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例会場

クラブ・モットー 「Do
“
For Others!」≪他者への貢献≫”

№１ 第2061回例会（2018. ７. ２）
開 会 点 鐘（18：00）
国歌「君が代」並びにソング
「姫路東ロータリークラブの歌」斉唱
出席報告
来客紹介
歓 迎 歌
引き継ぎセレモニー
認証状引き継ぎ
会長幹事バッジ引き継ぎ
退任会長幹事に感謝状と記念品贈呈
食
事
会長の時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱報告

プログラム

「会長・幹事就任挨拶」
山田 一郎会長
村角 伸一幹事

閉 会 点 鐘（19：00）

■ 予定プログラム
当 ク ラ ブ （ 7/ 9） → 7/10（火）「西播第一グループ合同例会」12：30 ～於：姫路商工会議所 2 階大ホール
〃

（ 7/16） 休会（海の日）

〃

（ 7/23）「S.A.A・クラブ奉仕委員長・職業奉仕委員長就任挨拶」

姫 路 Ｒ Ｃ （ 7/ 3）「会長・幹事就任挨拶」 大樹 玄承会長・清水 一太幹事
姫 路 南 Ｒ Ｃ （ 7/ 9） → 7/10（火）「西播第一グループ合同例会」12：30 ～於：姫路商工会議所 2 階大ホール
姫 路 西 Ｒ Ｃ （ 7/ 4）「会長・幹事就任挨拶」 伊賀 義高会長・帽田 剛史幹事
神 崎 Ｒ Ｃ （ 7/ 5）「新年度を迎え会長・幹事就任挨拶」 波多野 芳則会長・鎌谷 哲也幹事
姫路中央ＲＣ （ 7/ 5）「会長所信」 松井 正光会長

第2060回（6月25日）創立45周年並びに下半期入会新会員歓迎例会 記録2
18：00 ～ 20：15

■ 出席報告（報告： 高野

喜好 会員）

於：姫路商工会議所 2 階大ホール

出席報告と合わせて退会のご挨拶を
させていただきます。この 6 月末を
もちまして本社へ移動となりまし
た。皆様には大変お世話になりまし
た。心から感謝いたします。

6 月 25 日
会員数

出席免除者数

例会出席者数

67 名

10 名

56 名

例会欠席者数

ホームクラブ出席率

6名

90.32％

来日生 1 名・事務局 1 名・ピアノ奏者 1 名

合計 59 名

6 月 11 日（確定補正分）
会員数

出席免除者数

67 名

10 名

例会出席者数

例会欠席者数

48 名

12 名

メークアップ数 確定補正出席率
12 名

100.00％

■ 来客報告
6 月 25 日姫路商工会議所受付
ビジター

：

6

名

来訪ロータリアン

6名

累計

89 名

■ 会長の時間&会長退任挨拶
失礼いたします会長の時間を頂きます。
本日は本年度最後の会長の時間でありますので、会長退任の挨拶をさせ
て頂き会長の時間とさせて頂きたいと思います。
皆さん時がたつのが非常に早いですね、あっというまに一年が過ぎて
しまいました。
この一年な んとか無事 に大役の会 長の役目を 果たす事が 出来ました 、今の気持 ちは本当に 素晴
らしい一年 だったので 、もう一回 会長をやっ ても良いな と思うほど です、これ も会員皆様 のご
協力とご支 援が有った からだと思 います、本 当に一年間 有難う御座 いました、 感謝、感謝 です。
特に山根幹 事には大変 お世話にな りました、 問題が起こ り「山根ど うなってる の」と言い まし
2 姫路東ロータリークラブ週報

