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ロータリーソング ｢われらの生業｣ 

来客紹介 親睦委員会 

入会式 

連続出席表彰 

寄付認証伝達 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『年男の弁Part１』 山本 忠男 会員/久保 豊年 会員 

 
本日、大賀 嘉章会員の入会式を執り行いました。 

 

大賀 嘉章 会員 

（おおが よしあき） 

大賀社労士・行政書士事務

所 代表 

職業分類：社会保険労務士 

所属委員会：親睦委員会 

推薦者：谷本会員・東会員 

 
今月は職業奉仕月間です。 

職業奉仕についてﾛｰﾀﾘｰの色々な文献を見てみましたら解りにくく書い

てあるものが多かったので私なりに簡単に解釈すると、日々の仕事を通じ

て世の中に貢献する。他人の為に何かすることを責務として行うことで、こ

れはﾉﾌﾞﾚｽｵﾌﾞﾘｰｼﾞｭということではないかと思います。 

職業奉仕の基本理念は１９１５年ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ大会でﾛｰﾀﾘｰ倫理訓とい

う形で表現されましたが、その内容に宗教的な表現があったのと厳し過ぎ

た為に姿を消しました。その内容は自分の同業者よりも同等またはそれ

に優る完全なｻｰﾋﾞｽをすることを心掛け事業を行うこと。 

やり方に疑いがある場合には負担や義務の範囲を超えｻｰﾋﾞｽを付け加

える事となっており、販売した商品には永久にｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの責任を取ら

なければならない。と言うように現実問題として実行不可能であると批判

されたそうです。 

しかし、この考えに基づいて現代の製造物責任法（ＰＬ法）が出来たそう

です。そして、その倫理訓にかわるものとして１９８９年に「ﾛｰﾀﾘｱﾝの職

業宣言」が採択されたそうです。皆さんこの機会にもう一度「職業宣言」

を読んでみてはいかがでしょうか。 

 
８年 佐々木 会員 

４年 谷本 会員 

１１年 迫 会員（ご欠席） 

 

おめでとうございます！ 

 

 

 
森嶋会員 ＭＰＦ(３回) 

泉 会員 ＭＰＦ(２回) 

上河内会員 ＭＰＦ 

濵本会員 ＰＦ 

小河会員 ＰＦ（ご欠席） 

 

ＭＰＦ＝ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟー ﾙﾊﾘ

ｽ･ﾌｪﾛｰの略 

ＰＦ＝ﾎﾟー ﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰの略 

 

 
炭田会員  第４回米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 

山坂会員･山下(正)会員  第３回米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 

粟屋会員  第２回米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 

河本会員･佐々木会員  第１回米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 

■本日の例会      ２０１９年２月７日（木）   第２３８５回 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来客紹介 親睦委員会 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

誕生月会員お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『誕生月会員ｽﾋﾟー ﾁ』 

『年男の弁Part２』 池上 隆三 会員/古田 裕三 会員 

『国際奉仕事業について』 国際奉仕委員会 

前々回例会報告 ２０１９年１月１７日（木） 第２３８３回 

入会式 

会長時間         会長  三保 二郎 

連続出席表彰 

ロータリー財団寄付認証伝達 

米山記念奨学会寄付認証伝達 
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《ご案内》 

*２月２１日(木)に広島西ＲＣとの合同例会を開催します。ご案内を

お送りしていますので、多数のご参加をお願いいたします。 

《お知らせ》 

*次週は３ＲＣ合同夜間例会です。 

*２月２日（土）に開催されますＩＭの出欠についても変更のある場合

は早めにお知らせ下さい。 

《ＢＯＸ配布物》 

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌 

 
５０周年実行委員会  

*例会終了後、実行委員会を開催します。 

会報ＩＴ委員会  桑原会員 

*ﾛｰﾀﾘｰの友１月号のご紹介 

 
☀自主申告 

三保会員・久保(豊)会員・塩本会員・小林(直)会員・竹内会員・堤会

員 大賀嘉章さん、ご入会おめでとうございます。これから共に親睦と奉

仕活動を楽しみましょう！ 

大賀会員 本日、入会させて頂きました大賀嘉章（おおが よしあき）と

申します。分からないことがわからない状況ですが、今後ともよろしくお願

い申しあげます。 

谷本会員 大賀さん入会おめでとうございます。改めてよろしくお願いしま

す。 

杉町会員 大賀さん、ご入会おめでとうございます。一緒にﾛｰﾀﾘｰ活動

を楽しみましょう。 

下川会員 大賀さん、広島北ＲＣへようこそいらっしゃいました。これから

一緒に楽しんでいきましょう。 

山坂会員 ６４才の誕生日です。健康に気をつけて頑張ります。 

佐々木会員 お陰様で入会させて頂き早いもので８年が経ちました。こ

れからもﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しんでいきますので宜しくお願い致します。 
久保(豊)会員 還暦のお祝いありがとうございました。 

