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＜本年度会長テーマ＞ 『 音を拡げ、調和と友愛 』

広島安佐ロータリークラブ

2019年6月6日(木）第931回

3階「安芸の間」

創立20周年

会長時間

石丸会長が欠席のため、八條会員が代読いた

しました。

一年間お世話になりました理事役員様の退任

挨拶と言う大事な日ではありますが、例会欠席

となります事、先ず以ってお詫び申し上げま

す。

6月はロータリー年度における最終月で、親

睦活動月間となっています。いつも仲の良い安

佐クラブのメンバーですが、少し確認をしてみ

ました。

RIでの正式呼称はこれをロータリー親睦活動

月間 (Rotary Fellowships Month)と呼び、６

月は、レクリエーション活動や保健と医療問題

に共通の関心を寄せるロータリアンや、類似し

た職業を持つロータリアン同士の国際親善と善

意の重要性を認識し、親睦活動への参加の増加

及びこのプログラムに対する理解を促進するた

め、ＲＩ理事会によってロータリー親睦活動月

間として指定されたのである。ＲＩ理事会は、

各親睦グループがプロジェクト、活動及び催し

を通して６月の「ロータリー親睦活動月間」を

祝う活動を強調するよう奨励する。

となっています。

また、RIのホームページでは

私たちは120万人以上の会員から成るネットワ

ークです。私たちロータリアンは、世界で、地

域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な

良い変化を生むために、人びとが手を取り合っ

て行動する世界を目指しています。

となっていました。

残すところ、ひと月弱の年度となりました

が、皆様どうぞ宜しくお願いを申し上げます。

｢理事・委員長退任挨拶｣

幹 事 大串 修二

皆様、こんにちは！今期急遽幹事を仰せつか

りました大串です。と言うのも私の広島安佐ロ

ータリークラブの推薦者でもある山本 拓治さ

んが突然の病にかかり今、療養中でございま

す。

先日もお見舞いに行ってまいりましたが、とて

も元気になられて目下！リハビリに励んでおら

れます。まだ完全復帰とは行きませんが、これ

からも元気をもらいに応援していきたいと思っ

ております！

そして私事ではございますが、先日事務局の

三戸さんから判子を用意するように言われて、

子供たちとちょっと大きめのダイソーに買いに

行ったところ『大串』の印鑑棚が塞がれていた

ので、子供達が店員さんを呼びに行き、いつ頃

入荷するのか確認したところ！「大串の判子は

廃盤です」と言われ子供達もビックリしてお

り、問いただされ･･･。「もう作らないという

意味」だと伝えたところ、かなり驚いていまし

た。



社会奉仕担当長 松岡 與吉

この年度社会奉仕担当という大役を仰せつか

った松岡與吉でありますが、私自身力不足でな

にも出来ませんでした。

ただただ、奉仕委員、会員の皆様のご尽力と

ご協力により、役目を成し遂げた感じです。

がん予防に関しましては崇徳高校にて講演会

を開催しました。

また１月２０日には都道府県駅伝大会の応

援、支援をしました。

選手、関係者、保護者の皆様に大変喜んでい

ただきました。

４月２０日には段原中学校の生徒さん、校

長、教頭、先生方、保護者の皆様の参加いただ

き、天候よく奉仕活動が出来ました。

それ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。

S.A.A.理事 奥芝 隆

今期は私を長として西丸会員、幣会員、大串

会員の4人でスタートしたのですが、西丸氏が

早々に退会し、大串会員は途中より幹事とな

り、幣会員には大変迷惑をお掛けいたしました

が、他会員の手助けもあり、一年間乗り切るこ

とが出来ました。

幣さん始め皆様感謝です。

ニコニコの目標を80万として、皆様にお願いを

も致しました。何とか達成できそうです。会員

