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インスピレーションになろう

The Rotary Club of Takasago Seisho, Japan

BE THE INSPIRATION
2018 － 19 年度国際ロータリーのテーマ

去る６月 22 日（土）、高砂市の天山閣にて、
創立記念例会が盛大に催されました。

会員の皆様、一年間お疲れ様でした。
例会記録
ソ

ン

グ

出 席 報 告

2 0 1 9 . 6 . 1 2 （水） 通算 1 9 2 8 回
「我等の生業」「四つのテスト」
５月２９日

会員数４３名 欠席者 ７名
（この内出席免除者 １０名）
６月１２日 会員数４３名 欠席者 １２名
（この内出席免除者 １０名）

出席率

89.74％（修正による）

実出席者数 ２６名
出席率 68.42％

本日のゲスト

国際ロータリー第 2680 地区 東播第 2 グループ
随行者 前川忠範 様
ガバナー 矢野宗司 様

来訪ロータリアン

高砂ロータリークラブ
幹事 後藤 宗久 様

本誌は、職場や家庭に持ち帰って、皆さんでご一緒にお読み下さい

会 長 ・ 幹 事 退 任 挨 拶

大橋
「紫陽花や

卓司会長 退任挨拶
昨日の誠

令和元年６月12 日（水）

今日の嘘」（正岡 子規）

退任にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
2018~2019 年度は、青柳幹事はじめ理事・役員の皆様、各委
員会委員長の皆様、そしてすべての会員の皆様、一年間色々と
ご尽力を賜り本当にありがとうございました。おかげ様でなん
とか任期を終えることが出来ました。
大橋 卓司会長
本年度は節目（昨年度 40 周年）の後のリスタートの年として、
「今一度原点に帰って “ 入りて学び 出でて奉仕せよ ”」を会長方針として以下の活動ポイン
トに焦点を置きながら各諸事業を推進してまいりました。それなりに出来たこと、全く出
来なかったことが混在していますが…。
1. まずは例会に出席して親睦 2.「四つのテスト」の実践
3. 会員を増やす 4. 地域社会とのつながり、交流を推進 5. 地区大会への協力
振り返れば各委員会で色々と実施していただいたことが、昨日のことのように思い出さ
れます。久々に復活した十輪寺さんにおける早朝例会、とんかつ屋さんでのフラメンコ
ショー、年々受講者数が増える 5 回目を迎えた竹田先生の講演会、地区青少年奉仕委員長
直々に講師されたローターアクト勉強会、可憐だったイタリア人の米山奨学生、ラトロー
ブデイにロータリーデーを重ねてのポリオ募金、県農の活動支援として R 財団補助金を上
手に使ったお話、腹話術が面白かった新年家族例会、初めて建物の中にお邪魔した高砂市
医師会館、花見より気になったベリーダンスショー、“ アイモール ” ショッピングセンター
に場所を移しての献血例会等々。
また毎週毎週早く来て準備していただいた S.A.A. さん、厳しい状況の中奮闘された増強委
員会さん、ご苦労をおかけした出席委員会さん、なにかとご無理を聞いていただいたクラ
ブ会報委員会さん、毎例会、内容を工夫して楽しくしていただいたプログラム委員会さん
等々。その他にもご紹介しきれませんが、色々な事業や責務を果たしていただいたことに
感謝しております。加えてこれら以外にも加古川で行なわれた地区大会ではお茶席はじめ
大変ご協力いただきました。R.I. 会長の「インスピレーションになろう」という 1 年経って
もわかりにくいテーマの下、試行錯誤しながらなんとかやってこれたのはなんと言っても
青柳幹事のおかげであり、稗田さんはじめ事務局のサポートあってのことと思っています。
ということで、本当に皆様に支えていただいたおかげで楽しい 1 年となりました。
一方で、
「出席率 100% でした。」の報告を聞くことはかなわず、またひとりの増強もま
まならず、反対に退会 1 名というとても残念な結果となってしまいました。これは偏に会
長の不徳の致すところであります。
まもなく次年度が始まります。佐野会長・櫻井幹事の下、素晴らしい 1 年になります様
お祈りして退任のあいさつとさせていただきます。

