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前回例会報告
第２４５９回例会

２０２１年４月２４日（土） １２：３０～

【創立５２周年記念例会並びに懇親昼食会】

点鐘

来客紹介

連続出席表彰

創立記念例会特別表彰

会長時間

幹事報告

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会

点鐘

懇親昼食会開会

開会挨拶 担当理事  吉永会員

乾杯 幹事  下前会員

余興  ギター演奏 森本ケンタさん

閉会挨拶 副会長  塩本会員

閉会

例会ではマスク着用を義務としています。

アルコール消毒もお忘れなく！

「創立５２周年に因んで」

皆さん、こんにちは。本日は、我がクラブの

５２周年の誕生日になります。皆さまおめで

とうございます。

中川良男会員を始めとするチャーターメン

バーの皆さまに感謝すると共に、これまで我

がクラブを発展させてくれた先輩会員の皆

様に感謝とお祝いを申し上げます。

さて、４月１９日は、ロータリー創始者のポール・パーシー・ハリスの誕生日です。彼がロータ

リーを始めようと思ったきっかけとなった出来事があります。

「ある晩、私は同業の友人につれられて、郊外の彼の家を訪れました。夕食後、近所を

散歩していると、友人は、店の前を通るごとに、店の主人と名前を呼んで挨拶するのです。

これを見ていて私は、ニューイングランドの私の村を思い出しました。そのとき浮かんだ考え

は、どうにかしてこの大きなシカゴで、さまざまな職業から1人ずつ、政治や宗教に関係なく、

お互いの意見を広く許しあえるような人を選び出して、親睦をはぐくめないものだろうか、と

いうことでした。こういう親睦は、必ず互いに助け合うことにつながります。」

ロータリーへの私の道

One evening I went with a professional friend to his suburban home. After dinner as 

we strolled about the neighborhood my friend greeted by name various tradesmen at 

their trade stores. This reminded me of my New England village. The thought came to 

me, why not in big Chicago have a fellowship composed of just one man from each of 

many occupations, without restrictions as to their politics or religion, with broad 

tolerance for each other’s opinions? In such a fellowship could there not be mutual 

helpfulness?

My Road to Rotary

そして、彼が職業奉仕について語った言葉があります。

「社会に役立つ人間になる方法はいろいろありますが、最も身近で、しばしば最も効果的

な方法は、間違いなく自分の職業の中にあります。」

The National Rotarian 1912 年 1 月号

Of all the hundred and one ways in which men can make themselves useful to society, 

undoubtedly the most available and often the most effective are within the spheres of 

their own occupations.

The National Rotarian, January 1912

つまり、ロータリーは親睦から始まり、次に職業奉仕が来たことがよく分かります。

我がクラブには、最近の普遍の価値観として、「明るく調和のとれた居心地の良い楽しいク

ラブ」があります。これはまさしく、ポールハリスがロータリーを創ろうとした動機と同じではな

いでしょうか？

そして、会員各自の職業を通じてお金儲けではなくて、社会の役に立つようにしましょう。

本日は、創立５２周年に因んだお話をさせていただきました。

これで会長時間を終わります。ご清聴ありがとうございました。

【本日の例会 第２４６０回例会】

２０２１年５月１３日（土） １２：３０～

オンライン配信例会

【例会プログラム】

点鐘

誕生月お祝い

会長時間

幹事報告

同好会報告

ニコニコ箱の時間

点鐘

【出席報告】  クラブ総務委員会

２０２１年４月２４日（土） 会員総数 １０３名

リアル出席 ７０名  その他出席 ３３名

ゲスト １名

【来客紹介】  親睦委員会

耿 萌 さん

会長時間   会長  久保 豊年
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３５年 上野会員・３１年 岡崎会員・３０年 炭田会員・

