
①創立15周年式典　慰労会       
　今週木曜日（6/17）18：30～　ホテルグラン
ヴィア広島におきまして、創立15周年式典　
慰労会を開催します。ご出席をお願いします。
ご出席をお願いします。       
②創立15周年式典　DVD希望者       
　創立15周年式典、祝賀会、南港RC観光スナ
ップ写真及び集合写真のデータが入った
DVDを作成しました。回覧をまわしており
ますので、ご希望の方は○印をご記入くださ
い。       
 

JA広島総合病院 
院長  福田康彦先生 
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　　　　　　　　　　　　 副幹事　青  木   秀  行 
 
　 
 
　今期の大プロジェクトは、なんと言っても15周年記
念式典の開催です。台北から「南湾扶輪社」をお迎
えしての一大イベントでした。会員皆様の力とアイデ
アを結集し、大成功で幕を閉じられたことは、我がク
ラブの底力と結束をより強く照明するもので高揚感
を十分に味わいました。参加する意義を改めて学び
感じた1年でした。至らぬ副幹事でしたが皆様のお
力におすがりして何とか役を終えることができました。
ご協力に感謝し厚く御礼申し上げます。本当にあり
がとうございました。次年度は幹事として、この雰囲
気を大事にさらなる飛躍へとつなげていきたいと思
います。 
　次に、米山奨学生崔さんが継続認定されたことで
す。カウンセラーとしていろいろな意見がある中で最
高の形で関わりを持てたことに感謝しています。 
　次年度も引き続きよろしくお願いいたします。 
 
 
　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　　　　　　幹事  �  尾    昌  二 
 
 
　一年間大変お世話になりました。 
　思えば、あっと言う間の一年間でした。 
　思えば、ロータリーに入会させていただいた頃、先
輩の幹事は、クラブの全てを把 握し、ロータリーの全
てを理解してクラブの運営をしておられる印象を強く
受けました。 
 これは印象だけではなく、思った通り歴代の幹事は
そのようにされておられました。 
　2009年度の役員の選定の際、私に幹事をという
話があり、これは到底無理なこ とだと思いましたが、「ロ
ータリーには、はい！かYES！」しかないということでし

たので、不安を抱えながらお引受けすることにいたしま
した。 
　実際に就任してからは、幹事はクラブ内だけではなく、
対外的にも窓口となり、他クラブとの交渉をする機会が
あり、同じロータリークラブでありながらも、雰囲気の 違う
クラブを知ることが出来たり、そうした関わりの中で、我
が広島廿日市ロータ>> リークラブがその規模の割りに
活発な活動をしていること等、我がクラブのすばらし さ
に気づかされることなど新しいロータリー感を得ることが
できました。  
　幹事としては、力不足であったことは重々自覚してお
り、会員の皆様にはなにかと ご不便・ご迷惑をお掛け
したかと思いますが、終わりよければ全てよしという言
葉が あるように、今年度は５月の設立15周年記念式典
が開催され、幹事の実力不足の全 てを会長・実行委
員長をはじめ各部長・会員・会員家族・事務局に補っ
ていただく形 で成功裏に終えることができました。もし、
私が非の打ち所のない出来る幹事であったとしたら、あ
れほどの成功と一体 感は見られなかったかもしれませ
ん。正に、「それでこそロータリー」を体感した出来事で
した。 
　また、私自身、諸先輩方から直接、しかも間近で後世
に引き継ぐべき多くのことを 学ばせていただくことがで
きたことが大きな収穫でした。 
　今になってみれば、大変だったことも全て忘れてす
ばらしい記念行事であったとい うことだけが心に残っ
ております。まさに「ロータリーにはまった一 年」でした。 
　この一年間でやり残したことは、もし差し支えなけれ
ば是非何年後かに再度幹事に 選任いただきやり遂げ
たいと思っております。　最後に、私を支えてさった、青
木副幹事・山根副幹事・事務局の檀さん・濱さん にお
礼を申し上げて私の退任の挨拶とさせていただきます。 
 