青柳

淳幹事 退任挨拶

はじめに、2018 − 19 年度の幹事を務めさせて頂き、会長を
始め理事・役員の皆様方には、大変ご協力を賜り誠に有難うご
ざいました。私のような若輩者が無事任期を迎えられる事、心
より御礼申し上げます。
青柳
淳幹事
幹事退任挨拶と言うことで、今回原稿を考えていましたが、
なかなか原稿が進まず、手帳や週報を見返し、一年間のロータリーを振り返ってみました。
①柿木委員長の S.A.A. の皆さん、毎週例会の設営有難う御座いました。チームワークがとれ

て大変良かったです。
②庄司委員長の職業奉仕委員会では、新たに（創業記念のお祝い）を作って頂き、皆さん
の会社の歴史を感じることが出来ました。又、理事会では、色々なアイデアを出して頂
き勉強になりました。有難うございました。
③田中委員長の社会奉仕委員会では、恒例の竹田先生の講演会を文化会館の大ホールで
400 人も参加して頂き、献血例会では、初めてアイモールでの開催と大きな事業をスムー
ズにこなして頂き、有難うございました。
④小西委員長の青少年委員会では、RYRA セミナーの参加者を探す為に声掛け等で大変苦労
をかけてしまいましたが、地区奨学金を使って 2 名の高砂市内の学生に奨学金を授与し
て頂き、有難うございました。
⑤濵田委員長の国際奉仕委員会では、市の池公園での国際交流バーベキューにて、外国人
の知人の方を誘って頂き、大変盛り上げて頂きました、有難うございました。
⑥矢野委員長のロータリー財団委員会では、ポリオ募金を沢山集めて頂き、有難う御座い
ました。
⑦森脇委員長の米山奨学委員会では、念願のイタリア人の米山奨学生を呼んで頂き、有難
うございました。
⑧菊地委員長の親睦委員会では、十輪寺でベリーダンスをのめり込んで見ている会員の皆
様の姿や、きりしまでの、お酒を持ち込みでバタバタとした事、新年の家族例会では、
新しいマジックが披露できた事、楽しい企画を有難うございました。
⑨松下委員長の出席・唱歌委員会では、今年は私の声かけが及ばず、欠席者が多くて報告
しにくかったでしょうが一年間有難うございました。
⑩村上委員長のプログラム委員会では、一年間様々なプログラム企画有難う御座いました。
恒例の年配の方からの卓話大変素敵でしたね。有難うございました。
⑪三枝委員長のクラブ会報・広報委員会では、毎週休みなく週報の作成お疲れ様でした。
今年は経費の削減にも、貢献して頂きありがとうございました。
⑫坂口委員長の増強・職業分類委員会では、拡大という事で一年間大変だったと思いますが、
色々な方に声掛けをして頂き有難うございました。
⑬会計の（内海）さんには、当初予定にない兵庫五国ワールドの協賛金始め、色々な面で
イレギュラーがありましたが、お金のやり繰りを考えて頂き有難うございました。
⑭副幹事の櫻井さんには、しつかりとした例会進行を 1 年間して頂きました。いつも助け
て頂き有難うございました。
⑮最後に大橋会長には、幹事職を与えて頂いて本当に有難う御座いました。
会長が折角考えてくれた楽しい例会企画や、MY ロータリーの登録等が出ませんでした。
もう少し時間があると思ってましたが、出来ずに今日になってしましました。すみませ
んでした。
頼りない幹事ですが、大橋会長の時に幹事が出来て良かったです。
会長の楽しい話は元より、アイデア力、特に決断力と何でもすぐにやる姿は、大変勉強
させて頂きました。有難うございました。
その他皆様にも多大なるお力添えをいただき、感謝申し上げます。
最後になりますが、今年は幹事という事で、さまざまな場所に参加し、良い思い出が沢
山出来ました。
地区では、他クラブの方と交流をし、懇親会では、いつもの様に頭にコップを乗っけて
皆さんに覚えて頂きました。

