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前回例会報告 
第２４０６回例会 

 ２０１９年８月１日（木） １２：３０～ 
 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和  職業奉仕委員会 

来客紹介 

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 

『誕生月会員スピーチ』 

『就任挨拶Part２』  理事役員委員長 

 

 

 

 

 
 

皆さん、今日は。お客様におかれましては､どうぞごゆっくりお過ごしください。 

夏の高校野球は、広島商業高校が２００４年以来１５年ぶりに甲子園出場を決めました。

決勝戦の相手の尾道高校のエース井上投手は準決勝までの５試合で失点がわずか４点

の好投手で、井上投手を見事打ち崩して広島県代表の座を掴み取った広商チームには

古豪復活を期して､甲子園でも是非大暴れして欲しいと思います。 

今月１ヶ月、広商とｶｰﾌﾟが広島の街を大いに盛り上げてくれるよう皆で応援しましょう。 

さて、青少年奉仕委員会の事業として今年も来週５日(月)に、２０１３-１４年度(庄子会

長年度)から６年連続で支援を続けている「小さな祈りの影絵展」を行います。５日(月)、

１７時２０分に元安橋東詰に集合となっています。今後も継続して支援していけるよう、当

ｸﾗﾌﾞとして出来る限りのことはしていきたいと思っておりますが､諸事情により今年度が最

後の展示になるかもしれませんので、まだ一度もご覧になっていない方は、是非足を運ん

でみて下さい。 

来週はもう一つ、８日(木)の例会がｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問で晝田ｶﾞﾊﾞﾅｰが来られます。晝田

ｶﾞﾊﾞﾅｰには例会での卓話並びに例会後のﾌｫｰﾗﾑでご指導頂くことになっています｡ﾌｫｰﾗ

ﾑは､｢ﾒｰｸｱｯﾌﾟ期間定款変更の対応について」「青少年奉仕事業について」「奨学育英

資金事業について」「出席の必要性とそのあり方について」の４つの議題でﾌｫｰﾗﾑを開催

します。何れの議題も当ｸﾗﾌﾞの将来にとって重要な課題ですので、特に入会３年未満の

会員の皆さんには是非ご参加頂きますようお願い申し上げます。 

先週の会長時間でも申し上げましたが、今年の夏も猛暑が続きそうです。私自身も主治

医の炭田先生から「細めに水分と塩分を取るように。」とご指導頂き、日々心掛けている

つもりですが、皆さんも体調管理には充分ご留意ください。 会長時間を終わります。 

 

 

８月誕生月の皆様 

深川会員・石田会員・土井会員・ 

中尾会員・宮本会員・丸本会員・

川上会員・林谷会員・三宅会員 

 

（欠席者：越智会員・畑会員・迫会

員・久保(雅)会員） 

 

おめでとうございます！ 

 

 

また、今月７０才を迎える石田会

員にはｸﾗﾌﾞから記念品をお贈りしま

した。 
 

 

 

【本日の例会 第２４０７回例会】 

 ２０１９年８月８日（木） １２：３０～ 

【例会プログラム】 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 

入会式 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

同好会報告 

ニコニコ箱の時間 

卓話時間  『ガバナー公式訪問』  

国際ロータリー第２７１０地区 

ガバナー  晝田 眞三 氏 

【出席報告】  出席委員会 

２０１９年８月１日（木） 会員総数１００名 

出席  ８８名   欠席  １２名 

来客   １名 

【来客紹介】  親睦委員会 

久保 弘睦 様(広島陵北) 

≪訃報≫ 

広島ＲＣ 山本治朗会員(㈱中国新聞社社主・

代表取締役会長)が、７月２６日(金)にご逝去さ

れました。(７０歳) ご冥福をお祈りいたします。 

会長時間       会長   粟屋 充博 

誕生月お祝い 
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《ご案内》 

*次週８日（木）の例会はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問となっており、例会終

了後にはﾌｫｰﾗﾑも開催いたしますので、多数のご出席をお願い

いたします。 

*地区大会本登録の回答締切は８日（木）です。 

《ＢＯＸ配布物》 

*ガバナー月信 

*在広ＲＣ会員名簿 

 

