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会長を終えるにあたって
皆様にお礼と感謝を申し上げます。
会長方針を見直しますと，最初に退会者を出さない
ように，楽しみのある例会活動を提案しています。
これについては，マンネリ化にならないように会長の
時間を工夫して，自分の言葉でダイナミックな話をす
ることに心掛けましたが，最終的には１名の退会者を
出してしまったことをおわび申し上げます。
つぎに，R.I.会長の他者に奉仕するロータリーの能力
の増大を図るという項目に注目し，その為には各々の
職業の充実が必要と感じ，職業奉仕委員会とプログラ
ム委員会にお願いして，インパクトのある例会運営を
お願いいたしました。このことに関しては，大勢の人が自分の仕事に対する思いを積極的に語っ
ていただいて良かったと思っています。
S.A.A.並びに出席委員会を充実させて出席意識の高揚を図るという事ですが，内海委員長がか
なり気配りをしていただいていましたが，最終的には例年並だと思っています。社会情勢もある
と思いますが，出席率の向上は毎年，どの年度も力を入れていますが，思う様にいかないようで
す。
会員増強に関してですが，京谷委員長が頑張っていただきまして，１名を増員することが出来
ました。しかし，１名退会者を出していますので，会員数増減なしとなりましたが，委員長には
頑張っていただいたことに感謝申し上げます。
国際奉仕委員会については，青木委員長が，行動力をもって，タイ・チェンライロータリーま
で出かけて下さり，また，色々と規則等も調べた上で，例会・理事会に報告をいただきました結
果として，皆様にもアンケート調査をした上でクンパイヤ文庫支援中止となりましたことは，今
年度終了にあたって振り返ると，一番大きな出来事だったと思います。一つ違うとメンバー間で
の不和が生じる事も考えねばならなかった問題でしたが，皆様の英知で，解決いたしました事に
対して感謝いたします。
親睦委員会でございますが，楽しいロータリー活動の為に気配りをして下さいました。特に神
戸北野クラブにおける家族例会は，大変人気があり参加者も多く盛況でありました。親睦委員会
は，行事も多く大変であったと思います。大変ご苦労様でございました。
社会奉仕のマーチング・イン・高砂，新世代の青年の主張も年々充実して，有意義な事業と
なっています。
クラブ会報委員会ですが，大橋委員長が個性を発揮して，楽しめる会報となっています。今年
度の予算削減方針の中で，紙面を工夫してやっていただけたことを大変嬉しく思っています。
その他，全ての委員会において，大変ご協力いただいたおかげで，何とか終わりを迎えられた
と思います。
最後に竹原幹事に「ご苦労様でした」と心からお礼を申し上げます。仕事の上でも大変忙しい
中で，幹事として多くの時間をさいていただいて頑張って下さいました。ロータリー活動は幹事
が大変であることがよくわかりました。

皆さん，この１年たいへんお世話になりまし
た。ありがとうございました。
昨年７月，新年度がスタートする時，次の二点
を考えました。
第１点目は，不器用な自分なので，色気を出さ
ず，「自分らしく やろう」，
「自分流で全力投球しよう」
ということでした。
第２点目は，「例会の充実」でした。充実した例
会を実現する為，知恵を出そうということでした。
自分らしくやるということは，「原理原則に即
して」ということで，これは色々な波紋を広げた
場面もあったのではないかと推察します。懐深く
受け止めて頂き，お許し頂きましたこと，厚く御礼申し上げます。
私の副幹事時代から二年間，「困った時の岡本詣で」で，その都度，嫌な顔をせず，ニコニ
コしながら，丁寧に相談に乗って頂いた岡本さん，ありがとうございました。
岡本さんの的確なアドバイスなしには，幹事業務をやり切ることはできなかったと思います。
次に，理事・役員の皆さん，一年間ご指導，ご協力，ご支援頂きありがとうございました。
理事・役員の皆様のお蔭により，「チーム菱田」が一年間の任務を全うしようとしています。
ありがとうございます。
また，何回かの困難な局面を迎えました時，相談に乗って頂き，流石と思える対応を頂きま
した志方さん，伊藤さん，岡本さん，田中浩行さん，ありがとうございました。
「例会の充実」にあたり，職業奉仕の徹底を掲げて，アイデアを出して頂き，成果をあげて
頂いた職業奉仕委員長の辻田さん，ありがとうございました。また。プログラムの充実に意を
払って頂いたプログラム委員長の皆さん，ありがとうございました。
この一年間，多くのメンバーの方の会社，事務所にお邪魔しました。暖かく迎えて頂き，対
応頂きありがとうございました。
例えば，菱田会長は勿論ですが，植杉さん，大橋さん，岡本さん，京谷さん，小西さん，佐野さ
ん，志方さん，嶋谷さん，庄司さん，都倉さん，中右さん，藤本さん，ありがとうございました。
また，各委員会の皆さん，委員会毎の役割を務めて頂き，成果を出して頂き，ありがとうご
ざいました。詳細は，お手許に配布の資料をお目通し下さい。
最後に，副幹事として，私の幹事業務をしっかりと支えて下さった嶋谷さんに，厚く御礼申
し上げます。
いよいよ来週から伊藤会長・嶋谷幹事体制がスタート致しますが，本年度に対する以上の皆
様のご支援，ご協力を次年度体制に賜ります様，切にお願い申し上げまして，私の幹事として
の挨拶とさせて頂きます。

