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会長時間

会長 下田 敬三

皆さんこんにちは、お客様ようこそお越しくださいました、どうぞごゆっくり

お過ごし下さい。本日は、後ほどの卓話時間で退任の挨拶をさせて頂きま

す。

先週久しぶりに映画を見に行きました。高齢者（65歳以上）は、入場券が、

1000円ということは、知りませんでした。自分に高齢者の自覚が薄いもの

で、複雑な心境です。映画の題名は、「奇跡のリンゴ」。青森県のリンゴ農家に婿入りした青年が無農薬のリン

ゴ栽培に取り組む苦難の生活を描いたドラマです。不可能とも言われる無農薬栽培の挑戦に、地域のリンゴ

農家からは非難を浴び、誰にも相手にしてもらえず、そして収入はなくなり、電気も止められ、出稼ぎで生活を

支えるも、悲惨な生活に、家族の絆をもおかしくなって行くのですが、あきらめず無農薬栽培に取り組むも限

界を感じて、山中で自殺をしょうとしたその時、1本のリンゴの木が目に飛び込んできたのです。何故此の木

は、虫もつかずに育っているのか、夢中になってその木の根元を掘り、その土を口にした時に、あぁこれだと頭

に浮かんだ、それが自然栽培だったのです。そして、再び無農薬栽培（自然栽培）に取り組み、苦節10年、つ

いにリンゴの木に花が咲き、そして、リンゴ収穫となり、家族に笑顔が戻って来たというドキュメンタリー映画で

す。そこには、夫を支え、家族を守る妻の姿があり、そして、家族の絆を描いた感動を受ける映画です。時間

がありましたら、見に行かれては如何でしょうか。これで会長時間を終わります。

今回の例会（６月２６日）

最終夜間例会

次回の例会（７月３日）

会長就任挨拶

森川 和彦 会長

出席報告
（例会運営委員会）

6月19日(水)出席者

会員総数 47名

出席会員 42名

欠席会員 5名

ご来賓 0名

ご来客 3名

ゲスト 0名

来客者紹介
（親睦家族委員会）

6月19日(水)出席者

京都朱雀ＲＣ 1名

広島ＲＣ 2名

幹事報告（瀬川幹事）

■例会変更

■お知らせ

・ 広島北ＲＣ 「最終夜間例会＆新会員歓迎懇親会」
６月２７日(木) １８：００～ ※同日変更

・ 広島安芸ＲＣ 「創立２２周年記念夜間例会」
７月９日(火) １８：３０～ ※同日変更

・ 広島北ＲＣ 「会場使用不可のため例会日変更」
７月１２日(金) １２：３０～ ※１１日→１２日に変更

・ 7月のプログラムを配布しておりますので、ご確認ください。

・ 次週の例会は最終夜間例会へ変更しておりますので、お

間違えのないようお願いいたします。

・ 新年度７月３１日（水）新入会員歓迎夜間例会のご案内を

配布しております。出欠のご回答は回覧にてお願いしま

す。

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121

【会長】下田 敬三 【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F 【TEL】082-221-4894
【幹事】瀬川 長良 【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/ 【FAX】082-221-4870
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会員卓話 「理事・役員 退任挨拶」