又、JC の時の仲間と再会でき、昔話で盛りあがったり、ある先輩には、同窓会をして下
さいと声をかけたら、実現する事が出来、7 年ぶりにみんなで集まる事ができました。
昨年も色々学びましたが、今年もロータリーを通して、直ぐやる行動力や、素晴らしい
奉仕の心など、たくさん学ばさせて頂きました。
無事退任の挨拶が出来る事を嬉しくも少し寂しく思いますが、最後
は僕らしく、締めくくり、幹事のバトンを櫻井さんへ渡そうと思いま
す。
一年間有難うございました。

櫻井 宣孝

大橋会長、青柳幹事、一年間ご苦労様でした。大変
お世話になりました。来年も頑張ります。

大橋 卓司

都倉
田中
田中
西田

本日は、国際ロータリー 2680 地区ガバナー矢野宗司
様、随行の地区総務幹事前川忠範様、ようこそお出
で下さいました。
本年度は大へんお世話になりありがとうございました。
また、会員の皆様には、あと一回創立記念例会を残し
ますが、ホームでは今日が最後ということで、おかげ様
で楽しい一年間をありがとうございました。心より御礼
申し上げます。

青柳

達殊・庄司
武・廣瀬 明正
浩行・濵田 喜重・藤本 明久
伸明・村上 則宏・坂口 嘉久
光衛・矢野
聡・菊地 敬子

大橋会長、青柳幹事様一年間ご苦労様でした。
次年度は、佐野会長、櫻井幹事様宜しくお願い致し
ます。

西中 亮二

淳

大橋会長、青柳幹事一年間お疲れ様でした。
又、矢野ガバナーの大活躍ありがとうございました。
藤本会員、長いおつきあいありがとうございました。

会長、理事役員、メンバーの皆様。一年間お世話に
なり有難うございました。

後藤 宗久（高砂 R.C. 幹事）

松下 和雄

高砂青松 R.C.の皆様、この一年間お世話になりまし
た。
又、先日行われました、高砂青松 R.C.・高砂 R.C. 合同
ゴルフコンペにも、多数参加をいただき、ありがとう
ございました。
本当に久しぶりに勝利をさせていただき、高砂 R.C.内
でも大いに盛り上がっています。又来年度も青松
R.C.の皆様と楽しく交流をさせていただきたいと思い
ます。
本当に、ありがとうございました。

約一ヶ月間休みまして申し訳ありません。志方さん、
ありがとうございました。

志方 正昭・柿木 國夫・吉川
中谷 利幸・内海
薫
阪本会員、昨日は大変お世話になりました。

森脇 祥文

早退します。

佐野 栄作

大橋会長、青柳幹事さんおつかれ様でした。次年度、
どうかサポートよろしく御願いします。

藤本 明久

平成18 年７月5日に入会以来、13 年間、皆様に助け
られ、この日を迎えました。皆様のご厚情、ご鞭撻に
対し、御礼申し上げます。退会後も高砂に対する思
いは変わりはなく、微力ながら尽くして参りたいと存
じます。
今後ともこの若輩に対しご指導ご鞭撻をお願いする
と共に、今後、益々の高砂青松 R.C.の発展をお祈り
申し上げます。

プログラム予定 ◇

◇

7 月 3 日（水）会長・幹事就任挨拶
7 月 10 日（水）臨時総会・ガバナー補佐訪問就任挨拶・高砂 RC 会長、幹事来訪
7 月 17 日（水）休会【定款第８条第１節（ｃ）による】
7 月 24 日（水）各委員会事業説明
●●

会

弘

幕の内弁当と鱧の吸物
海鮮ばらちらし寿しとしじみ汁
ローストビーフ丼とミネストローネ
天おろしそばといなり寿し

● 近隣クラブインフォメーションは、高砂青松ロータリークラブのホームページにてご確認ください。 ● ● ●
長

例会日時
事務局

佐

野

栄

作

毎週水曜日

幹

事

12：30

高砂商工会議所内

櫻

井

例会場

〒 676-0064

宣

孝

クラブ会報・広報・記録委員長

高砂商工会議所会議室（2F）

高砂市高砂町北本町 1104

青

柳

電話（079）443-0500

淳