に御礼申し上げます。

私の目標は、毎回出宝することとしました

が、残念ながら2回3回はできなかった事が心残

りでした。

監査委員長 浮田 収

この一年 大任を、仰せつかいました。

一年を通して、余り新しい事業は少ないです

が、事業一つ一つの中身の進化のバージョンア

ップが 、会員皆々様のご尽力により、良い結

果・良い笑顔・良い数字となっております。

但し、会員の会費収入が伸び悩んでおり、全て

が在籍継続する事は厳しいですが、続けておれ

ば、50人超え位と思い、現実はその半分。

ですが、その後ネットで広島に居る『大串』さ

んを調べたら100名近くいることがわかり！子

供達もホッとしていました。

今期、突然の幹事でしたが皆様も温かいご指

導により任期を終える事が出来ました。

また、来期！幹事として邁進してまいりますの

で、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたし

ます。

先輩クラブの教えを今以上学び、焦らず成長す

る事が必要かも･･･。

数字におきましては、山口会計士のお力が重責

です。

今後約30年は、山口先生宜しくご指導戴く事を

伏して願い、会員皆々様の活躍と、会の発展を

願い、退任のご挨拶とさせて戴きます。有難う

ございました。

会員増強理事

インターアクト委員長

プログラム委員長 岡本 忠文



今年度RIのテーマ 「Be The Inspiration・

ロータリー：インスピレーションになろう」そ

して、吉原ガバナーは「輝こうロータリー ふ

たたび！」それを受けて当安佐ロータリークラ

ブは「音を拡げ 調和と友愛」という会長方針

を唱えられ「ロータリー魂の継承」と「メンバ

ーの調和の力」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。

本年度私の役割は三つありました。

一つ目は「会員増強委員会」担当理事の役割で

すが、私共の達成すべき目標は、50名以下のク

ラブですので純増1名以上です。

また3年前に中長期戦略計画を策定した中で、

会員増強計画についても「クラブ強化推進部

門」の中で重点施策として、取り上げていま

す。広島安佐ロータリークラブは、小さなクラ

ブですので組織だったアクションは難しいので

「会員全員で、一人でも多く例会へゲストを連

れて来ましょう」というコンセプトの元で推進

を図っております。

但し、現実的には中々上手く推進はできていな

いのが現状です。

然し乍ら、今年度はスタート当初より、会員の

皆様方のご尽力のお陰で長神会員の再入会とい

う幸先の良いスタートをし、40才という横手会

員を誕生させる事ができ、入会式をガバナー公

式訪問時にさせて頂きました。更に若きホープ

湯本会員も入会して頂きました。

一方悲しい事に退会者も同じ様に出て参りまし

て西村会員、名誉会員に成って頂きましたが、

チャーターメンバーの佐藤会員、そして、名幹

事を務めて頂いておりました山本会員の突然の

病による退会を余儀なくされた出来事は、本年

20周年記念の中で余りにも寂寥感を感じずにお

れませんでした。

基本的に純増というスタンスですので極力退

会者の出ない様、努力していく事が大切です

が、結果6月現在で、3名増の3名減という純増0

となり21名の会員数の儘となってしまいまし

た。

次年度は少しずつ会員増になりますよう退会防

止と共に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。

二つ目ですが「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。そして、二年生対象に「職業人による懇話

会」を実施する事もできました。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、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。