 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 秋山委員長 

*財団室Ｎｅｗｓ８月号紹介 

青少年奉仕委員会 小林(孝)委員長 

*８月５日（月）・６日(火)と「小さな祈りの影絵展」が開催されます。

諸般の事情により今年が最後の開催となるかもしれません。まだ、

見たことない方は是非会場に足を運んでください。５日(月)には

青少年奉仕員会主催のｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞも開催します。 

職業分類会員増強委員会 神農委員長 

*例会終了後、委員会を開催します。 

 

 

 
 

 

『理事役員委員長 就任挨拶 Part２』 

 

理事・公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員長 

中根弘幸会員 

 
私は、かなり年を取っていますから、この

委員会は不向きだと思っております。Ｐ

Ｃやｲﾝﾀｰﾈｯﾄをそれほど使いこなしても

いませんので、内心不安があります。 

しかし、会報・ＩＴの池久保さんは本当に熱心な委員長さんですし、

公共ｲﾒｰｼﾞの松田さんは、昨年度の常任委員長さんですから、分か

らなければ相談させてもらおうと思い、受けさせていただきました。 

そのため、事業計画についてもお二人の委員長に丸投げの状態です

が、それぞれの委員会で完璧な事業計画を立てておられますので、

安心しております。私は、ﾒｰﾙ等の送られてくる提案に対し、「とても

良いと思います！」と相づちを打つだけの状態で、この一年楽をさせも

らおうと思っておりました。 

ところが、私の本業の方で最近大きな変化が起こってきまして、裁判

のＩＴ化なるものが進展しております。これから５年以内に民事裁判が

根本的にＩＴ化されます。誰でもネットを通じて裁判が起こせ、弁論も

裁判所へ行くことなくﾏｲｸﾛｿﾌﾄﾁｰﾑｽというﾁｬｯﾄを通じて参加するこ

とになります。既に広島では裁判所と弁護士会が、７月１０日に模擬

裁判を行い、来年２月以降は現実の裁判において実施することが決

まっております。そういう時代ですから、公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員会の委

員長に就任させていただいたことを契機として、自分自身ＩＴ化の勉

強させてもらいながら、自分の業務にも役立てようと思いますので、一

年間よろしくお願いします。 

 

会報･ＩＴ委員長 池久保典也会員 

 

本年度、会報・IT 委員会は広島北Ｒ

Ｃの活動を、会報、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を活

用しながら魅力的にｸﾗﾌﾞ内に向けて情

報を発信して参ります。具体的には、

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会 

 