3

たら、こう こうで処理 をしておき ましたから 大丈夫です 、また「日 曜日に何か 出席依頼が 来て
るけど」と 言いますと 、僕が出席 しますから 大丈夫です 等々、この わがままな 僕をいやな 顔一
つせずサポ ートして頂 きました、 本当に有難 う御座いま した、会長 という大役 をなんとか 努め
られたのは山根幹事のおかげと心から感謝申し上げます。
また橋本親 睦委員長に は、色々企 画をして頂 きどの行事 も大変好評 を頂く事が 出来ました 、橋
本委員長と親睦委員の方には大変お世話になりました、有難う御座いました。
そして村越 ＳＡＡには 休むことも なく毎回出 席して例会 を仕切って 頂き、大変 ご苦労をお 掛け
しました、おかげで素晴らしい例会が出来ました、有難う御座いました。
極めつけは ４５周年記 念式典です 、白井実行 委員長には 大変ご苦労 をお掛けし ました、少 し過
労でドラミ ちゃんに成 ってしまい ましたが元 気に頑張っ て頂きまし た、お蔭で 地区からは 大変
多くのロー タリアンに 出席を頂き 「地区大会 より素晴ら しいですね 」と感想を 頂くほどで した、
また食事も 幾野会員と 井口会員が 厳選に厳選 を重ねまし て選んだ料 理が大変素 晴らしく、 井口
会員には悪 いのですが 「キャッス ルでこんな 美味しい料 理食べるの 初めてや」 と好評を頂 くほ
どでした、素晴らしい記念式典を行う事が出来ました、有難う御座いました。
まだまだ沢 山の行事が 有ったので 話をしたい のですが、 時間の都合 もあるので この辺で終 わり
たいと思い ます、とに かくこの一 年素晴らし い時間を過 ごさせて頂 きました、 先ほども申 しま
したが、も う一度会長 をしたい気 分です、し かし山根幹 事が辞めて くれと言っ ていますの で辞
めることにします、皆さん本当に有難う御座いました。
会長に就 任しました 時、私ども のクラブが 一丸となれ るのではな いかとの思 いから「周 囲と
の調和」とテーマを設定しました。
周囲との調 和を進めて いく為には 、会員全員 が人の悪口 陰口は言わ ない、人を 非難する言 動は
避ける、そ してクラブ 全員がより 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、会員どうしが助け合う、そのようなクラブに成っていくよう努めてまいりました。
現在姫路東 クラブは会 員全員が「 周囲との調 和」を進め て頂き、本 当に素晴ら しいクラブ に成
ったと思います
次年度山田会長、村角幹事には大変ご苦労をお掛けしますが何卒宜しくお願い致します。
最後になり ますが、今 期一年間皆 様に大変お 世話になり ましたこと を心から御 礼申し上げ ます
と共に、会 員全員がこ のクラブに 居て良かっ たと思える クラブに成 りますよう 心からお祈 り申
し上げまして、会長の時間と会長退任の挨拶とさせて頂きます。
有難う御座いました。
■

幹事報告（山根

章 幹事）

1. 100 % 出席のお祝いを申し上げます。その場でお立ち下さい。皆様拍手で祝
福をお願いいたします。
* 連続 41 年間 100%出席

沼田会員

* 連続 13 年間 100%出席

山中会員
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* 連続 9 年間 100%出席 堀江会員、柚木会員
* 連続 8 年間 100%出席 前川会員、原田博章会員
* 連続 5 年間 100%出席 岡崎会員、宗接会員、藤井会員、埴岡会員
* 連続 4 年間 100%出席 壷阪会員
* 連続 3 年間 100%出席 松浦絵理会員
2．本年度の預り金返金分を受付にてお渡ししております。まだお受け取りになっておられない方は、
事務局までお知らせください。
3．例会変更のご通知
姫路 RC

7 月 10 日（火）は 12：30 より姫路商工会議所 2 階大ホールにおいて「西播
第一グループ合同例会」に変更。

姫路南 RC

7 月 9 日（月）は 10 日(火)12：30 より姫路商工会議所 2 階大ホールにおいて
「西播第一グループ合同例会」に変更。
7 月 16 日（月）は休会。

姫路西 RC

7 月 11 日（水）は 10 日(火)12：30 より姫路商工会議所 2 階大ホールにおい
て「西播第一グループ合同例会」に変更。

神崎 RC

7 月 12 日（木）は 10(火)12：30 より姫路商工会議所 2 階大ホールにおいて
「西播第一グループ合同例会」に変更。
7 月 19 日(木)は 16 日(月・祝)11：00 よりおばた自然の里において「納涼家族
例会」に変更。

姫路中央 RC 7 月 12 日（木）は 10(火)12：30 より姫路商工会議所 2 階大ホールにおいて
「西播第一グループ合同例会」に変更。
7 月 26 日(木)は 28 日(土)「納涼例会」に変更。