三つ目は、プログラム委員会です。

本年度例会回数は41回ですが、クラブ公式行事

（ガバナー公式訪問、クラブフォーラム、職場

訪問例会、家族例会、20周年記念行事等）を除

き新入会員、会長、次期会長卓話を含め20回の

卓話時間をプログラムできました。

外部卓話は15回です。NPO地域の絆(福山RC)を

皮切りに、資生堂ジャパン、佐々木禎子さんの

語り部、ハーストリープラス、ソアラサービ

ス、ファームスズキ、フマキラー社長、NPOキ

ラリ会、日銀新支店長(広島RC)、伊藤忠商事中

国支社部長、デリカウィング会長、積水ハウス

中四国CRE事業部部長と、多士済々のメンバー

を卓話に及びする事ができました。更に三宅会

員のご尽力により、RCC解説者天谷氏、饒津神

社権禰宜、NHK広島副局長と素晴らしい方々の

卓話を頂戴する事が出来ました事をご報告させ

て頂きます。

奉仕理事 谷 勝美

本年度も各委員長さんを中心に各部門活発な

活動展開をしていただきました。

昨年9月27日には佐藤名誉会員の母校であり長

年教鞭を執られたエリザベト音楽大学の職場訪

問をスタートに、11月18日には少年サッカーチ

ャレンジマッチの共催、広島市こども療育セン

ター育成園へのトランポリン寄贈。



今年に入り1月20日には恒例になっております

天皇盃全国男子駅伝、広島県チームの応援、2

月13日崇徳高校でのがん予防講話会の開催、4

月20日には、これも恒例になっておりますが比

治山公園清掃活動、5月16日広島平和記念資料

館への職場訪問等々、多くの行事を無事に終え

る事が出来ました。

これも偏に石丸会長はじめ各理事委員長、会

員の皆様のご支援ご協力の賜物でございまし

て、改めて御礼申し上げます。職場訪問はじ

め、それぞれの行事で学ぶことも多く、また感

動する場面も数多くありました。皆様もご協力

に重ねて感謝と御礼を申し上げます。

直前会長

職業奉仕担当長 八條 範彦

ニコニコ箱

￥16,000 累計￥780,548
会員記念日（6月）
☆結婚記念日おめでとうございます

・谷 勝美会員(S48.06.15)

なんとか元気で頑張っております。

・清家 俊一会員(S56.06.14)

・道垣内 文夫会員(H01.06.11)

☆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)

