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２０１９年９月２６日号

前回例会報告
第２４１１回例会

２０１９年９月１２日（木） １２：３０～

ロータリーソング 「われらの生業」

来客紹介

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 ニコニコ委員会

卓話時間

『ロータリーの友はロータリアンの雑誌』

一般財団法人 ロータリーの友事務所

編集部 熊谷 健太郎氏

２年 菊地会員

１１年 丸本会員

２６年 石田会員

ご欠席

３年 川上会員

６年 武部会員

おめでとうございます！

皆さん､今日は。

先週の例会でも申し上げました通り､今月９月は全世界共通で「基本的教育と識字率

向上」月間ですが､同時に日本に於いては「ﾛｰﾀﾘｰの友」月間でもあります｡｢ﾛｰﾀﾘｰの

友｣月間に因み､本日はｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰとして､ﾛｰﾀﾘｰの友誌の編集委員の熊谷健太郎様

にお越し頂きました｡熊谷様､お忙しい中お越し頂き､ありがとうございます｡

後程の卓話を楽しみにしています｡よろしくお願い致します｡

さて､今日の会長時間は報告を二つお伝え致します。

一つ目は､昨日島本幹事と二人で陵北 RC の創立２９周年記念例会に出席致しました｡

「祝辞を」とのことでしたので､当ｸﾗﾌﾞの創立５０周年記念事業の一つ､台北松山ＲＣとの

台湾での水資源改善事業が陵北RCのご協力のおかげで滞りなく実施出来たことのお礼

を申し上げ､大きな節目となる来年の創立３０周年に向けて益々活発で魅力的なｸﾗﾌﾞに

発展して行かれますように､とお伝えしてきました。

二つ目は､先週末２０日（金）にﾎﾉﾙﾙＲＣのﾎﾟー ﾙ・ｻｲﾄｳ会長を含めて会員７名､ご家族

６名、総勢１３名の方々が広島に来られ､「かなわ」で交流会を開催しました｡

席にお座り頂く所から､予め考えていた通りにいかず､ｽﾀｰﾄは大変でしたが､女将さん始め

ｽﾀｯﾌの皆さんに臨機応変に対応頂き､三保会員には大変お世話になり､ありがとうござい

ました。

又「かなわ」での交流会､翌日２１日（土）の宮島と平和公園観光のｱﾃﾝﾄﾞを担当頂いた

姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員会の吉永委員長始め委員の皆様と交流会に参加頂いた会員

の皆様､並びに２１日(土)の昼食で美味しいお好み焼きｺｰｽを提供頂いた小林直哉会員

にもお礼を申し上げます｡会長のﾎﾟー ﾙ･ｻｲﾄｳさんはとても穏やかな方で､父方の先祖が１

５０年前に広島からﾊﾜｲに移住されたそうで､｢広島には特別な思いがある｣と言っておられ

ました｡又、杉町副会長の双子の兄弟と言っても誰も疑わないほどそっくりなｼﾞﾑさんという

陽気な方もおられ､ﾎﾉﾙﾙＲＣの方々はご家族も含めてﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰで屈託のない方ばかりで､

とても楽しい交流会となり､皆さんには喜んでお帰り頂けたと思います｡

「かなわ」でお会いするまでは､「姉妹ｸﾗﾌﾞになりませんか？」、「ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ協定を結びま

せんか？｣などの誘いがあったらどうしよう・・・・・・､と正直少し戸惑ってもいましたが､全くそ

ういう事もなく､少し拍子抜けした感もありましたが､来年６月にﾎﾉﾙﾙで開催される国際大

会はともかく､当ｸﾗﾌﾞとして今後ﾎﾉﾙﾙに行くことがあれば､この度のﾎﾉﾙﾙＲＣとのご縁が少

なからず何らかの助けになってくれるものと思います｡

会長時間を終わります。

【本日の例会 第２４１２回例会】

２０１９年９月２６日（木） １８：００～

夜間例会並びにお月見親睦会

【例会プログラム】

会長時間 会長  粟屋充博

幹事報告

委員会報告

【お月見親睦会プログラム】

開会挨拶 理事  合田尚義

落  語 古今亭菊丸師匠

演目：片棒

乾  杯 幹事  島本章生

食事・歓談

閉会挨拶 副会長 杉町 孝

【出席報告】  出席委員会

２０１９年９月１２日（木） 会員総数１０１名

出席 ８４名  欠席 １７名

来賓   １名  来客   ２名

【来客紹介】  親睦委員会

熊谷健太郎 様(卓話来賓)

久保 弘睦 様(広島陵北)

井上  進 様(広島陵北)

連続出席表彰

会長時間       会長   粟屋 充博
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《お知らせ》

