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会長時間

副会長 古谷 幸一

皆様、今日は。本日は森川会長が所用の為欠席です。副会長の私が代行させて

頂きます。先週より南米ブラジルに置きましてサッカーのワールドカップ大会が始ま

りました。サッカー好きの方に取りましては最高のイベントですが、先日の日曜日に

は日本とコートジボワールの試合が行われ、残念ですが日本は初戦敗退して仕舞

いました。先制点は取りましたが返って守りに入ってしまった様に見えましたが？

攻撃は最大の防御と言いますが。僭越ですが私から観ると監督・コーチの作戦や指示が的確に出ていたとは思えません

でした。残り二試合に勝利しなければ決勝トーナメントには進めません。大変厳しい状況ですが死ぬ積りで頑張って欲し

いと思います。諦めてしまえば次は四年先です。皆さんで期待しましょう。この話を本日の卓話のテーマと為せて頂きまし

た。有難うございました。

今回の例会（６月２５日）

最 終 夜 間 例 会

次回の例会（７月２日）

会 長 挨 拶

出席報告
（串井例会運営委員）

6月18日(水)出席者

会員総数 55名

出席会員 43名

欠席会員 12名

ご来賓 0名

ご来客 2名

ゲスト 0名

来客者紹介
（佐藤親睦家族委員）

6月18日(水)出席者

広島ＲＣ 1名

広島北ＲＣ 1名

幹事報告（鈴木幹事）

■BOX配布物

■例会変更

■お知らせ

・ 7月23日（水）休会のご案内を配布しております。ご確認下さ
い。

・ 次年度正副会長幹事理事役員の方には、7/16(水)にあります
就任挨拶のご案内を配布しております。ご確認下さい。

・
・
・
・
・
・
・
・

広島南ＲＣ
広島中央ＲＣ
広島廿日市ＲＣ
広島西南ＲＣ
広島北ＲＣ、広島安佐ＲＣ
広島城南ＲＣ
広島東南ＲＣ、広島中央ＲＣ
広島廿日市ＲＣ

6月20日(金)
6月23日(月)
6月23日(月)
6月24日(火)
6月26日(木)
6月27日(金)
6月30日(月)
6月30日(月)

休会
休会
夜間例会
夜間例会
夜間例会
夜間例会
夜間例会
休会

・ 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。

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：SMILE BOX

堀江正憲 会員

SAAの係でしたが、いつも伊藤さん、船場さん、大場さん、福

田さんのSAA委員の皆様のご協力でした。一年間、皆様本当

にありがとうございました。

南條泰 会員

釣り同好会での瀬戸内海、魚釣りで(たぶん)大漁賞をいただ

きました。ラッキー賞です。一部をニコニコとします。残りは次

回の飲食へ回します。

鈴木大次郎 幹事

あと１回でお役目ごめんとなります。もうしばらくお付き合い下

さい。

SAA委員会

来週の夜間例会で、我々森川丸が無事帰港することがきま

す。皆様のおかげで、我々SAAの委員も無事仕事が終える予

定です。皆様本当にありがとうございました。森川丸の帰港を

祝して、全員の出宝をお願い致します。

菅泰晶 君

ご創業月おめでとうございます。

串井武憲 君

結婚記念日おめでとうございます。

当日計 47,000円 累計 1,020,000円

【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】森川 和彦 【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】鈴木 大次郎 【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/ 【FAX】082-221-4870
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理 事 役 員 退 任 挨 拶