【会員出宝】 

粟屋会員・杉町会員・島本会員・藤原会員・樽本会員 

①最近急激に暑さが厳しくなり熱中症の心配も出てきました。

しばらく暑さは続くようですが、体調管理に十分留意され、

暑さに負けず楽しい夏をお過ごしください。 

②石田会員、古稀誠におめでとうございます。これからのご健

勝をお祈りいたしますとともに私たちへのご指導ご鞭撻の程、

よろしくお願いたします。 

上河内会員 本日、就任挨拶をいたします。一年間宜しくお

願いします。 

大之木会員◇ 遅くなりましたが、先月の誕生日のお祝いを

頂きましてありがとうございます。来年はいよいよ後期高齢者の

仲間入りとは・・・。 

土井会員 誕生日を祝っていただきありがとうございます。これ

からも宜しくお願いします。 

石田会員 ７０才ﾊﾞｰｽﾃﾞｨありがとうございます。少しがんばり

ます。 

林谷会員･高見会員・武部会員 石田会員、古稀おめでとう

ございます。 

林谷会員 今月で４４歳になります。挨拶緊張しますが、よろ

しくお願いします。 

三宅会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

宮本会員 本日は誕生日のお祝いを頂きましてありがとうござ

います。これからもﾛｰﾀﾘｰ活動を頑張ります。 

丸本会員 今月で５２才。早いもので入会１１年目。今年は

謙虚さと感謝する１年にしたいと思います。引き続きよろしくお

願いします。 

篠崎会員 先日、家内の誕生日にはｽﾃｷな花をありがとうご

ざいました。５０代最後の誕生日を名残り惜しがっていました。 

岡崎会員・上野会員・杉町会員・山坂会員・神農会員・坪

内会員・竹本会員・島本会員・越智会員・森会員 お陰様

で広商１５年振りの甲子園出場が決まりました。ご支援ご声

援の程、よろしくお願い致します。 

山本会員◆ 広商甲子園出場おめでとうございます。甲子園

で頑張ってください。 

荒本会員･篠崎会員・樹野会員・藤澤会員・松本会員・下

川会員･山内会員 広商出身の皆様、１５年振りの優勝おめ

でとうごいます。甲子園での活躍も期待しています。 

谷本会員 心機一転、ﾆｺﾆｺとﾆｺﾆｺさせていただきます。 

会報ＩＴ委員会一同(中根会員・池久保会員・森嶋会員・山

田会員・深川会員・秋山会員・岡田会員・桑原会員) 暑中

お見舞い申し上げます。 

ﾆｺﾆｺ委員会一同(泉会員・藤田会員・古田会員・菊地会

員・樹野会員・丸本会員・武部会員・下川会員) ８月はお

盆休みやご氏族の帰省等、楽しい行事が目白押しです。 

会員皆様の身近なﾆｺﾆｺを是非、お知らせください。暑い日々

が続きますが、熱中症対策をされて、楽しい８月をお過ごしくだ

さい。 

島本会員 先週の例会の司会で最後のＳＡＡのﾊﾟｰﾄを飛ば

してしまいました。構えて準備していた上河内さん、すみません

でした。 

塩本会員 早退しますので。 
 

当日計 ６７,０００円  累計 ２６７,０００円 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

幹事報告       幹事  島本 章生 

委員会報告 

卓話時間 
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週報を毎週ごとにﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載し、情報を発信すると共に、ﾎｰ

ﾑﾍﾟｰｼﾞの有効活用をして参ります。また、毎月第２例会にて『ﾛｰﾀ

ﾘｰの友』誌の注目記事のご紹介をさせて頂きます。ﾛｰﾀﾘｰの友月

間の９月の第２例会では、ﾛｰﾀﾘｰの友事務所より編集部の方をお

招きし、『ﾛｰﾀﾘｰの友』誌について卓話をして頂きます。また、ｸﾗﾌﾞ

で成功させたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの情報（活動の詳細やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に費や

した時間、募金額など）をﾏｲﾛｰﾀﾘｰに投稿して参ります。中根常

任委員長をはじめ、松本副委員長、そして委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆さま

からのお力を頂きながら、一生懸命頑張って参ります。一年間、どう

ぞ、宜しくお願い致します。 

 

公共ｲﾒｰｼﾞ委員長 松田宜久会員 

 

当委員会はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞそして従来から

の方法である新聞・ﾏｽｺﾐ・ＳＮＳ等駆

使して時代に合ったやり方で対外的に 

北ﾛｰﾀﾘｰの活動を発信していき公共

的ｲﾒｰｼﾞと認識の向上に努めてまいります。 

その中で１つの事業が１１月３日に開催されます「ひろしま平和国際

ﾏﾗｿﾝ」です。本年度も公共ｲﾒｰｼﾞの委員会が担当致します。ｸﾗﾌﾞと

ﾛｰﾀﾘｰ活動認識向上に向けてお揃いのＴｼｬﾂを着て走りましょう!! 

健康増進も兼ねて、家族・友人・社員さんにも声掛けして頂ければ

幸いです。そして奉仕活動に関しては奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの小委員会と連

携し広報活動を推進してまいります。魅力的な広報活動を今年１

年行って参りたい所存ですので何卒宜しくお願い致します。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ財団米山奨学常任委員長 

山内盛利会員 

 