☆奥芝 隆会員

中村さん、長くなりますが、広島広告企画制

作賞のグラフィックス平面ページ制作の部金

賞、そして屋外広告部門銀賞、誠におめでと

うございます。あの素敵な気難しい旦那様の

との息がぴったりなのでしょう。今後のご活

躍を益々お祈りいたします。

会員数 21名 出 席 率 95.24％

出 席 15名 ご 来 賓 2名

欠 席 6名 ご 来 客 0名

メーキャップ 5名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第929回 5月23日

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友を配布してお

ります。

・2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。

・5月定例理事役員会議事録、創立20周年記念

委員会議事録を配布しております。ご一読く

ださい。

２.例会変更

・広島西南RC「最終夜間例会」

と き：6月18日（火）18：30～※同日変更

ところ：ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞホテル広島

・広島中央RC「最終夜間例会」

と き：6月24日（月）18:30～※同日変更

ところ：半べえ

・広島廿日市RC「最終夜間例会」

と き：6月21日(金)18:30～※6月17日

（月）の例会変更

ところ：日本料理 多津満

３.お知らせ

・広島城南RCが例会場をメルパルク広島から、

シェラトングランドホテル広島に7月5日の例

会より変更いたします。例会時間は従来どお

り金曜日の12：30から13：30です。ビジター

料は3,400円です。メーキャップ等、お間違

えの無いよう、よろしくお願いいたします。

・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。三宅会員・八條会員・山口会

員・清家会員・大北会員以上の5名です。原

稿の提出もよろしくお願いいたします。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



2019年6月13日(木）第932回

32階「エメラルドルーム」

会長時間

6月13日 この日の記念日について・・・

はやぶさの日

宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所

がある神奈川県相模原市が2012年に制定。

2010年のこの日、小惑星探査機「はやぶさ」が

小惑星「イトカワ」までの7年間の旅を終えて

地球に帰還した日との事。ついこの前のようで

すが9年前の出来事。

鉄人の日

1987年のこの日、プロ野球広島東洋カープの

衣笠祥雄選手が、2131試合連続出場の世界記録

を作った日。それまでの記録は、アメリカ大リ

ーグのルー・ゲーリック選手が持っていたそう

です。

小さな親切運動スタートの日

1963年のこの日、「小さな親切」運動本部が

発足しました。

その年の東京大学の卒業式の告辞の中で、茅

誠司総長が「小さな親切を勇気をもってやって

ほしい」と言ったことがきっかけとなって、6

月13日に茅氏を始めとする8名の提唱者が、運

動を発足させた。“できる親切はみんなでしよ

う それが社会の習慣となるように”、“人を

信じ、人を愛し、人に尽くす”をスローガンに

運動が進められているそうです。

これはロータリー活動にもつながる運動だと

思います。毎日、何かの記念日が有るようで、

チョット検索してみましたの御紹介させて頂き

ましたした。以上で会長時間を終わります。

広報・会報委員長 三宅 恭次

２０１８年―１９年度の広報担当として、思い

出深く、充実したことは「創立２０周年記念事

業」の記念誌の発行に携わらせて頂いたことで

す。

記念誌制作に当たって考えたことは所謂「定

型的」なものではなく、読み物として後々まで

もロータリアンをはじめ多くの方に手に取って

もらえるものを…ということでした。

１０周年誌が出ていることも有り、内容的には

２０周年までの１０年間をメインにしながらも

２０年を通観できるものを、との欲張ったもの

でしたが、それに見事にマッチした原稿がチャ

ータ―メンバーの青木幹丸会員から頂いた「ク

ラブ誕生物語」でした。

作業は２０１８年７月からは記念誌の出来上

がり想定の２０１９年２月末までの逆算スケジ

ュールを組んでスタート、まず原稿依頼から行

いました。特に退会された元会員からの「思い

出」原稿を期待したのですが、残念ながらこれ

は十分集めることが出来ませんでした。しか

し、元米山奨学生でマニラ在住のパメラ・アリ

エタさんの寄稿など内容豊かなものに仕上がっ

たと思います。

編集委員会はメールでのやり取りを含め度々

連絡をとり作業を進めました。特に事務局の三

戸さんには原稿依頼、写真の取捨選択に当たっ

て頂きました。また、最終仕上げは中村会員と

ご主人の元会員のペンギングラフィックスの中

村社長により素晴らしいものにして頂きまし

た。感謝です。

例会に於きましてはできるだけ写真を沢山撮

り、それに卓話内容を加味する形で発信しまし

た。特にＦＡＣＥＢＯＯＫ内のロータリー交流

サイトに投稿することで全国のロータリアンか

ら反応を頂いており、特にパストガバナーの諏

訪昭登さんからは度々コメントを頂きました。

ただ一点反省点としては「ロータリーの友」

への投稿ができなかったことです。

｢理事・委員長退任挨拶｣



会計理事 山口 洋充

米山奨学担当委員長 青木 幹丸

米山奨学担当委員長として、ベトナム人留学

生レシータン君のカウンセラーを務めておりま

す。彼の勤勉さ、優秀さについては、皆さんも

既にご承知と思いますが、今般、第一志望の会

社に内定を貰い、見事卒業後の進路を確定させ

ました。

彼は日本語の能力もかなり高度で、会話ばか

りでなく、読む、書く技能も高い水準に達して

います。

それは、彼がクラブの20周年に祝意を表し記

念冊子に寄稿してくれた文面を見てもよく窺え

ることと思います。

彼は他に幾つかの会社から内定を貰ったよう