 
 
　　 
 
 
 
 
 
 

　JA広島総合病院は今年で創立62年を迎えます。
被爆者援護を主目的として50床の佐伯病院とし
て開院以来、廿日市市の発展と共に歩んできま
した。今や当院は、561床の広島県西部地域唯

一の急性期総合病院として、地域住民の健康福
祉の中核施設として機能しています。現在医師
101名、看護師514名他、800名近い職員が働い
ています。 
　医師不足や財政難のため、多くの地方病院は
苦境に陥っていますが、当院は今日まで比較的
順調な経営を維持しています。しかし、近年は
患者の広島市内への流出や、看護指不足などに
より病床利用率の低下と財政悪化傾向に悩んで
おります。また、病院は手狭となり、病院病棟
の老朽化も深刻になっています。 
　5年後を目処に病院の建て替えや機能の拡充
を企画しておりますが、廿日市市の地域再生の
核となれればと考えています。高齢化のすすむ
廿日市市にとって、総合病院はなくてはならな
い施設であり、また、救急医療や小児医療、分
娩などの整備はベッドタウンとして住民誘致に
欠かせない条件であります。今後は廿日市行政
と一体化した病院再開発を目指したいと考えて
いますので、皆様のご支援をお願い申し上げます。 
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於 ： 広島サンプラザ

 
 
　　　　　　　　　　　　会員組織常任委員会 
　　　　　　　　　　　　　　　理事・委員長 
　　　　　　　　　　　大 藤  良 治 
 
 
　会員組織常任委員会の大藤です。 
　本年度の会員増強・会員維持の方針としましては、
純増目標3名を早期に達成するとともに、ロータリー
情報を積極的に発信して、ロータリーの理解と知識
を深めるということで委員一同取組んで参りました。
　会員の皆様には、既にご承知のとおり、本年度は
34名でスタートしましたが皆様の格別のご協力により
まして、早期に2名増強していただき、36名で推移し
たところであります。 
　しかし、残念なことに今月末1名退会ということで
最終的には、純増1名、会員数35名という結果となり
ましたが、本年度第271Ｄ地区　岡田ガバナーから
示された、純増1名の目標は達成することができました。 
　研修リーダーをはじめ、会員皆様から賜りましたご
支援、ご協力に心から感謝申し上げました。退任の
あいさつとさせていただきます。ありがとうございます。 
 
 
 
　　　　　　　　　  クラブ管理運営委員会 
　　　　　　　　　　　   理 事   下  向　繁  美 
　 
 
　皆さん今日は、この1年クラブ管理運営委員会理
事をさせていただきました。 

　下向です、この委員会は三つの委員会で構成
されております、 
　親睦委員会の皆さんには、毎週のお客様への
対応、ご紹介、夜間例会創立15周年の準備打ち
合わせ等に、大変ご尽力頂きました。 
　プログラム委員会におきましては、特に川崎委
員長　近藤副委員長の幅広い人脈とお顔でこの
一年間びっしり卓話時間を埋めて頂き素晴らしい
著名人をお招き頂き、意義あるお話しを聞かせて
いただきました。 
　出席委員におきましては、親睦委員会。プログラ
ム委員会の委員のご尽力により出席率を上げる
事が出来　笑顔で発表していただきました。 
　各委員長　委員の皆様この一年間ご苦労様
でした。 
　 
 
　　　　　　　　　　広報委員会　　　　　　
　　　　　　　　　     委員長 
　　　　　　　　　荒  神 五  師　 
 
 
　この一年間、会員の皆様には原稿依頼等のご
協力をいただき委員会活動が出来ましたこと厚く
御礼申し上げますとともに、当委員会の吉野会員、
上杉会員及び松本会員の皆様には、動きの悪い
委員長に代わり委員会の活発化に力を注いで頂
きましたこと厚く御礼申し上げます。 
　委員会の皆様とロータリーの広報に関して学習
できましたことはロータリーの一つを理解する入口
をいただきました。 
　ありがとうございました。 
 