*次週１９日（木）は「休会」です。次回例会は２６日（木）に半べ

え庭園にて「夜間例会並びにお月見親睦会」を開催します。

《ＢＯＸ配布物》

*１０月例会予定表

*ロータリーの友誌

親睦委員会 小林直哉委員長

*お月見親睦会最終案内

会報ＩＴ委員会 深川会員

*ﾛｰﾀﾘｰの友９月号紹介

横書き

Ｐ１２ 「６６年目のロータリーの友」

Ｐ１３ 「上皇さま、上皇后さまの写真」

Ｐ１８ 「ALOHA ROTARY の紹介」

お時間のある時にでも是非ご覧ください。

ゴルフ同好会 丸子会員

*９月度例会成績発表

優勝 高見会員

釣り同好会 藤澤会員

*１１月２４日（日）大竹市の阿多田島「海上釣り堀」で家族会を

開催します。是非、ご参加ください！

登山同好会 本田会員

*９月２１日（土）１８時からｲﾝﾄﾞ料理「ｶﾅｯｸ」で懇親会を開催し

ます。

『ロータリーの友はロータリアンの雑誌』

一般財団法人 ロータリーの友事務所

編集部 熊谷 健太郎 氏

皆さま、こんにちは。『ﾛｰﾀﾘｰの友』の

編集部、熊谷といいます。お招きいた

だきまして大変うれしい思いです。

今日は私の自己紹介を簡単に兼ね

まして、『ﾛｰﾀﾘｰの友』の簡単な紹介

とさせていただきたいと思います。

先ほどご紹介いただきましたように簡単なﾌﾟﾛﾌｨｰﾙです。大阪出

身で、今『ﾛｰﾀﾘｰの友』事務所の編集で働いております。いろいろ

地区大会などに取材に行ったりもするのですが、基本的にはｵﾌｨ

ｽで原稿を作ったり、まとめたりする作業をやっております。

実は私と広島北ＲＣ様とはご縁がありました。『ﾛｰﾀﾘｰの友』の昨

年の８月号、こちらで甲子園の球場を取材しました。全国ﾛｰﾀﾘｰ

ｸﾗﾌﾞ野球大会なんですが、そのときに大会の副ｺﾐｯｼｮﾅｰをお務

めで広島北ＲＣ会員の山本忠男さんがいらっしゃいまして、いろい

ろ球場内をご案内いただきました。その節は大変お世話になりま

した。甲子園球場を貸し切ることができるんだということを初めて知

りまして大変驚きました。

その山本さんが東京の『ロータリーの友』事務所にお越しになられ

まして写真を撮らせていただきました。真ん中が山本さんなんです

けれども、同じｺﾐｯｼｮﾅｰでびわ湖八幡ＲＣの中嶌さん、京都伏

見ＲＣの玉井さん、一番右は『ロータリーの友』事務所の所長で

唯一ﾛｰﾀﾘｱﾝ東京みなとＲＣ所属の渡辺と一番左が編集長の

野崎です。

次は私の話ですが、初めて大勢のﾛｰﾀﾘｱﾝの集まっている所に取

材に行ったときのことです。昨年の第２５８０地区、東京の地区大

☺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・樽本会員・藤原会員

ﾛｰﾀﾘｰの友事務所 熊谷健太郎様本日は当ｸﾗﾌﾞへようこそ

お越しくださいました。この後の卓話宜しくお願い致します。

粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

９/６に開催されたﾎﾉﾙﾙＲＣとの交流会並びに９/７観光ｱﾃﾝﾄﾞ

はお陰様で無事終了し、お陰様でﾎﾉﾙﾙＲＣﾒﾝﾊﾞｰやご家族

の方も大変喜んで頂きました。準備や当日の進行にご尽力い

ただきました姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員会の吉永委員長と委員

会ﾒﾝﾊﾞｰの皆様、参加頂きました会員の皆様本当にありがとう

ございました。

高見会員★ 多打喜会９月例会で、初優勝することができま

した。素直に嬉しいです。７ｱﾝﾀﾞｰの分と合わせて出宝します。

丸本会員◆ 今月で１１年になります。引き続きよろしくお願

いします。また、９/６多打喜会で２ｱﾝﾀﾞｰでしたので、合わせて

出宝します。

菊地会員 ２年連続出席表彰ありがとうございます。これから

もどうぞよろしくお願いします。

竹内会員 妻の誕生日にお花を頂きありがとうございました。

何もﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを用意していなかったので、助かりました。

谷本会員 私が代表を務めております都市環境整備が育てて

頂いた島根県益田市に非常食５０００食を寄付させて頂きまし

た。中国新聞に掲載されましたので出宝させて頂きます。

武部会員 所用により欠席となりましたが、連続出席表彰ありが

とうございます。

浦員 本日、早退させて頂きます。

松田会員 本日は所用により早退します。

当日計 ４４,０００円  累計 ４６０,０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

卓話時間

同好会報告

委員会報告

幹事報告       幹事  島本 章生
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会の取材に行った際、全く狂いのない司会進行とか参加されてい