直前会長

会員増強委員長

下田 敬三

前年度に引継ぎ会員増強及

び会員維持（退会防止）に全

会員で取り組み、組織基盤の

充実を計ることを目標としました。会員増強について、全会員

の増強に対する熱い気運が高まり、9名の（女性会員2名）新

会員を迎えることが出来、クラブが、明るく、そして、活気が出

て来ました。会員皆さんのやる気に感謝致します。また、退会

者が一人もいないことは、すばらしいことと思います。新会員

に対する、心くばり、コミュニケ－ションのおかげだと思いま

す。次年度においても、会員増強・会員維持に重点をおいて

頂き、創立25周年に向けて会員60名を目標に頑張りましょ

う。

会長エレクト

渡部 邦昭

本年度会長エレクトとして、勤

めさせていただきました。会長

エレクト（理事）は、次年度の

会長年度に向けて、準備のた

めであると思います。私も、今年度、会長エレクト＆地区チー

ム研修セミナー（３月１５日）、地区研修・協議会プログラム（５

月１７日）等に出席させていただいて、次年度会長年度に向

けて、勉強をさせて頂きました。私自身、模範的なロータリア

ンと言えないかもしれませんが、ロータリーの原点を大切にし

て、会長としての責務を果たしていきたいと思います。会員の

皆さんのご支援とご協力をお願いいたします。

幹事

鈴木 大次郎

昨年１月より半年間７月より一

年間皆様のご協力により大過

なく幹事の職責を果たすこと

ができました。これひとえに会

員の皆様のご協力のおかげと大変感謝しております。会員増

強につきましては会員の皆様よりのご協力により今年も９名の

入会者を迎えることができました。研修委員会には会員研修

を開催していただきご苦労様でございました。親睦委員会で

は高野理事のもと新入会員歓迎会や花見例会家族例会を

開催いただき大変感謝しております。例会運営の小林会員

には広島市長広島市民病院院長を卓話に呼んでいただき大

変感謝しております。森川会長の提唱されたみんなでやろう

を合言葉に皆さんの御協力により陸上教室も盛会に行われ

ました。オリンピック選手と一緒に小学生が楽しそうにウオーミ

ングアップをしている風景、また、井口会員の快走などビッグ

アーチで楽しい一日を送ることができました。これはひとえに

伊藤会員の顔の広さのおかげと感謝しております。一年間大

変お世話になりました。

会計 理事

井林 孝二

一年間、会計予算執行に御

協力いただき、大変ありがとう

ございました。本年は、会長方

針に基づいた予算編成からは

じまり、その執行も、予定通り、滞りなくおこなわれ、有意義な

一年となりました。特に昨年11月に実施された、広島市小学

生体育連盟陸上教室の記録会に、為末選手は、ビデオレタ

ーでしたが、山縣亮太選手、木村文子選手、新宮美歩選

手、松田亮選手、若江真志選手の5人が参加してくれました。

またこの5人は、オリンピック級の選手ということで、記録会に

参加した小学生にとっては、とてもいい将来の目標になった

と思います。これにかかる協賛金は寄贈品等にかかった費用

は少なくはありませんが、我が広島陵北ロータリークラブが初

年度にした、広島中学校新人戦の優勝旗の寄贈から続いて

いる精神にかなったものとして、大変有意義であったと思って

おります。次年度以降もこの精神は引き継がれてゆくものと確

信しております。

クラブ運営 理事

高野 憲一郎

今年度、クラブ運営常任委員

会の理事を務めさせて頂きま

した、高野です。今年度の森

川会長の方針である「みんな

でやろう ロータリー」の基に、会員全員でロータリーを楽しく

できるように、親睦家族委員会委員長、武田様やメンバーの

方、また、例会運営委員会委員長、小林様、メンバーの方に

は、大変お世話になりました。例会では、多くの新入会員に

入会して頂き、新入会員歓迎夜間例会が開催され、会員の

皆様の親睦が図れたのではないかと思います。また、クリスマ

ス家族夜間例会では、お孫様の参加があり、今までとは違っ

た夜間例会が開催できたように思います。例会の卓話では、

多くの新入会員の卓話と外部卓話のバランスが取れたプログ

ラムになったように思います。最後に、今年度１年間、有難う

ございました。

奉仕プロジェクト 理事

佐野 隆志

会長テーマの「みんなでやろ

うロータリー」に基づき、小学

生体育連盟陸上教室への支

援を通じて、会員全員の参加

協力をもって奉仕プロジェクトを行うことができました。ありがと

うございました。
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ロータリー財団 理事

山田 和弘

今年度は、年次プログラム基

金としての寄付が年間120ドル

が150ドルに値上がりしまし

た。基金の寄付にご理解、ご

協力いただきありがとうございました。また、ロータリー財団の

補助金を利用し受けるには、相当ハードルが高いことを感じ

ました。

広報 理事

沖田 彰範

森川会長の「みんなでやろうロ

ータリー」を実践するためのサ

ポート、また会長が掲げる職

業奉仕・社会奉仕の重点課題

はもとより各取り組みについて、クラブ内外に情報発信できる

ような広報活動を目標に揚げ、活動して参りました。当クラブ

のホームページを中心に内容を充実させる為、例会報告・地

区大会・奉仕活動・同好会活動等の内容を写真を出来るだ

け多く掲載し、見やすく分かりやすい内容を心掛けました。そ

うしてきた一面、閲覧して頂けなければ意味が無く、大きな命

題を残した形となりますが、次年度以降に託したいと思いま

す。最後になりますが、経験少ない私も皆様のご協力になん

とか一年間務めさせて頂けた事に感謝し、御礼申し上げま

す。

ＳＡＡ 理事

伊藤 弘幸

この一年間SAA委員長をさせ

ていただきありがとうございま

した。お陰様で色々な経験や

多くの人との出会いに恵まれ

ることができました。これを機に「心ゆたかなロータリアン」にな

れるよう精進してまいりたいと思います。これからも宜しくお願

い申し上げます。

副幹事

森中 祥二

副幹事を務めさせて頂きまし

た森中です。森川会長方針の

『みんなでやろうロータリー』の

基、欠席が多かった私です

が、会員の皆様の励ましのお声を頂きなんとか務めることが

できました。この1年間で少し人間が大きくなった気が致しま

す。大変ありがとうございました。

副幹事

山本 新太郎

副幹事を務めさせて頂きまし

た山本です。大きな失敗はな

かったように思いますが、会員

の皆様の協力によりそして、ロ

ータリーの友情によりなんとか務めることができました。一年

間大変ありがとうございました。