なのですが、そうした状態を日本では、「引く

手あまた」というのだと教え、「第一希望のと

ころ以外はお断りしなければならないので辛か

った」という彼の弁については、やんわりそれ

は「嬉しい悲鳴をあげる」ということなのだよ

と諭しました。果たして彼のボキャブラリーが

豊かになりますことやら。

そんな彼にも少し悲しい出来事がありまし

た。それは、彼が在学している広島国際学院大

学が４年後には廃校になるというショッキング

な報道です。少なからず心を痛めている様子で

したが、すぐさま気を取り直し卒業研究に最善

を尽くす方向に舵を切ってくれたようで安心し

ました。

でも自分の母校がなくなるということはやはり

深刻な事態であることは間違いないでしょう

ね。

先日、第２７１０地区の米山学友会２０周年記

念祝賀会にクラブを代表して出席してきまし

た。岡本会員を通じてご縁のある二胡奏者姜暁

艶さん（医学博士）と隣合わせになりました

が、彼女は２０年前、西南ロータリークラブが

お世話をした米山奨学生です。

また、前回私がカウンセラーをした、やはり

ベトナム人留学生グエン・リンティゴックさん

とも久しぶりに再会しました。

彼女は広島市立大学３年に在学しており、

「去年、佐藤先生と食事に行きました」と懐か

しい名前を上げ元気に学生生活を送っているこ

とを報告してくれました。

レシータンくんについていえば、彼がたとえ

母校をなくしても、こうした学友会やわが安佐

ロータリークラブが彼のこころの故郷であり続

けるために、私自身ロータリアンとして襟を正

さなければならないなと改めて感じたことでし

た。

次年度に向け継続して彼のカウンセラーを担

当しますので、皆さんもどうか宜しくお願いい

たします。

レ・シー・タン君 レポート

昨年４月から米山奨学生として、広島安佐ロータリークラブに

お世話なっておりますレシータンでございます。

米山奨学生になってから、もう１年２ヶ月に経ちました。例会

に参加させていただいた時、色々な会社の社長が話すことがで

き、素晴らしい貴重な経験を頂くことができました。さらに、

例会に出席するときは、ロータリーアンの皆様と話し、応援や

アドバイスをして頂き、心から感謝申し上げます。

奨学生になって、研修旅行に参加させていただきました。ロー

タリーアンや学友の方々との交流され、日本の文化を深く理解

することができ、とても良かったと思います。

米山奨学生になってから、アルバイトの時間を減らし、勉強の

時間を増やすことができました。学校で専門的な分野以外で

も、ビジネス日本語、英語などの時間を作ることができまし

た。今年４月から日本とオーストラリアの先生と一対一で学習

しております。結果、就職活動がうまく行きました。第一希望

の自動車業界の内定をいただくことができました。会社は日本

人だけではなく、アメリカ人が多いので、入社してから、英語

を上達させ、将来的にはグローバルに活躍したいと思います。

米山記念奨学金のおかげで、大学の研究活動や就職活動を両立

することができました。

最後になりましたが、ロータリーの皆様からご支援していただ

いて、誠にありがとうございました。



会員数 21名 出 席 率 90.48％

出 席 17名 ご 来 賓 2名

欠 席 4名 ご 来 客 1名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第930回 5月30日幹事報告

１.BOX配布物

・2019-20年度クラブフォーラムならびにクラ

ブ協議会のご案内を配布しております。出欠

の回答は回覧にてお願い致します。

・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11日（木）13：00～

ところ：リーガロイヤルホテル広島

・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.例会変更

・広島東南RC 「最終例会・懇親会」

と き：6月24日(月)18:30～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

・広島西RC「最終夜間例会並びに会員懇親会」

と き：6月27日(木)18:00～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３.休会

・6月24日（月）広島廿日市RC

・6月25日（火）広島西南RC・広島安芸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。道垣内会員・中村会員・清家

会員・大北会員石丸会員以上の5名です。原

稿の提出もよろしくお願いいたします。

ニコニコ箱

￥3,000 累計￥783,548
☆石丸 博昭会員

皆様こんにちは！常連頂きます小川様ありが

とうございます。今月は、ロータリー年度最

終月です。今週末はホタルのシーズンです

が、ご覧になられた方もおありと思います。

まだの方は是非。私も行って見たいと思いま

す。

☆小川 嘉彦様（広島陵北RC会員）

今年度も楽しくメークアップに来させていた

だきました。来年度も宜しくお願いします。

2019年6月20日(木）第933回

3階「安芸の間」

会長時間

算数トリック

あるレストランに３人の紳士が食事に来まし

た。食事が終わり、ウェイターを呼び、会計表

を持ってきてもらうと合計３０ドルでした。

３人で３０ドルだったので、その場でそれぞれ

が１０ドルずつウェイターに渡しました。

ウェイターがレジに戻ると、彼の手違いで本当

は合計２５ドルで良かったことがわかります。

そこで５ドルを返しましたが、３人で５ドルは

割り切れないため、５ドルのうちの２ドルをウ

ェイターにチップとして渡し、残りの３ドルを

１人１ドルで山分けしました。

さてここで本当の問題です。

３人はそれぞれ最初に１０ドル負担したのち、

１ドルが返ってきたので最終的に負担したのは

１人９ドル。

ウェイターのポケットにはチップとして２ドル

入っています。

つまり彼ら３人が支払った金額とウェイター

の持っている金額の合計は....