浦会員 早退します。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

『年男の弁 Part１』 
 

山本 忠男 会員 １９３５（昭１０）年生れ 

 
 

 

 

久保 豊年 会員 １９５９（昭３４）年生れ 

私は昭和３４年生まれですので、

昭和の時代を３０年生きて、平

成を３０年生きたことになります。

つまり今年が還暦の年で、元号

が変わりますので、新しい元号で

あと３０年生きることができれば９

０歳になります。 

長く生きることが重要だとは思いませんが、還暦を迎えて残りの人生

で社会に対して有益な軌跡を残すことが出来るよう尽力したいと思い

ます。 

 

前  唯信 会員 １９４７（昭２２）年生れ 

今年で６回目の年男を迎えます。昭和２２年生れの団塊の世代第

１期です。戦争も原爆も知りませんけど戦後のまだ貧しかった時代の

記憶はあります。昭和・平成と生きてきましたが、何故かしら昭和の

時代が懐かしくてなりません。３０代から４０代にかけ気力・体力とも

充実した時期でもあり、ｵｲﾙｼｮｯｸ、ﾄﾞﾙｼｮｯｸ等景気の変動はあった

もののﾊﾞﾌﾞﾙ時代へと総じて右肩上がりの経済に助けられ順調に仕

事が出来たからだと思います。 

最近では正月を迎えるたび「正月は冥土の旅の一里塚目出たくもあ

り目出たくもなし」の心境で、ふといつまで生きられるんだろうと考えるこ

とがあります。 

終活というのでしょうか、人生の整理整頓も概ね終わり、いつお迎え

があってもいいように心の準備は出来ているつもりですが、本心は一

日でも長く元気で長生きしたい、そしてピンピンコロリを念願する今日

この頃です。次回も年男のｽﾋﾟｰﾁが出来ますよう精進して参りたいと

思います。 （当日はご欠席のため、原稿を預かりました。） 

 

広川  滋 会員 １９３５（昭１０）年生れ （当日はご欠席） 

 

 

 

広島陵北ＲＣ・広島安佐ＲＣ・広島北ＲＣ 

３ＲＣ合同夜間例会並びに懇親会 
■例会 

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング ｢奉仕の理想｣ 

物故会員黙祷 

来客紹介 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ会長挨拶 広島北ＲＣ会長  三保 二郎 

幹事報告 

点鐘 

幹事報告         幹事  塩本 能尚 

委 員 会 報 告 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 

《職業ニコニコ》 

藤原会員 ５０周年記念ｵﾘｼﾞﾅﾙｼﾞｬｹｯﾄを作製させて頂くことにな

りました。本日、採寸を行っております。まだお申込み頂いていた方

でもお申込みと同時に採寸させて頂きますので、是非、よろしくお願

い致します。 

当日計 16,000 円  累計 1,368,000 円

卓話時間 

■出席報告 出席委員会 

２０１９年１月１７日（木） 会員数 ９８名 

出席  ８１名  欠席  １６名 

来客   １名  ゲスト  １名 

１２月２０日例会 修正後出席率 １００％ 

１２月平均出席率 １００％ 

■お客様ご紹介 親睦委員会 

久保 弘睦 様（広島陵北） 

黙 祷 
 

広島ＲＣ松林 清春 会員（㈱御菓子所高木 取締役会長）

が、去る１月１５日、ご逝去なさいました。（７６才） 

ご冥福をお祈りいたします。 

前回例会報告 ２０１９年１月２４日（木） 第２３８４回 
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■懇親会 