会長

下田 敬三

私は、今年度、会長方針と

して「感謝の心と情熱を」と

スタート致しました。理事、

役員、委員長、そして、会

員すべての方々にご協力頂きまして、無事に今日を迎

える事が出来ました事を、心より感謝申し上げ、厚く御礼

を申し上げます。ありがとうございました。国際ロータリー

会長が、テーマ「奉仕を通じて平和を」と提唱されまし

た。そのRI会長が日本人として三人目の田中作次氏で

あり、「ロータリー世界平和フォーラム広島」では身近に

お逢いすることが出来、又、講演を聞くことが出来ました

事は、この年度の会長として貴重な経験でありました。今

思えば、昨年の3月18日、ペッツでの大之木ガバナー

の、格調高いガバナー信条「もっとロータリーを！心と行

動に」と、地区運営方針に聞き入った時が、これからだ、

と一番緊張したことを覚えています。広島陵北ロータリー

クラブで、今、一番必要なことは何かを思うとき、ここ数年

会員の減少が続いているという事です。ここで、この流れ

を食い止め、組織の充実強化を図ることが必要であると

強く感じました。そのためには、重点目標として会員増

強、５人新会員の入会を掲げ、「一人ひとりが実践しよう

会員の勧誘と維持」と、理事会、例会で、私の思いを話

してまいりました。その結果、９人の方々に新会員として

入会して頂きました。又、広島陵北ロータリークラブとし

て、最初の女性会員が誕生致しました。このことは、会員

皆さんが危機意識を持って取り組んで頂いた結果だと

思います。ご協力に対して感謝申し上げます。こうして例

会場を見ましても、若い会員方が増え、活気を感じ、大

変嬉しく思います。これから少しずつロータリーを学んで

頂き、そして親睦を深め、ロータリーを楽しんで頂きたい

と思います。なお、各委員会活動に付きましては、先ほ

ど、理事、役員からの退任の挨拶がございました。私は、

「クラブ運営は全会員で」と掲げておりましたが、まさしく

そのとおりで、各委員会が委員長を中心に活発に活動

して戴きまして、目標を達成することが出来ました。重ね

て、御礼を申し上げます。この一年間、多くのロータリー

アンとの出会いがあり、ロータリーについて語り、多くのこ

とを勉強させて頂きました。ロータリーが、大変奥深いも

のであることも知ることが出来ました。これからも「感謝の

心と情熱」をもって、ロータリー活動、そしてロータリーを

楽しみたいと思います。最後に、繰り返しますが、改めて

みなさんに御礼を申し上げ、退任の挨拶と致します。

副会長

石川 貴与和

この一年間、副会長、会員

組織常任委員会理事として

皆様に支えられながら役を

務めることが出来ました。特に、会員増強におきまして

は、皆様のご協力を得まして着実に成果を上げることが

できいい一年でした。皆様のご協力に感謝いたします。

直前会長

南條 泰

会長・副会長・幹事・理事の

一年間の報告です。直前

会長は名誉職かどうか知り

ませんが、この一年は仕事がありませんでした。理事会

での最後の挨拶が時々ありました。そこで、例会での最

後の与えられた時間ですので、我がクラブのシンボルマ

ークについてお話します。ＲＲと星が一つ輝いています

がＲＹＯＫＯＫＵ・ＲＯＴＡＲＹの頭文字と星は北極星を表

しています。北極星は、船乗りが北の方角を探すのに使

っていました。我がクラブも一つの方向を探し出し、皆で

進もうではないか、との意味があります。チャーターメン

バーの方は覚えておられると思いますが、創立総会時

の記念品にテレホンカードを配りました。それには、北斗

七星と北極星が描かれています。この一年お世話になり

ました。

会長エレクト

森川 和彦

一年間、下田会長の舵取り

を拝見させていただきまし

た。次年度は、下田会長の

会員大幅増強を始めとする数々の立派な成果を引き継

いで、より発展させて行きたいと思っております。ありがと

うございました。 力不足ではありますが、責任を果たせる

よう努めてまいりたいと思いますので、会員の皆様のご

協力をよろしくお願いいたします。
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会員卓話 「理事・役員 退任挨拶」