る方々の真剣な表情とか、また晩さん会がすごく華やかで、私は

大変驚きました。

また、先日、金沢で開かれた交換会議の取材にも行きましたが、

ﾛｰﾀﾘｰが関わって、たくさんの交換留学生を生みだしているという

のは大変素晴らしいなと、私自身は思いました。この会議の模様

は『友』の８月号に掲載させていただいています。

そして、こちらが今年度

のＲＩ会長、マーク・ダニ

エル・マローニー氏が日

本に先月いらしてまし

て、そのときの模様です。

実は会長自身、海外

の訪問の中で日本が

最初だったということで、

青森、福島、東京、神

奈川、名古屋と、かな

り歴訪されました。私は鎌倉を取材したんですけれども、この写真

は学校のｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの加盟認証伝達式です。伝達式でＲＩ

会長がご自身で賞状を渡されるというのは、かなり珍しいｹｰｽかな

というところですね。一緒に写っておりますのが三木ＲＩ理事、杉岡

ｶﾞﾊﾞﾅｰです。

マローニー夫妻、鎌倉の大仏も観光されまして、たくさんの観光客

が訪れる中、暑い中だったんですけれども、ゆっくりと日本の名物と

か、いろいろご覧になられました。こちらが大仏の記念撮影です。

ご夫妻は非常にたくさんのﾛｰﾀﾘｱﾝと接しまして、非常に気さくにお

話をされました。今年度の会長ﾃｰﾏが「ﾛｰﾀﾘｰは世界をつなぐ」と

いうことなんですけれども、まさに有言実行されているんだなと私自

身は思いまして、感動いたしました。日本各地、訪問された模様

については『ﾛｰﾀﾘｰの友』の１０月号で、たくさんﾍﾟｰｼﾞを割きまして

掲載いたしますので楽しみにしていてください。

そして、こちらが現在

の編集部です 。編

集部が６人おりまし

て、経理担当が３人、

所長と合わせまして

全部で今、１０人で

仕事をしております。

実は全体の男女比

が３対７で、女性が

多いんですね。なか

なか肩身の狭い思いをしながらやっております。ちなみに真ん中が

編集長の野崎ですね。

これは事務所の全体の写真なんですけれど、私も普段はｽｰﾂを

着ましてﾃﾞｽｸﾜｰｸをしております。ｸﾗﾌﾞから寄せていただきました

投稿とか、あるいは自分で取材した原稿を、ﾊﾟｿｺﾝを使って編集

していくという作業をやっております。基本的には紙面のﾚｲｱｳﾄ等

も外部発注せずに、自分たちでﾚｲｱｳﾄして紙面を組んでいくとい

うかたちでやっております。

その後、印刷・製本されて全国のｸﾗﾌﾞに配本されるのですが、第

１例会に間に合うようにということで、わりと編集ｽｹｼﾞｭｰﾙは締め

切りが早めということになっています。投稿をお寄せいただいても、

実際に載るのが２～３カ月経ってしまいますよということがあったりし

ますので、ご了承ください。

最後になりますが、『ﾛｰﾀﾘｰの友』はﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの奉仕活動の

内容を掲載させていただきます。会員のご意見とかご感想、ﾛｰﾀﾘ

ｰに関することとか、それ以外でも結構です、そういったことを掲載

いたします。それからﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞとかｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞとか、ﾛｰﾀﾘ

ｰｸﾗﾌﾞの関連ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに関する活動、これを掲載いたします。『友』

を身近に感じていただいて活用いただければ幸いです。今後とも

『友』をよろしくお願いいたします。ご清聴どうもありがとうございまし

た。

報告 姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員長 吉永征史

９月６日の夕方から７日にかけて、ﾎﾉﾙﾙＲＣの会員７名とその家

族６名、計１３名の方が広島に来られました。

６日の夜は「かなわ」に於いて当ｸﾗﾌﾞからも粟屋会長・島本幹事

をはじめ１６名が参加し交流会が開催されました。

最初は少々緊張気味でしたが、粟屋会長による英語での歓迎

挨拶から始まり、ﾎﾉﾙﾙ

ＲＣ現会長のﾎﾟｰﾙ ｻｲ

ﾄｳ氏の挨拶、そしてﾊﾞﾅ

ｰ交換をした後、島本幹

事による乾杯で宴の幕

が上がりました。船から

見える景色に感動し、

美味しい料理と美味し

い日本酒をしっかり堪能

され、会が終わる頃には言葉の壁を越えた、素晴らしい友情が芽

生えた交流会となりました。

翌日は「かなわ」の側から出発する高速船を使って世界遺産の宮

島へ始発で出港！

北ＲＣのﾒﾝﾊﾞｰも執行部４名、姉妹ｸﾗﾌﾞ３名、樹野通訳の計８

名が同行しました。残念な事に鳥居は修繕中で見ることが出来

ませんでしたが、厳島神社を拝観し、商店街を歩きながらもみじ

饅頭を食べるなどして、約２時間宮島を満喫していただきました。

その後は、再び高速船に乗って広島に帰り、平和公園や原爆ド

ームを見学し、お腹がすいたところで「みっちゃん」のお好み焼きを、

たらふく召し上がっていただき１５時３５分の新幹線で広島を後に

されました。

２日間かなりﾊｰﾄﾞなｽｹｼﾞｭｰﾙで両ＲＣのﾒﾝﾊﾞｰもかなり疲れまし

たが、とても有意義な時間を過ごすことができ、改めてﾛｰﾀﾘｰの

素晴らしさを感じる事が出来ました。

この二日間ご協力して頂いた方々、暑い中、ご苦労様でした。

ホノルルＲＣとの交流会