 
　　　　　　　　　　長期プロジェクト 
　　　　　　　　　　　　　常任委員会 

　　　　　　　　　　   佐  伯　敬  男 
 
 
　1年間皆様のご理解とご協力で、無事退任する
ことになりました。特にこの1年間は各事業がある
中で水保全事業に取り組んできましたが、御手洗
川クリーニング作戦には皆様の協力により、草刈り

や、ゴミ拾い等に気持ちの良い汗を流してもらい、
桜（そめい吉野）を10本植樹しました、そして今年
の4月には元気に花を咲かせてくれました、まさに
廿日市ＲＣここにありといっているようでした、次年
度も継続事業として取り組んでいく予定になって
いますのでよろしくお願いします、1年間ありがとう
ございました。 
 
 
　　　　　　　　　　　　   ロータリー財団常任委員会 

                                                   理事 

　　　　　　　　　河  内　正  晴 
 
　 
 
 
 

 
　　　　　　　　　　　　S.A.A委員長 

　　　　　　　　　久 保 田   幸 恵 
 
 
 
　10年度最後のサンプラザ例会で、スマイルBOX
に多大のご寄付を頂き、お蔭様で、1,046,000集ま
りました。 
　スマイル委員長を務め、理事・役員会会議に出
席し、皆様から頂いた寄付金が、色々なところに使
われ、思いもよらない驚きがあり、この寄付金の使
途をもっと会員の皆様の心に残る伝達方法を考え
ると良いのではないかと思いました。 
　そして、一年間、ご指導下さった川崎　勉さん・
よく通る声で発表してくださった澤井さん・素朴で
さわやかに発表してくださった植田さんありがとう
ございました。 
　何よりもスマイルBOXにごご理解とご協力を下さ
った会員の皆様に心より御礼申し上げます。そし
て皆様を誇りに思います。 
 
 
 
 

★渡邊　英晶　さん 
★有田　伸治　さん 
★下向　繁美　さん 
★松浦　光男　さん 
★松本　　猛　さん 
★佐伯　敬男　さん 
 

★永井　勝康　さん 
★松野　正信　さん 
★大藤　良治　さん 
★�尾　昌二　さん 
★有田　伸治　さん 
★久保田幸恵　さん 
 

①次回例会について 
次回の例会は、6/28（月）18：30～ 
広島サンプラザにおきまして、最終夜間例
会となっております。服装は、クールビズ
でノーネクタイ可能です。 
ご出席をよろしくお願いいたします。 

理事役員　退任挨拶　 
              2009～2010年度　広島廿日市RC 
　                                 会長   渡  邊　英  晶 
 　皆さんこんにちは。今年度も後最終夜間例会を残

すのみとなりました。今年度の会員を一人でも増強
するという課題は、皆様のお力で2名の新人会員さ
んを迎えることができました。どうか、参加する悦びを
感じていただいてロータリーを楽しんでいただきたい
と思います。また今年度は、創立１５周年を迎え、皆さ
んにも準備等でお力をいただきました。感謝いたします。
そして、3年越しの水保全事業は、御手洗川の清掃
および桜の植林という具体的な形で実現いたしまし
た。友好クラブであります台北南港扶輪社さんを広
島に迎えることも出来て、充実した一年間であったと
思います。ひとえに、会員皆様のお力と御努力の成
果であると思います。会長として皆様に御迷惑をかけ、
いろいろ反省すべき点も 
 ございましたが、この一年間は私にとって一生忘れ
ることのできない素晴らしい経験でありました。皆様
にあらためてお礼申しあげます。この経験を次のロー
タリー活動にお役立てしたいと思います。 

退任　あいさつ 
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