幹事

瀬川 長良

下田会長の「感謝の心と

情熱を」の方針のもと、１年

間幹事をやらせていただき

ました。運悪く福原さんが産

休で１年間お休みになると言う事で、去年の２月から臨

時の新事務局員小田さんと調整に入りました。幸い小田

さんはガバナー事務所での経験があったので、ロータリ

ーに対しての知識があり、まったく心配することはありま

せんでした。実務ではクラブ運営の要となる事務局です

から、予備知識がなかったらと思うとゾッとします。１年

間、被選も入れると１年と半年の間、下田会長、石川副

会長、理事役員をはじめ会員皆様のご協力のお陰でな

んとか終わることが出来そうです。長松副幹事と伊藤副

幹事には、本当にお世話になりました。それから最後に

なりますが小田事務局員には感謝です。この１年間幹事

として大変たくさんの経験をさせてもらいました。有難うご

ざいました。

クラブ運営 理事

石田 愃夫

会長の「感謝の心と 情熱

を」をテーマに、明るく、楽

しく、情熱ある例会を目標

にしてまいりました。親睦委

員会は山本委員長をはじめ委員の皆様のご協力で、例

会運営委員会は安土委員長はじめ委員の皆様の協力

で、無事1年間有意義な例会ができました。両委員会の

皆様、１年間大変ご苦労様でした。感謝し、御礼申し上

げます。

奉仕プロジェクト 理事

大旗 健

奉仕プロジェクト部門の理

事を担当しました大旗で

す。奉仕プロジェクトには職

業奉仕・社会奉仕・国際新

世代奉仕の３つの委員会があり、それぞれに５０万ず

つ、計１５０万の予算で運営しました。それぞれ委員長が

会長、幹事、副幹事の協力を得ながら頑張って、ほぼ予

算消化がなされたと思います。新入会員が９名増強さ

れ、奉仕プロジェクトの各委員会の活動がより一層充実

化し、陵北ロータリーが明るく楽しい、より活動的なクラブ

になるよう祈っています。

ロータリー財団 理事

小川 嘉彦

ロータリー財団委員会は割

方副委員長と、米山奨学委

員会は田中委員長と古谷

副委員長の四名で一年間

努めて参りました。米山奨学委員会では奨学生の牟良

さんのカウンセラーとしてお世話をすると共に、会員との

交流に努めて参りました。ロータリー財団では、新地区

補助金セミナーへの出席や、会員組織と連携し近年入

会の会員を中心として広島北ＲＣロータリー財団委員会

よりアドバイザー迎えてのセミナー等で会員の理解を深

めるよう努めて参りました。

Ｓ．Ａ．Ａ 理事

武田 龍雄

未だに「ＳＡＡ」の日本語訳

がわかっていない「ＳＡＡ」

の武田です。今年度は下田

会長の指示により、当初の

３か月間、例会を指定席にする予定でしたが、嬉しい誤

算で新入会員の入会が相次いだため、結局最後まで指

定席にさせていただきました。推薦者と相席で例会に出

席することで、ロータリーに早く馴染んでいただけたので

はと感じております。ニコニコ箱については、いろいろ理

屈をつけて「全員出宝」の機会を設け、たくさんのご協力

をいただきました。特に賀谷会員には、わざとロータリー

バッチを付け忘れていただき、過分な出宝をいただきま

した。一年間、ご協力ありがとうございました。

副幹事、会計 理事

長松 俊典

副幹事の長松です。副幹

事は、幹事を補佐するのが

仕事と聞いておりましたが、

見守られながら、務めさせ

て頂いたというのが、正直な感想です。役員会の議事録

は、難聴の為、伊藤さんにお願いして専ら司会を担当さ

せて頂きました。間違えないように、楽しい司会を目標に

やって参りましたが本当に沢山間違えました。このような

私を温かく見守って頂いた皆様に本当に、ありがたく思

っております。貴重な経験をさせて頂き、ありがとうござ

いました。
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会員卓話 「理事・役員 退任挨拶」

副幹事

伊藤 弘幸

一年間ありがとうございまし

た。なかなか充分に副幹事

の仕事をする事が出来ませ

んでしたが、次に副幹事を

させて頂くときには今回の経験を生かし更に頑張ってい

きたいです。色々な経験をさせて頂き有意義な一年でし

た。ありがとうございました。

遠 来 の お 客 様

京都朱雀ロータリークラブ 高井優次様がメーク

アップにお越しになりました。バナーを贈呈しま

した。

退 会 の 挨 拶

残念ながら割方寿祥会員が６月３０日をもって退

会されることとなりました。

：：：：：：：：：：SMILE BOX

下田敬三 会員、石川貴与和 会員、瀬川長良 会員、

伊藤弘幸 会員、長松俊典 会員

本日は退任のあいさつをさせていただきます。一年間皆さんの

ご協力を得まして、無事終了することができました。心より感謝

申し上げます。広島陵北ロータリークラブの益々の発展を祈念

いたします。

武田龍雄 会員

本日のご来客の廣谷総代様、川中総代、小川総代、山田総代

にも出席いただいた昨日の総代会で、専務理事に選任いただ

きました。役者不足ですが「仕事をせんむ」にならないよう精一

杯頑張りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。

鈴木大次郎 会員、小川嘉彦 会員、山田和弘 会員、

大場常幸 会員

武田様 昨日の総代会にて専務理事に昇格おめでとうございま

す。

ニコニコ箱当日計 15,000円

ニコニコ箱累計 872,000円


