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退任に当たり，ご挨拶を申
し上げます。
いよいよ２００８〜２００
９年度の最終例会を迎えるこ
ととなりました。岡本幹事を
始めとして，理事・役員の皆
様，各担当委員会委員長の皆
様，そして全ての会員の皆
様，一年間に亘りそれぞれの
分野で一方ならぬご尽力を頂
戴致しました。お陰をもちまして大過無
く任期を全うしようとしております。有
り難うございました。感謝申し上げま
す。
本年度のスタートに当たって，「親睦
と奉仕の調和の中にロータリーが宿る」
を実践するために，三つの重点方針を掲
げさせて頂きました。
① ロータリーの原点を見つめ直し，会員
相互の理解と親睦を深めることによ
り，魅力ある楽しいクラブにしよう。
ロータリーの原点については，ときお
り拙いお話をさせて頂きました。多少
は，関心を深めて頂けたものと思って
おります。
また，親睦については，親睦委員会の
担当事業だけでなく，他の委員会担当
の事業遂行の際にも，相互理解と親睦
を念頭に置きながら事業活動にあたっ
て頂けたものと喜んでおります。
②「四つのテスト」を活用しよう。
本年度も，毎例会の冒頭に全員で「四
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つのテスト」の唱和をして頂
きました。「四つのテスト」
を頭に叩き込むことにより，
日常の行動指針として自然に
活用頂けたものと思っており
ます。
③会員増強に努めよう。
会員増強については，都倉
増強・職業分類委員長，岡本
幹事を始めとして，大勢の会
員の皆さんにご尽力を頂きました。本
年度中には花を咲かせることができま
せんでしたが，本年度に蒔いて頂いた
種が近々芽を出してくれることを期待
したいと思います。
高砂青松ロータリークラブ会員の皆様
に，浅学非才な会長をそれぞれの立場で快
く支えて頂きました。ロータリーの友情に
心から感謝申し上げます。
話が飛びますが，会長の時間にお話する
内容を毎週考えることは，私にとって大変
な負担となっていました。歴代会長のよう
に，すらすらとお話ができるようになるこ
とを期待しておりましたが，最後まで成長
することができませんでした。毎週取り留
めのないお話をさせて頂き，皆様には大変
ご迷惑をお掛け致しました。お詫び申し上
げます。
一年間貴重な経験をさせて頂きました。
本当に有り難うございました。
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副幹事を仰せつかってから
２年間，幹事に就任させてい
ただいてから１年。この２年
間はあっという間でした。特
に幹事を務めさせていただい
たこの１年はほんとうに早く
感じました。
１年間いろいろフォローし
てくださった竹原副幹事が，
４月くらいから，新年度に向
けてご苦労なさっている姿を
見ると，１年の早さを実感し
ました。
で，この１年間，私が幹事という職務を全
うしていたかというと，はなはだ疑問です。
鹿間会長の方針を実行していく上におい
ても，たよりない幹事で，会長にご迷惑ば
かりおかけしていたのではないかと思いま
す。幸い，鹿間会長は非常に温厚な方で，
幹事の至らないところを自らフォローして
くださり，本当に感謝しております。
また，会員の増強を図ることができませ
んでした。しかも残念なことに，塩谷会
員，吉田会員，渡辺会員という大切な人た
ちが退会されていきました。次年度会員数
を減らせて菱田会長に引き継ぐ事は，幹事
として責任を果たせなかった悔いが大きく
残りました。
会長の重点テーマである会員相互の理解と
親睦を深めるという点でも，たいした成果を
残せず，会長はじめクラブの皆さまにご迷惑
をおかけしたことを謝罪いたします。
幹事をしてよかった事は，ロータリーク
ラブというものについて，勉強する機会を
多く与えていただき，まだまだ不十分では
ありますが，勉強できたと思います。
また，鹿間会長を始め，本年度の理事の
方々。前年度の増田元会長，大橋元幹事。
新年度の菱田会長，竹原新幹事など，たぶ
ん，幹事をしていなければ親しく話す機会

