来たことと思っ

ています。次年度のついては言い訳する余裕は

無く、待った無しに新年度が始まります。なに

ぶんロータリアンの経験不足は否めませんが、

何卒、寛容の精神を頂けますようお願いを申し

上げます。クラブ員の皆様、一年間有難うござ

いました。

副幹事 山本 拓治

今年度、副幹事として初めてロータリーの役

を、やらせて頂きましたが、中々皆様の期待に

応える行動が出来ず、ただただ反省している次

第です。

色々な、会合等に安佐ロータリーの看板を背

負って参加させて頂き、安佐ロータリーの名に

恥じない様にとの思いで参加して参りました。

その事が、自分自身の成長にも繋がり、言葉に

出来ない程、皆様には、感謝しております。



次年度は、更に重責である幹事の役をさせて頂

き、身の引き締まる思いです。自分なりに、一

生懸命頑張って行きますので、ご指導、ご鞭撻

の程、何卒、よろしくお願いいたします。 本日のプログラム

6月21日(木) 第 892 回

｢理事・委員長退任挨拶」

道垣内 文夫会員

松岡 與吉 会員

石丸 博昭 会員

山本 拓治 会員

幹事報告

１.BOX配布物

・休会のご案内を配布しております。(7月19

日)

・次年度7月のプログラムを配布しておりま

す。

・「夏の家族会」についてのご案内を配布し

ております。準備の都合上、お早めのご回

答をいただければ幸いです。皆様のご協力

の程、よろしくお願い致します。

２.例会変更

・広島廿日市RC「夜間例会並びにカープ観戦

家族会」

と き：7月9日（月）18：00～※同日変更

ところ： マツダスタジアム

３.お知らせ

・来週6月28日の例会は最終夜間例会となっ

ております。18時30分より｢むさし 土橋

店」にて行いますので、お間違えのないよ

うお願い致します。

・理事･委員長退任挨拶をされた方で、まだ

原稿を提出されていない方は、明日22日ま

でに必ず提出していただきますようお願い

致します。

・地区大会の仮登録についての回覧は、本日

最終となっております。出欠のご記入がま

だの方は、ご確認をお願い致します。

出席報告 第890回 6月7日
会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 6名 ご 来 客 2名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名



『最終夜間例会』

むさし 土橋店

何かいつも予定が入りまして石丸副会長にいつ

も私の原稿を代読してもらうなどご迷惑をお掛

けしました。本当に感謝、感謝です」、その後

は既に相当お酒が入った会員から“会長イジリ

”、それをニコニコ受け流す八條会長。

ワイワイやっているうちに「宴たけなわです

が…」とお開きの時間に。締めは次年度幹事に

なる山本会員の次年度への決意を込めての挨

拶。ここで大北委員長「マツダスタジアムは菊

池のソロ、野間のスリーランで逆転していま

す」。

記念撮影に納まり八條年度を締め括りまし

た。

この後、これは奥芝会員仕切りの二次会のク

ラブ穂行きですが、なんと今回はW杯中継とバッ

ティングしたため参加者が大分少なかったよう

です。

翌29日の朝刊を見ると「広島市議会の慣例と

なっている副議長選び、今田氏で…」、八條会

長の“公務”はこれだったようです。

安佐クラブは来年度20周年を迎えます。2019

年3月の記念行事に向け石丸執行部がスタートし

ます。

6月28日(木) 第 893 回

八條年度の 終例会は浮田会員経営のむさし

で夜間例会として行われました。

例会は点鐘のみで終了。

大北親睦委員長司会の懇親会、八條会長が“

公務”で遅れるという事で石丸副会長がこの一

年を振り返って挨拶と乾杯を行いました。

終例会はこれという趣向はなく、ただ美味

しい料理と酒を飲み語る会、話題は丁度始まっ

たばかりのカープ―ジャイアンツ戦、「今日は

菅野じゃけ～勝てんのう」「夜11時からは予選

リーグ突破の大事な一戦、ポーランド戦もある

し寝不足になるのう」…。むさしさんから今や

全国ブランドの清酒、獺祭の差し入れがあり、

酒好きの西丸さんや三宅は早々とビールから切

替えて…。マツダスタジアムは「現在、2－0で

巨人が勝っています」「やっぱり高橋昴也では

無理か…」、そうこうしているうちに八條会長

が「スミマセン、スミマセン、遅くなりまし

て」。大北委員長「それでは会長が来られまし

たので、挨拶をお願いします」「ちょっと調整

が長引いて、我々の会派は関係ないのですが、

待たされまして」「改めてこの一年お世話にな

りました。有難うございました。例会日に

本日のプログラム

｢最終夜間例会」

幹事報告

１.お知らせ

・臨時役員会(監査報告)が、7月12日(木)11時

30分より開催されます。今年度理事の方は例

会場へお集まりください。

・7月第1例会は｢会長理事役員就任挨拶｣となっ

ておりますので、次年度の会長理事役員の方

はご準備をお願い致します。また、同日例会

終了後には理事会がございますので、お忘れ

のないようお願い致します。

・7月より新年度に伴い、配布BOXの並び順が変

わっておりますので、ご注意ください。

「石丸 博昭会員が5年連続出席のバッ
ジを贈呈されました」



会員数 21名 出 席 率 95.24％

出 席 18名 ご 来 賓 0名

欠 席 3名 ご 来 客 1名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第891回 6月14日

崇徳学園ＩＡＣ募金

5月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 5,000円

総合計 63,000円