１５年 上河内会員・７年 下川会員・５年 小林直哉会員

２年 西開地会員・赤井会員

また、３５年 上野会員・３０年 炭田会員・１５年 上河内会員に

は別途永年連続出席の表彰をさせて頂きました。

４０年以上在籍の皆様に感謝の意を込めて花束をお贈りさせて頂

きました。

１９６９年４月２４日入会 中川 良男 会員

１９７１年５月１３日入会 山本 忠男 会員

１９７６年２月１９日入会 久永  洪 会員

１９７７年２月１６日入会 原田 義弘 会員

１９８０年１月２４日入会 土井 洋二 会員

また、１９７１年５月に入会されてから、連続出席を続けてこられ、

連続出席５０年を迎える山本会員を表彰させて頂きました。

なお、今回は代理で中

尾会員に記念のトロフ

ィーを受け取って頂き、

山本会員からのメッセ

ージを発表して頂きま

した。

本日、会場に来られなかった皆様にはご自宅にお花をお送りさせて

頂きました。

【報告事項】

*次回例会は５月１３日(木)です。

【お知らせ】

*５月例会の出席方法の確認をFAXでお送りしています。

*本日、例会にお越し頂いている米山奨学生 耿 萌 さんのご

紹介は改めて行います。

*次年度会員名簿を作成するために、校正紙を郵送しますので、

期日までに返信をお願いします。

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】

久保豊年会員・塩本会員・下前会員・濵本会員・渡部会員

本日は広島北 RC 創立５２周年です。皆様おめでとうございま

す。例会後の懇親昼食会では親睦委員会の皆様宜しくお願い

します。

吉永会員・丸子会員・吉田会員・増田会員・山内会員・赤木

会員・高井会員・平井会員・三宅会員・川本会員・松野会員・

野口会員・岩本会員 コロナ禍で活動自粛が続いていましたが、

本日は創立５２周年記念例会のアトラクションとして、久しぶりに

親睦事業ができます。会員の皆様、ゆっくりお楽しみください。

土井会員◆ 創立５２周年記念日に際し、祝って頂きありがとう

ございました。

上野会員☆ お陰様でロータリー会員歴 35 年を迎えることが出

来ました。皆様方には長い間大変お世話になりました。心から感

謝申し上げます。

岡崎会員 ５２周年おめでとうございます。３１年間、何とか連続

出席出来ました事、皆様の友情に感謝します。

炭田会員 チャーターメンバーであった父の後、入会させて頂きま

した。もう３０年になるのかと驚いています。これからもよろしくお願

いします。

上河内会員◇ こんにちは！上河内です。創立５２周年を皆様

と一緒にお祝い出来ず申し訳ありません。本日は永年連続出席

１５年表彰をしていただきありがとうございました。今回タイミング良

く１５年が追加されて、日頃の行いの良さがこんなところにも出てく

るんだと喜んでいます。コロナに気をつけて、こらからも頑張っていき

たいと思います。皆様もコロナには充分気をつけてください。

下川会員 連続出席７年の表彰を頂きました。１０年表彰を目

指して頑張ります。

小林直哉会員 本日、連続出席の表彰をして頂き、ありがとうご

ざいます。まだまだ５年という短い期間ですが、多くの経験をさせて

頂きました。今後ともよろしくお願いいたします。

西開地会員 本日、連続出席２年の表彰をして頂きました。こ

れからもよろしくお願いいたします。

庄子会員 創立５２周年おめでとうございます。

下前会員 前回の年男の弁の出宝を忘れておりました。

高井会員 前回の例会の年男の弁では、ニコニコを失念し申し

訳ありませんでした。皆様の前でお話する機会をいただき有難うご

ざいました。

谷本会員 この度、弊社㈱３Ｒにて酸素ボックスメーカー タイム

ワールド社の広島総代理店となり、酸素ボックスの販売、リース、

レンタルを行う運びとなりました。商品についてのパンフレットを会

場入り口に置いていますので、興味のある方もそうでない方も是

非お持ち帰り下さい。

次年度幹事報告   次年度幹事  吉永 征史

幹事報告    幹事  下前 嘉彦連続出席表彰

創立５２周年特別表彰
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樹野会員 先日、安佐 RC より弊社にオンライン例会開催の支援依

頼を頂きました。てっきりコロナ対策かと思っていたのですが、病床に伏

しておられる会員を何とか出席させてあげたいとのことでした。ロータリ

ークラブの絆に大変感動したので、出宝します。

当日計 ５２,０００円  累計 ８８１,０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円


