
第２５１２回例会
2022年11月10日(木)12:30

黙祷

当広島北RC中川良男名誉会員が、 去る11月8日にご逝去されました。 

中川良男名誉会員は、  当クラブチャーターメンバーとして、 当時最年少の30才で入会され、 
以来53年の永きに亘り、 当クラブの発展に貢献していただきました。 
ここ数年は体調を崩され、 例会への出席が難しくなり
、 今年7月からは名誉会員としてクラブに残って頂きました。  中川良男名誉会員の人柄と功績を偲び、 
謹んで哀悼の意を表します。 

例会

国歌斉唱
ロータリーソング 《われら広島北ロータリー》
四つのテスト唱和 職業奉仕委員会

来客紹介　　　親睦委員会

成田コスモポリタンRC 池田和彦様

遠来からお越しのお客様に当クラブから記念品をお渡しし、 池田様よりご挨拶を頂戴しました。 
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誕生月お祝い

庄子会員・塩本会長・石井会員・岩本会員
樽本会員・武部会員・泉会員・古田会員
三保会員・松野会員

おめでとうございます! 

ロータリー財団寄付認証披露

ポールハリス・フェロー 
樹野会員・浦会員
マルチプル・ポールハリス・フェロー 
畑会員・塩本会長
マルチプル・ポールハリス・フェロー 2回目 
中山会員

会長時間　　会長　塩本　能尚　会員

本日はまずお知らせとお詫びです。 中川良男名誉会員のご葬儀に関することですが、 
ご家族ご親族での家族葬で行いたいとの申し出がございましたので,皆様にお知らせすることなく,昨晩のお通夜に
は私と幹事が出席し,本日11時よりのご葬儀には久永会員と中尾会員のお二人にクラブを代表して出席していただ
いております。 生花と御香典をお供えさせていただいたこともご報告いたします。 
中川名誉会員は1969年当クラブ立ち上げを行ったときのメンバー,チャーターメンバー21名の中のお一人で三度の
大病・手術の中でも退会せず近年では唯一のチャーターメンバーとして活躍されてきました。 
またクラブ創立5周年の時には令夫人聡子様との合作でクラブソング「我ら広島北ロータリー」を作曲されていま
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す。 以来この歌は50年近く歌い継がれてきています。 亡き中川名誉会員のご冥福をお祈りいたします。 

さて、 先週は休会でしたが,先々週10月27日の京都伏見ロータリークラブとの第34回姉妹
クラブ提携継続調印式&歓迎懇親会ではご協力ありがとうございました。 特に岡部委員長率いる
姉妹クラブ友好特別委員会には、 素晴らしいエクスカーションを企画・実施していただき大変感謝しています。 
来広した京都伏見RCのメンバーも満足していると確信しています。 
そして、 江田島の牡蠣作業所で食事のみならず色々段取りいただいた三保会員、 
大和ミュージアムで学芸員を手配いただいた大之木会員にも大変お世話なり,ありがとうございました。 

また,先週の金・土・日曜日には第8回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・広島が開催され,小
林理事/三宅委員長率いる社会・青少年奉仕委員会を中心として金曜日には広島駅と広島空港での日本全国から来
る選手団の出迎え,日曜日には表彰式でのメダル授与と本年度の事業として大変忙しく活躍していただきましたあ
りがとうございます。 
コロナの感染も増えてきています。 
第8波の入り口とかもう既に入っているとか言われていますが色々と留意しながらロータリー活動は継続していき
ますのでよろしくお願いいたします。 

幹事報告　　幹事　　小林　直哉　会員

《理事会報告》
■年次総会について
 12月1日(木)に実施します。 
■12月22日(木)夜間例会並びにクリスマス家族会について
■2月16日(木)3RC 合同例会並びに懇親会について
■所属委員会について
 会員増強職業分類委員会 副委員長 古田会員
 会報IT委員会 チョードリーサマール会員 を配属しました。 
■創立55周年記念事業(ピースプロムナード整備事業)について
※詳細は後日議事録を公開します。 

《BOX配布物》
■ガバナー月信
■広島弁護士会広報誌「つるてんびん」

委員会報告

クラブ総務委員会 
■ 出席報告
会員総数 105名
出席者数 82名
欠席者数 23名 内、 Zoom出席者 3名
来客 1名
例会出席者合計 86名

社会青少年奉仕委員会  三宅(孝)委員長
■ 11/4・11/6事業報告およびお礼

財団プログラム委員会  高井委員長
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■ 100万$食事について