開会挨拶  広島陵北ＲＣ会長  信原 弘 

乾杯 広島安佐ＲＣ会長  石丸 博昭 

食事・歓談 

余興  広島陵北ＲＣ音楽同好会              

 広島北ＲＣバンド同好会 

各クラブ今年度、次年度正副会長幹事紹介 

閉会挨拶 広島北ＲＣ副会長  久保豊年 

閉会 

 
本日は広島陵北ＲＣと広島安佐Ｒ

Ｃとの合同例会ということで私たち広

島北ＲＣがホストを務めさせていただ

きます。 

本年度、広島安佐ＲＣは創立２０

周年を迎えられます。そして、私たち

広島北ＲＣは創立５０周年を迎え、

共に節目の年の合同例会です。周年の特別な合同例会として記憶

に残る会になればと思います。また、広島陵北ＲＣの皆さんとは例会

のﾒｰｸｱｯﾌﾟ協定を結ばさせていただいており、お互いに例会を訪問す

るなど顔を合わせる機会も割とありますが広島安佐ＲＣの皆さんとは

例会日が同じ木曜日なのでなかなかお会いすることが無く今日を楽

しみにしておりました。 

本年度は私共の創立５０周年記念事業として台湾の花蓮でのｸﾞﾛｰ

ﾊﾞﾙ補助金事業が決まり現在進んでおります。これは花蓮県の小さ

な村の水不足を改善するための給水ｼｽﾃﾑの構築をする。という事

業です。このｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金事業は広島陵北ＲＣ様のお世話になり

実現したものです。この様に単独では難しい事業も３ＲＣの仲間と共

にやればより大きな事業が可能になるのではないかと思っております。 

今日は昨年結成した当ｸﾗﾌﾞの北歌団というﾊﾞﾝﾄﾞがﾛｰﾀﾘｰでの初舞

台です。皆さんのお耳を汚さなければと心配しておりますが、この後の

懇親会をしっかり楽しんでいただければと思います。 

 
《ご案内》 

*次週１月３１日（木）は休会です。 

 

 

 

    
 

 

 

 

広島陵北ＲＣ ノーザンヒルズ 
２０１４(H２６)年７月９日、音楽同好会設立と同時に、老化とボケの

防止を口実に結成。初期メンバーは、ギター４名、ベース１名、ドラム

１名。後にキーボード兼ボーカルが加わり、移動もあって現在メンバー

は５名。ベンチャーズの曲を中心に、オールディーズやグループサウンズ

の曲を月２回のペースで練習している。練習場所は、スタジオ・クロス

ロード。年に２回、ライブと称する発表会を開催。最初のライブは２０

１５(H２７)年６月２３日の最終夜間例会。このときはリズムボックスを

使用し、ギター２、ベース１の編成で演奏。２０１９（H３１)年１月９日

には新年互礼会・新入会員歓迎夜間例会にて８回目のライブを行

った。 

 

広島北ＲＣ 北歌団（きたかだん） 
２０１８年７月結成。 

モテるちょい不良オヤジ

をコンセプトに純粋に音

楽を楽しむ同好会。ジャ

ンルは問わず、メンバー

の演奏したい曲を選び、

曲によってボーカル、演

奏者が変わるスタイル。 

メンバーはボーカル３名、

エレキギター１名、アコースティックギター２名、ベース２名、キーボ

ード１名、サックス１名、ドラム２名、アンチエイジング＆ＭＣ担当１

名、以上メンバー１３名。 

主な練習場所はブルーノート。２０１８年１２月２日初ライブ。今

回が２回目のライブ。 

 

次年度は広島陵北ＲＣのホストにより開催されます。 

ホストクラブ会長挨拶  広島北ＲＣ会長 三保 二郎 

広島北ＲＣ幹事報告       幹事  塩本 能尚 

■出席報告 出席委員会 

２０１９年１月２４日（木） 会員数 ９８名 

出席  ７１名  欠席  ２７名 

１月１０日例会 修正後出席率 １００％ 

■次回例会  ２０１９年２月１４日（木） 

卓話 『ｲｻﾑ・ﾉｸﾞﾁが平和大橋高欄の設計に込めた思い』 

    公立大学法人広島市立大学 

    芸術学部 教授 前川 義春 氏 

食事 幕の内 

懇 親 会 

開会挨拶 

広島陵北ＲＣ会長 

信原  弘 会員 

乾 杯 

広島安佐ＲＣ会長 

石丸 博昭 会員 