３人×９ドル＋２ドル＝２９ドル

最初に支払ったのは３０ドル。

この差、１ドルはどこに行ったのでしょうか？

なんてことない問題でしたが、面白かったの

でご紹介させて頂きました。

会長時間を終わります。



会長エレクト 道垣内 文夫

安佐ロータリークラブの副会長と会長エレク

トを無事終えることが出来ました。副会長とし

ましては第一例会で乾杯のあいさつしかお役目

がなく楽をさせていただきました。が、別メニ

ューで会長エレクトとしての活動が多くあり、

スケジュール段取りに追われる次第でした。

RLIというほぼ1日のスケジュールで3回参加の

勉強会、次年度に向けた被選理事会開催や事業

計画の作成等、携わってみないと理解できない

事ばかりでした。RLI研修セミナーではクラブ

の様々な目標達成に向け現状山積している多数

の課題を、どう認識しどう克服するかを他クラ

ブの先輩達とディスカッションしたのは次年度

に向け大変心強いものとなりましたし、普段で

はお会いすることのない方ばかりとお知り合い

になれたのは、ロータリークラブだからこそだ

と改めて感じた次第です。後半の6か月間はあ

っという間に過ぎ去ったというか、行事が目白

押しだったように思います。ガバナーを囲む会

やガバナー訪問の企画立案と企画は作りました

が成功するかはやってみないと分かりません

が、きっとよいものになると思っています。ま

た20周年記念事業の際は田中作次名誉会員、石

丸会長、岡本実行委員長とのフレンチで会食、

私は前日大串幹事と会合をしまして二人とも運

悪く生ガキに当たったことで美味しいフレンチ

を口に入れることすら出来ませんで大変悔しい

思いでした。2日目は折鶴タワー見学やお好み

焼き（田中作次さんは焼きそば）の昼食会と濃

密な時間を過ごさせていただきました。

この1年間石丸会長のロータリーでの行動を

隣で私なりに拝見させていただき副会長として

のサポートが足りなかったと反省しておりま

す。何卒ロータリークラブの寛容な精神でお許

しください。

｢理事・委員長退任挨拶｣ 最後に2019‐2020年度は会長の役となってお

ります。次年度は予算も潤沢ではございません

のでいろいろとご不憫をおかけするやもしれま

せんが１年間、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。

副幹事 中村 富子

広島安佐ロータリークラブ 2018年度 副幹

事としての1年を振り返り、正直、何もできて

ないことにただただ反省しております。

入会1年目で石丸会長からお声掛けをいただ

いた祭は、ロータリー経験の少ない私に副幹事

という重責は無理だとお話しましたが、大串会

員と二人体制にするから二人三脚でやってほし

いと言われ、それなら！ということでお引き受

けしました。

ところが、実際は、正副合同幹事会をはじめ、

様々な会合やイベントはほとんど大串会員にお

任せし、私が副幹事としてしたことと言えば、

例会の司会進行くらいでした。その司会も、台

本無くしてはまともにできない状態で、何とも

不甲斐ない副幹事だったと反省しきりです。

ただ、最後の例会の際は、初めて台本無しで司

会ができたことに、何故今頃？ととても驚きま

した。

今年度、広島安佐ロータリークラブは20周年

を迎えました。記念すべき年に副幹事という大

役をいただいたことは、今後のロータリー活動

にとてもプラスになると思います。

退任の挨拶を考えながら、反省という言葉が

何度も出るほど、何もできなかった副幹事では

ありますが、無事終えることができますのも、

広島安佐ロータリークラブの皆さんと事務局の

三戸さんのおかげと感謝しています。

有り難うございました。



青少年奉仕担当 大北 茂人

この一年間青少年奉仕委員長を拝命さして頂

いたのですが、何も活動をしなかったのが現状

で、皆様にご迷惑をお掛けしました。

青少年育成の活動に奉仕するのが主な仕事だ

と思っています。

先月、地区研修会に出席させていただき青少