のなかった人と親しくさせて
いただいたことがあります。
ロータリーの親睦とはこの
ような中で生まれるのかと実
感しました。
今年１年体調が優れないに
もかかわらず，例会を支えて
いただきました廣瀬S.A.A.をは
じめ，副S.A.A.の皆様には大変
感謝いたしております。
また，理事会のメンバーの
方々にも非常に助けていただ
きました。
増田直前会長には経験に基づく様々なア
ドバイスをいただき，理事会を円滑に運営
することができました。森脇職業奉仕委員
長には早朝例会・職場例会・健康診断と場
所や例会のセッティングの折衝をしていた
だきました。
矢野社会奉仕委員長にはマーチング・イ
ン・高砂の開催や献血例会を仕事柄出るの
がむつかしい時間にもかかわらず担当して
いただきました。
鹿間新世代委員長には特に新世代会議を
成功に導いていただきました。また理事会
において，私のわからない点や判断のつか
ない事案について数々指摘して，正しい方
向に導いてくださり感謝しております。
原田国際奉仕委員長には当ロータリーの
長年続けている事業であるクンパイヤ文庫
がきちんと運営されているか自らタイに赴
き，成果を報告していただきました。
小林会計には大切な会計業務に携わって
いただき，遺漏無く無事決算していただき
ました。
その他の委員長さんにも，自らの仕事が
忙しい中，時間を割いて職務を全うしてい
ただき感謝しております。
本当に１年間ありがとうございました。

プログラム予定

７月１日（水）

７月８日（水）

７月１５日（水）

７月２２日（水）

各委員会事業説明

各委員会事業説明
（前週の続き）

定款・細則・決算・予算承認
会長・幹事
就任挨拶

雑誌・広報委員会担当
ホームページを閲覧する為
のパソコン操作法について
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鹿間

行雄

いよいよ本年度最終例会を迎えました。皆さ
んには，１年間大変お世話になりました。あ
りがとうございました。また，ご迷惑をおか
けしたことが多かったと思います。ご容赦下
さい。

岡本

崇司

本年度１年間ご協力ありがとうございまし
た。次年度菱田新会長，竹原新幹事がんばっ
てください。

竹原

ロータリー財団
伊藤委員長

俊三

鹿間会長，岡本幹事，一年間お疲れ様でし
た。岡本幹事，色々お世話になりました。有
り難うございました。

志方 正昭・廣瀬 明正・濱田
京谷 愼平・都倉 達殊・菱田
増田耕太郎・西田 光衛・嶋谷
鹿間
美・藤本 明久・田中
大橋 卓司・植杉成一郎・矢野

このコーナーでは毎週快適なランチタイム
を過ごしていただくためにチョイスした少
しこだわりの音楽をお届けしたいと思いま
す。ではゆっくり楽しんでください。

本日の一枚（7月1日）
TINGARA／みるやかなや

喜重
克己
拓雄
伸明
聡

鹿間会長，岡本幹事，１年間御苦労様でした。

大森
澤田
佐野
井野

千里・田水
孝彦・柿木
栄作・庄司
隆弘

敬雄・中谷
國夫・内海
武・伊藤

利幸
薫
勝之

最終例会を祝して。鹿間会長はじめ役員・理
事の皆様，一年間有難うございました。

埋田

悦造（高砂R.C.）

７月で転勤することになりました。青松R.C.
の皆様には大変お世話になり，また発電所も
見学して戴き有難うございました。後任者も
またよろしくお願いします。

版画家名嘉睦稔によって見出された3 人のユ
ニット「ていんがーら」（天の川）
石垣島白保の浜で降るような星空を見上げな
がら三線の音色と石垣の銘酒「請福」をした
ためれば，ゆるやかに五体をもみほぐしてく
れるだろう。
（このコーナーに対してのご感想，お問い合わせは唱歌委員会 藤本まで）

第４２回
クラブ名

変更内容

日

通算１４０６回
時・場

所

姫路南ロータリークラブ

最終例会

時間変更

6/29（月）17：30〜

明石北ロータリークラブ

納涼例会

移動例会

7/28（火）⇒7/26（日）

〃

休会（定款第6条第1節（ｃ）による 8/11（火）

〃

合同例会

移動例会

9/15（火）⇒9/16（水）

例会記録

2009. 6. 24（水）通算1483回

ソ ン グ

「奉仕の理想」「歓迎歌」

四つのテスト

ロータリー財団委員会 伊藤勝之 委員長

来訪ロータリ
アン報告

埋

出席報告

6 月 10日 会員数 52 名 欠席者 11 名 出席率 75.56％＜修正による＞
（この内出席免除者10名）

田

悦

造

様（高砂R.C.）

6 月 24日 会員数 52 名 欠席者 9 名 出席率 79.07％
（この内出席免除者10名）