一年間，本当にお世話になりました。ありがとうございました。

例会風景

2009-2010年度 委員会メンバーの皆様，成果出しありがとうございました。
委員会名

下記の御奮闘並びに成果出し，
有難うございました。

S.A.A.
出席委員会

・「S.A.A.，副S.A.A.と出席委員会を兼務とし，かつ例会テーブル毎に配置頂
くメンバー数９名の任命」と小職の 我がまま を聞いて頂き，初の試み
である本主旨の成果出しに尽力頂き，ありがとうございました。
・ 出席率向上の為，木目細かい配慮と暖かい声掛けを一年間継続して，実施
頂きありがとうございました。
・ 出席率 100％day を２日新設するアイデアを実行頂き，ありがとうござ
いました。

職業奉仕委員会

・ 本年度取り組みの目玉として，「会員による 我社における職業奉仕 と
いうテーマで卓話を行う」アイデアを発想して頂き，実行頂きました。こ
れが本年度例会を引き締まったものにし，大きな成果を挙げることができ
ました。有難うございます。
・ ロータリーソング「四つのテスト」を全員で斉唱するアイデアの発想と一
年間を通した継続実行も例会に新鮮味を出すことができました。ありがと
うございました。

社会奉仕委員会

・ 「第５回マーチング・イン・高砂」の開催は，地域社会の 夏の楽しみ恒
常行事 となっています。
約1000人の市民の皆様に高砂青松ロータリークラブの活動を理解頂く絶好
の機会ともなっています。ありがとうございました。
・ 献血活動並びに地区団体への協力金提供も喜ばれています。ありがとうご
ざいました。

新世代委員会

・ 「第14回新世代の主張」は，高校生・高校の教職員・高校生の父兄−ロー
タリークラブ−地域団体との絆を創る絶好の機会となりました。ありがと
うございました。
・ 「ROTEX活動についての講演」も，新鮮味が出せて，良かったです。あり
がとうございました。

国際奉仕委員会

・ 「クンパイヤ文庫」の支援内容を調査の為，ボランティアでタイに渡航頂
き，本年度で中止の英断を下して頂いたこと，本当にお疲れ様でした。有
難うございました。懸案に挑戦頂き，力強く，粘り強く活動頂き，取りま
とめられたこと感服しています。本当にありがとうございました。

ロータリー財団
委員会

・ フェロー・準フェローの増員に成果を挙げて頂き，ありがとうございまし
た。
・ ロータリー財団月間の活動並びにポリオ撲滅の活動もありがとうございま
した。

米山奨学委員会

・ 米山奨学寄付金（52万円）の成果を挙げて頂き，ありがとうございまし
た。
・ 米山月間の活動もよかったです。ありがとうございました。

クラブ奉仕
委員会

・ 各委員会の運営（特にトラブル発生時）にキチンと支えて頂きありがとう
ございます。大変助かりました。

委員会名

下記の御奮闘並びに成果出し，
有難うございました。

親睦委員会

・誕生日のお祝いの 備前焼 たいへんよかったです。
2009-2010年度活動の記念品ともなりました。ありがとうございました。
・ 「納涼例会」に始まり，「親睦ゴルフコンペ」「新年家族例会」「花見例
会」「高砂R.C.との合同ゴルフコンペ」「創立記念例会」と数多くの親睦
行事を企画，実施頂き，お疲れ様でした。ありがとうございます。
・ 神戸キタノクラブ は大好評でした。2009-2010年度の 思い出の活動
ともなりました。ありがとうございました。

唱歌委員会

・「例会の雰囲気づくりに大切な委員会」という方針を打ち出し，CD の音楽
選びに工夫を頂き，ありがとうございました。大変好評でした。

増強・職業分類
委員会
会員選考委員会

・ 一年間を通じて継続的に会員増強に尽力頂き，2007年１月以来となる新入
会員を増強頂き，本当にありがとうございました。
・ その際，的確に選考頂きありがとうございました。