姉妹クラブ友好特別委員会  岡部委員長
■ 10/27調印式について

同好会報告

野球同好会  松野会員
■ 総会 12月17日(土)18:30 やま金

バンド同好会  岡部会員
■ 11/2ライブのお礼

ニコニコ箱の時間　　　松本会員

【来客出宝】 
成田コスモポリタンRC 池田和彦様より  (2枚)
メークアップにお伺いさせて頂き、 また記念品まで頂戴し、 ありがとうございます。 

【会員出宝】 
塩本会員・坪内会員・小林(直)会員・高見会員・赤井会員より  
去る10/27に京都伏見RCとの調印式が無事終了致しました。 
姉妹クラブ友好委員会の皆様のご活躍でエクスカーションも参加者の皆さんに大変好評でした。 また、 
11月4日・6日には社会青少年奉仕の事業としてスペシャルオリンピクスへの支援も実施されました。 
両委員会の会員の皆さま大変お疲れ様でした。 
岡部会員・丸本会員・中尾会員・大之木会員・三保会員・武部会員・宮本会員・川本会員・松野会員・小林(直)会
員より  
10月27日、 京都伏見RCとの姉妹クラブ提携継続調印式前のエクスカーションにおいて、 
塩本会長をはじめ執行部のみなさん、 山内会長エレクト、 樽本会報IT委員長に多大なるご協力をいただき、 
無事終了しました。 また、 懇親会においては多くの会員にご出席いただき、 
久々の親睦を図ることが出来ました。 記憶に残る事業が出来ました。 ありがとうございました。 
小林(孝)会員・三宅(孝)会員・合田会員・島本会員・畑会員・本田会員・荒本会員・川上会員・松本会員・野口会
員・倉本会員・安藤会員・常岡会員・山本会員・三宅(史)会員  
11月4日～6日の3日間開催されたスペシャルオリンピックス事業、 
皆様のご協力で無事に終えることができました。 
お忙しい中ご参加いただきまして本当にありがとうございました。 社会・青少年奉仕委員会一同より
野口会員より  (大枚)
お陰様で、 スペシャルオリンピックス第8回夏季全国大会を盛大に開催することが出来ました。 
開催準備から卓話の時間を頂いたり、 スポンサードを頂いたり、 また大会では選手団のお出迎えに、 
プレゼンターに本当に大きな力を頂きました。 深く感謝申し上げます。 本当にありがとうございました。 
石田会員・久保(豊)会員・岡部会員・中川会員・小林(直)会員・丸子会員・谷本会員・古谷会員・平井会員より  
先週水曜日LIVE CAFE JIVEにて初の単独ライブに、 
たくさんの会員にお越しいただき誠にありがとうございました。 
みなさんと一緒に盛り上がることができました。 今後、 
もっと練習して楽しんでいただける機会を作りたいと思います。 
引き続き温かいご支援よろしくお願いいたします。  バンド同好会一同より
樽本会員より  
京都伏見RCの中井里映子様よりお礼のメッセージを預かっておりますので、 ご披露させて頂きます。 
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『お世話になります。 京都伏見RCの中井でございます。 エクスカーションから夜の懇親会まで、 
皆様が我々を歓迎してくださるお気持ちをすごく感じることができて、 大変ありがたかったです。 
会員の皆様にもどうぞよろしくお伝えくださいませ。 』
久保(豊)会員より  
広島弁護士会が毎年発行している対外広報誌「つるてんびん」を本日配布しました。 
どうか各会社にお持ち帰りいただいて、 従業員さんにも回覧していただけると幸いです。 
私共の会社は本年設立60周年を迎えます。 これまで何とかやって来られたのも皆さんのお陰と感謝いたします。 
そしてコロナのお陰で食品工場を建てる事が出来ました。 
これからも老体に鞭打って頑張りますので宜しくお願いいたします。 
三保会員より  (大枚)
私共の会社は本年設立60周年を迎えます。 これまで何とかやって来られたのも皆さんのお陰と感謝いたします。 
そしてコロナのお陰で食品工場を建てる事が出来ました。 
これからも老体に鞭打って頑張りますので宜しくお願いいたします。 
山坂会員より  
これまでシンガポールで「焼肉屋あぶりや」を出店していましたが、 
11月1日に新たに「天ぷら屋山北(やまきた)」をオープンしました。 
シンガポールにお越しの際は是非お寄りください。 
島本会員より  (大枚)
10月22、 23日の二日で、 四国の剣山、 三嶺と縦走しました。 天気も良く
、 縦走コースとして最高の景色でした。 これで、 百名山四座目となりました。 
常岡会員より  (5枚)
応援しているオリックスが日本シリーズも制し、 日本一になりました。 
近鉄時代から応援している自分にとって、 バッファローズとして初めての日本一になったのが最高の喜びです。 
チームスローガンの「全員で勝つ」を胸に刻み、 自分も頑張っていきたいと思います。 
庄子会員より  
お祝いいただきありがとうございます。 早いもので71歳になりました。 これからもよろしくお願いします。 
塩本会員より  (3枚)
誕生祝いありがとうございます。 +10月が創業月でしたが、 
委員長から言われていたのに失念していたのでペナルティを込めて
古田会員より  
本日は誕生日をお祝いしていただきありがとうございます。 
70歳までの城めぐりの目標目指して道半ばですが楽しんで制覇を目指します。 ありがとうございました。 
樽本会員より  
誕生日のお祝いをして頂きありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。 
武部会員より  
誕生月会員の一言スピーチをさせて頂きます。 よろしくお願いいたします。 
松野会員より  
本日は誕生日を祝って頂き、 ありがとうございます。 
丸本会員より  
今年も妻の誕生日に素敵なお花が届いて大変喜んでいました。 ありがとうございました。 
川本会員より  
先日は妻の誕生日に素敵な花を頂きありがとうございました。 大変喜んでいました。 

卓話時間

『誕生月会員スピーチ』
庄子会員・塩本会長・樽本会員
武部会員・古田会員・三保会員・松野会員

『ロータリー財団の最新情報』
財団プログラム委員長 高井会員
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