年奉仕について勉強させていたいただき、日本

だけでは解決できない色々問題があることを知

りました。

次年度も青少年奉仕委員なので、少しはお役

に立てれる様に努力します。

会 長 石丸 博昭

今年度の会長職を頂き、先ず以って、クラブ

メンバーの皆様に感謝です。

2018-2019年度は特に創立20周年の年で、大

役の年度でしたが、被選の時から水面下より皆

様に心遣い頂きました。特に、山本幹事・大串

幹事・事務局三戸さんには多大なプレッシャー

を掛けてしまったかもしれません。そして、本

年度に入り理事会メンバー・チャーターメンバ

ーの方々に少なからずご心配をお掛けしてしま

いました。しかし、そんな中でも心折れること

なく私を支えて頂きました事、心より感謝して

います。有難うございました。

20周年事業には本業多忙な中、当クラブ名誉

会員で有られる田中作次パストRI会長のクラブ

へ直接事前訪問頂き段取りを頂きました岡本会

員。そして長文寄稿を頂きました青木会員、そ

の記念誌事業を取り纏めて頂きました三宅会

員。記念誌のデザインと印刷に中村会員。20周

年記念大会本部として谷会員と浮田会員、佐藤

会員、青木会員、八條会員。チャーターメンバ

ーと私をハートで繋いで頂きました奥芝会員、

いつも笑顔で支えて頂き会場の装花を協力頂き

ました清家会員。会計の視点よりアドバイスを

頂きました山口会員。絶妙な司会を急遽お願い

させて頂いたにも拘らず気持ち良く受理頂いた

野村会員。記念式典前日より前日よりお付合い

を頂き、友好クラブの対応を頂きました大串会

員。前後三日間にわたりお世話になりました道

垣内会員。陰に日向に存在感をお示し頂ける松

岡会員・長神会員・大北会員・森本会員・幣会

員・横手会員・湯本会員そして式典に花を添え

て頂きました会員パートナーにも感謝です。

安佐ロータリークラブはそんな皆様で構成され

ています。

この20周年記念事業と併せ、通例となってい

ます奉仕活動や家族会、職場訪問例会やインタ

ーアクト・親睦活動など手を緩めることなく実

行していただきました各委員長とそのメンバー

にも感謝でございます。本当にありがとうござ

いました。

最後に安佐ロータリークラブにご協力頂きま

した在広クラブ様・友好クラブ鵜である北上和

賀ロータリークラブ・太子ロータリークラブ・

田中作次名誉会員にも感謝です。

今後共広島安佐ロータリークラブを宜しくお願

いをもうしあげ。退任の挨拶と致します。

ニコニコ箱

￥8,000 累計￥811,548
☆石丸 博昭会員

今回で最終会長時間かと･･･。嬉しい様な、

寂しいような･･･。(笑)来週は最終夜間例会

です。皆様どうぞ宜しく御願申し上げます。

☆中村 富子会員

先日は、中村屋三越にお越しいただきありが

とうございました。初の出店でしたが、お陰

様で好評をいただきました。盆栽、枯れない

ように面倒を見て下さい。

☆お誕生日おめでとうございます

・長神 憲一会員(S27.05.01)

誕生日の5月1日には皆様に令和元年というこ

いとでお祝いをしていただきました。6月4日

に久し振りに伊勢神宮に行ってきました。



会員数 21名 出 席 率 100％

出 席 13名 ご 来 賓 0名

欠 席 8名 ご 来 客 0名

メーキャップ 8名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第931回 6月6日

崇徳学園ＩＡＣ募金

6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 71,000円

会員数 21名 出 席 率 95.24％

出 席 13名 ご 来 賓 0名

欠 席 8名 ご 来 客 0名

メーキャップ 7名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第932回 6月13日

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18

日)