■ 幹事退任挨拶
幹事退任挨 拶という事 でありまし て、まずは 、村越ＳＡ Ａ・副ＳＡ Ａ・理事・ 役員・各委 員長
様・又各委員会・会員の皆様、そして篠原会長、この１年間本当に有難うございました。
１年間、篠 原会長のモ ットーでも あります、 「人の陰口 ・悪口を言 わない」楽 しいクラブ 作り
という事で、共にしてきました。
人の蔭口・ 悪口を言わ ず、「姫路 東クラブの 会員が、楽 しく、友情 を深めてく れたらええ んや」
との思いの もと、１年 間ずっとそ ばにいます と、本当に クラブや・ 会員の事を 考え、見て いる
姿が多くありました。
１９０５年 、ロータリ ーの４人の 先駆者が「 仲間の間で 友情を深め たい」とし て出来た・ ロー
タリークラ ブですが、 案外・篠原 会長の「人 の陰口・悪 口を言わな い」・「会 員が、楽し く、
友情を深めてくれたらええんや」との考えが似ているのかも分かりません。
会長の想いが、ロータリーの原点に似ている事は本当に素晴らしい事だとおもいました。
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1 年前、「山根・何もせんでええから・幹事をやれ」と言われ、信じた自分が馬鹿で、一杯一
杯でやるこ とが多く大 変でしたが 、学ぶこと も多く、気 を使う事も 多く、「幹 事が終わっ たら、
ゆっくりす るぞ・・・ 」と思えば 、次年度は 、青少年交 換委員長・ ・・全然ゆ っくり出来 ませ
ん。
とにかくこ の一年「し ゃべりすぎ る幹事」で ご迷惑をお 掛けしたか も分かりま せんが、貴 重な
経験をさせ て頂いたこ と、又皆様 方のご協力 があって、 何とか無事 １年間、務 める事が出 来た
事と次年度 の青少年交 換委員会へ の皆様方の ご協力をお 願いして、 退任の挨拶 に代えさせ て頂
きます。
「本当に１年間有難うございました」

■ 退任会長・幹事へ花束贈呈

山田副会長から篠原会長へ・村角副幹事から山根幹事へ

■ 委員会報告
◆出席委員会（郡山

佳也 委員長）

ホームクラブ 1 年間 100％出席の御祝いをい
たします。今年度ホームクラブ 1 年間 100％出
席は山根幹事と村越 S.A.A でしたが、山根幹事
はご辞退されましたので、村越 S.A.A に会長か
ら記念品をお渡ししていただきます。
◆45 周年記念誌委員会（猪子

禮司 委員長）

先般お願いしておりました「45 周年式典に参加して」の原稿は本日締め切り
となっております。まだご提出でない方は近日中にお願いいたします。
◆合歓の会（久内

麻佐行会員）

来たる 6 月 25 日の「創立 45 周年並びに下半期入会新会員歓迎例会」終了後、
合歓の会／高原新会員の歓迎会を開催したいと思います。場所は「プリティマ
ドンナ」です。多数のご参加をお待ちしています。
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■ ニコニコ箱報告（前川

隆嗣 副 S.A.A）

篠原会長···················· 祝・最終例会。一年間本当にありがとうございました。
山根幹事···················· やった～終わりだ～～皆様 1 年間ありがとうございました。
村越 S.A.A ················· 祝!最終例会。篠原会長・山根幹事、一年間本当にご苦労様で
した。 [同趣旨で]山田 一 副会長、有末会員、井口会員、幾野会員、井上会員、
猪子会員、上野会員、梅岡会員、大出会員、大西 健 会員、岡崎会員、小倉会員、
河本会員、岸元会員、久内会員、清瀬会員、髙馬会員、河野会員、郡山会員、
白井会員、高野会員、常村会員、壷阪会員、中城会員、中村会員、名田会員、
橋本会員、濵田会員、原会員、原田眞会員、福永会員、堀江会員、増田会員、
前川会員、松浦絵会員、松尾会員、水本会員、薮口会員、柚木会員、和田会員
橋本親睦活動委員長…親睦活動委員の皆さん、この一年間有難うございました。
原田博会員 ················ 高原さん、糴川さん宜しくお願いします。
高原会員.··················· 先週の高校生留学のお話し、良かったです。
藤井会員···················· 緑の甲子園と呼ばれる夏の全国中学生ゴルフ選手権への近畿 13 枚のキップをかけた
最終予選が先日の土・日曜日にありました。我が息子、何とかそのキップを手に入
れる事が出来、8 月に茨城県で行われる全国大会に出場します！何とうれしい夏にな
りそうです。
糴川会員···················· ワールドカップ日本勝ち点 4 点！

ニコニコ箱
友愛ボックス

■ 第二部
18：30

懇親会

計
累計
計
累計

0円
1,500,000 円
113,000 円
2,113,300 円

開宴

福崎高等学校
仲良し 6 人組による
コント！！
司会：郡山・松浦絵両親睦活動委員

☞橋本親睦活動委員長

挨拶

☞久内直前会長による乾杯
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7

☞新入会員への花束贈呈

＊3 月 19 日入会 糴川

英毅会員

＊5 月 28 日入会

高原

敏緒会員

☞アトラクション
サンバ！！

サンバのレッスン。腰つきが本格的なギレルミー君！

会場全体を巻き込んでサンバ！サンバ！！
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☞先輩からのお言葉

前田義文会員

柳谷義則会員

沼田正敏会員
50 年間出席 100％を目

☞手に手つないで

指します！！
☞閉宴挨拶

山田一郎副会長

次年度はクラブの結束
をより強固にしたいと
思っています！
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