ﾛｰﾀﾘｰ財団米山奨学常任委員会の

役割は、会員にﾛｰﾀﾘｰ財団並びに米

山記念奨学会に関する理解を深めて

頂き、その活動に貢献すること、即ち財団と奨学会への寄付を促す

ことにあります。 

秋山委員長率いる財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小委員会、そして中川委員長率

いる米山奨学小委員会がしっかりとその役目を果たされるよう、常任

委員長の立場でしっかりとﾘｰﾄﾞ･ｻﾎﾟｰﾄしていく所存です。 

また当ｸﾗﾌﾞでは昨年度より国際奉仕事業を行う上でｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助

金を活用する方向性が打ち出されています。その為にも財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ小委員会並びに国際奉仕委員会のｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝが円滑に出来る

よう、常任委員長の立場で務めを果たす所存です。 

一年間、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

秋山竜一会員 

 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会の役割は、端的

に申せば会員の皆さんからの寄付を集

めることです。あとは従来からの寄付金

集めと同時に、昨年よりｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金の活用に実績ができました

ので、補助金取得の支援も大切な仕事であると考えております。 

そのうえで、財団への寄付がなぜ必要なのか、また寄付が具体的に

何に使われているのか、皆さんの時間を少しだけ頂きながら、 

「ただの寄付」ではなく、「納得ある寄付」になるよう横糸をつけてゆく

のが理想であると思います。 

まずは当面の事業として、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金取得の支援、近年入会

者への財団説明会、財団月間を使った告知活動などを山内常任

委員長と委員の皆様と行って参りたいと思いますので、ご理解ご支援

のほど、よろしくお願いします。 

 

米山奨学委員長 中川良浩会員 

 

当委員会の事業内容としましては、１

０月の米山月間において、米山の歴史

や意義について会員皆様にお伝えする

機会をいただき、一人でも多くの会員に

ご理解とご協力をいただき、地区設定の目標額を達成できるよう努

めてまいります。山内理事のもと、吉永副委員長、下前委員、桑村

委員、古谷委員に助けてもらいながら頑張って参ります。 

 

会計長 中山昌実会員 

 

会計長として、クラブ資金の収支状況

を常に把握し、予算に則した適切な運

営が図られているか検証し、財政状況

を理事会に報告いたします。 

各委員会も予算を考慮の上、積極的な事業活動をお願いします。 

 

副会計 林谷浩二会員 
 

一昨年１０月に入会させて頂き、早や

１年１０か月になります。島本幹事から

の「そんなに仕事はないから、よろしく

ね。」などという言葉に乗り、二つ返事

でお引き受けした次第ですが、役割がないのにポストがあるわけがな

いと思いますので、できることを一生懸命に務めて参りたいと思います。

まだまだ分からないことが多く、ご迷惑をおかけすることが少なくないと

思いますが，中山会計長とともに、ｸﾗﾌﾞ予算の適正な執行のお役に

立ちたいと思います。引き続き，皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますよう

お願い致します。どうぞ本年度１年間宜しくお願い致します。 

 

Ｓ.Ａ.Ａ.長 坪内昭吉会員 

 

上河内・森両副 S.A.A と共に本年度、

粟屋会長の掲げられております「新たな

ステージへ、確かな一歩を」の運営方

針のもと、例会を始めとする各会合が

秩序正しくｽﾑｰｽﾞに運営されるよう、会場監督に努めてまいります。 

皆様、1 年間ご指導・ご協力よろしくお願い致します。 

 

副Ｓ.Ａ.Ａ.  上河内裕司会員 
 

島本幹事から何かやってくださいと言わ

れ、「坪ちゃん何するの？」と聞いたとこ

ろ「ＳＡＡ長をお願いしてます」と聞きす

ぐ副ＳＡＡをやりますと立候補しました。 

今回で副ＳＡＡは二度目ですが、前回は、皆さんに携帯電話を鳴ら

さないように注意をしたにもかかわらず、自分の携帯がなってしまったと

いう大失態を演じてしまいました。今回はそんな事のないように、十分

に注意をして行動をしていきたいと思っております。ということで、もし皆

様に注意する時があれば、必ず相方副ＳＡＡの森さんにお願しようと

思います。それでは、一年間よろしくお願いいたします。 

 

    
副Ｓ.Ａ.Ａ.  森直基会員   副幹事 藤原克実会員 