２.例会変更

・広島北RC「最終夜間例会並びに新会員歓迎懇

親会」

と き：6月27日(木)18:00～※同日変更

ところ：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島４階「悠久」

・広島陵北RC「最終夜間例会」

と き：6月26日(水)18:30～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

・広島城南RC「最終夜間例会」

と き：6月28日（金）18:30～※同日変更

ところ：メルパルク広島６Ｆ”平成”

３.休会

・6月25日（火）広島西南RC

４.お知らせ

・来週6月27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｢風車 アクアセン

ター街店｣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21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。

幹事報告 6/27

１.BOX配布物

・「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。

・6月被選理事役員会議事録を配布しておりま

すので、ご一読ください。

２.例会変更

・広島安芸RC 「創立２８周年記念夜間例会」

と き：7月9日（火）18:30～ ※同日変更

ところ：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島３階「悠久の間」

・広島廿日市RC「家族夜間例会」

と き：7月2日(火)17:45～※7月8日(月)の

例会変更

ところ：マツダスタジアム

３.お知らせ

・臨時役員会(監査報告)が、7月11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。



6月27日(木) 第 934 回

『最終夜間例会』

風車 アクアセンター街店

２０周年を駆け抜けた石丸会長、ご苦労さん！！

広島安佐ロータリークラブの第９３４回例会は６

月２７日、今年度最後の夜間例会として、通常のリ

ーガロイヤルホテル広島から会場を奥芝会員のお店

「風車」に移して行われました。

当日は朝から台風の余波と梅雨入りが重なり、さ

らには月末とあって出席者の数が心配されました

が、ほぼ全員が出席しました。

２０周年の記念すべき年度の会長職を務めた石丸

会長、流石に肩の荷が下りたかのようにリラックス

して最後の例会に臨みました。最後の最後の“仕事

”は米山奨学生のタン君への奨学金の手渡しでし

た。そのタン君も希望していた広島の自動車部品会

社への入社が内定しています。広島で自動車関連の

ノウハウを身につけて故国ベトナムに帰り、近い将

来に事業を起こす希望を持っています。そして日本

との架け橋として頑張ってくれることでしょう。

奥芝会員の、「威令」が届いたのか最後の締めの

蕎麦まで、次から次へ料理が出るわ出るわ…魚、

肉、てんぷら、野菜…まさに手厚いおもてなし！こ

れも奥芝会委員のお手配の某高級クラブの女性陣に

よるお酌で、ビール、日本酒、焼酎、ワイン…こち

らもどんどん進みました。

仕事の都合で遅れてきた浮田会員、早速幣会員を

捉まえて「ハワイ行きはどうなっとる？」と。実は

来年の世界大会はハワイです。前々からハワイの話

があります。この席でも大いに盛り上がり、来年度

から毎月積み立てをしてハワイへ行こう、家族を含

めて３０人規模で…と話は大きく大いに盛り上がり

ました。

そして、次年度会長、道垣内副会長の〆の挨拶で

お開きになりました。

なお、一年間頑張って走り抜けられた石丸会長、

最近の検査で特定の数値が高いことが分かり、休養

と治療に専念されるため、当面暫らく安佐クラブを

休会されることになりました。

数か月後には元気な姿で復帰されることを願ってい

ます。

石丸 博昭会長

改めまして一年間有難うございました。会長

年度を纏めると感謝の一言です。

本年度の最終例会と言う事ですので、生憎の

雨、湿度も高く蒸し暑い天気ですが、会長エレ

クトセミナーPET研修で戴きましたネクタイを

してみました。

20周年記念例会の時も同じネクタイですが改め

て気が引き締まる思いです。

振り返りますと私の我儘により皆様にご迷惑

をおかけしたことも有ったかと思いますが、ど

うぞ寛容の精神にてお許しください。

有難うございました。