クラブ会報
委員会

・ 誌面の一新に多大なる尽力頂きありがとうございます。
・ ロータリーＱ＆Ａコーナー
職業奉仕の時間コーナーの設置
昼食メニュー・カロリー表示の掲載
本日のB G M
突撃インタ
ビュー と数多くの新趣向を工夫頂きありがとうございました。

プログラム
委員会

・ ロータリー活動の基本である「例会の充実」に一年間を通じて多大な尽力
を頂きありがとうございました。
お陰様で，一年間を通じて引き締まった例会が実現できました。ありがと
うございました。

雑誌・広報
委員会

・

高砂青松ロータリークラブホームページ の立ち上げ，お疲れ様でし
た。お陰様で順調に活用も浸透しつつあります。ありがとうございまし
た。

ロータリー情報
委員会

・ 新入会員のオリエンテーションを入会前に（従来は入会後）実施頂き，あ
りがとうございました。
・ クラブ研修リーダーセミナーへの参加も，お世話になりました。

記録委員会

・ クンパイヤ文庫の支援中止に関する資料を散逸しない様，キチンと保管を
完了頂きありがとうございます。

幹事

竹原俊三
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Ans.
Q141. 7月は月間の強調事項ナシ Q142. a）50万人 Q143. 同学年 Q144. 33年目

菱田

克己

第４４回 通算１４５０回
1. 6月24日臨時理事役員会を開催し，志野木
会員の退会届を受理しました。
2. 国際ロータリー2010年規定審議会の「決
定報告書」が届きました。…回覧してい
ます。
3. 2010年7月の
ロータリーレート＝９２円／US$
4. 例会変更
姫路南ロータリークラブ
・西播第一グループ合同例会の為
7/12（月）⇒7/15（木）12：30〜
於：姫路キャッスルホテル
・納涼家族例会の為
7/26（月）⇒7/25（日）11：30〜
於：三木ホースランドパーク ミオの森

今日で会長職を終えます。最後までもって良
かったなぁ〜と思います。皆様ありがとうご
ざいました。

竹原

俊三

皆さん，１年間ご支援，ご協力ありがとうご
ざいました。お蔭を持ちまして，幹事として
の最終例会を迎えることができました。あり
がとうございました。

柿木

國夫

菱田会長，竹原幹事，他理事・役員の皆様，
一年間御苦労様でした。

小西
都倉
内海
田水
田中
西中
京谷
矢野

文孝・志方
達殊・中谷
薫・大森
敬雄・澤田
浩行・田中
亮二・佐野
愼平・廣瀬
聡

正昭・増田耕太郎
利幸・栗原 康高
千里・伊藤 勝之
孝彦・鹿間 行雄
伸明・辻田 重恵
栄作・大橋 卓司
明正・嶋谷 拓雄

会長，副会長，幹事，副幹事そして各委員会の
皆様，一年間ご苦労様でした。

クラブ名
姫路ロータリークラブ
姫路南ロータリークラブ

変更内容

日

時・場

所

7/13（火）⇒7/15（木）12：30〜14：45
西播第一グループ合同例会の為 於：姫路キャッスルホテル 3階
7/12（月）⇒7/15（木）12：30〜
西播第一グループ合同例会の為 於：姫路キャッスルホテル 3階
7/26（月）⇒7/25（日）11：30〜
納涼家族例会の為
於：三木ホースランドパーク ミオの森

（注）高砂青松ロータリークラブのホームページにも掲載しています。……ホームページの情報の方が早く把握できます。

（6月30日例会）
花の色

黄

花の名

特

色

彼岸花科。
南米に多く分布している
色 アルストロメリア ブラジル，チリ，ペルーが原産
（百合水仙） 日本には，昭和の初めに渡来
花持ちが長いので，切り花として
人気

ピンク

スターチス

原産地は，
地中海沿岸
ドライフラワーとして最適な花
切り花として人気があるが，
最近は
トルコキキョウに押されている

花言葉
やわらかな
気配り

変わらぬ心

例会記録
ソ ン グ
出席報告

2010. 6. 30（水）通算1530回
「奉仕の理想」「四つのテスト」
６月 ９日 会員数４９名 欠席者 ４名 出席率９０.９１％＜修正による＞
（この内出席免除者９名（出席４名））
６月１６日 会員数４９名 欠席者 ２名 出席率９５.５６％＜修正による＞
（この内出席免除者９名（出席５名））
６月２３日 会員数４９名 欠席者１２名 出席率７２.７３％
（この内出席免除者９名（出席４名））
６月３０日 会員数４９名 欠席者 ６名 出席率８６.６７％
（この内出席免除者９名（出席５名））

