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前回例会報告
第２４１4 回例会

２０１９年１０月１０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 親睦委員会

連続出席表彰

寄付認証伝達

会長時間 会長  粟屋充博

幹事報告 幹事  島本章生

委員会報告

ニコニコ箱の時間

卓話時間

『米山月間に因んで』  米山奨学委員会担当

東京西ＲＣ 大塚様にｸﾗﾌﾞ

より記念品をお渡ししまし

た。

またお越しください。

２年 林谷会員・高見会員

５年 森会員

８年 渡部会員

２６年 山田会員

おめでとうございます！

米山記念奨学会より中山会員に「米山功労者

第３回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ」の寄付の認証が届いております

ので、ご披露させていただきます。

米山記念奨学会へご寄付頂き、ありがとうござ

いました。

今月１０月は､｢経済と地域社会の発展月間・米山月間｣です｡米山月間に因み､今日の

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ時間は米山奨学委員会の中川委員長より米山奨学会制度につての卓話を頂

き、続いて広島中央ＲＣさんがお世話をされている米山奨学生のｼﾞｮｾﾌ･ﾋﾟﾀｽ･ｼﾞｮﾝさん

に米山奨学生としてのお話と素晴らしい歌を披露して頂き､食事は１００万＄の食事とさ

せて頂いております｡ｼﾞｮｾﾌ･ﾋﾟﾀｽ･ｼﾞｮﾝさん､中川千慧さん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､よろしくお願い致します｡

さて､今日は皆様に二つの報告をさせて頂きます｡一つ目は､先週４日（金）に､今年度地

区補助金特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして実施した｢やの地域・こども食堂｣への支援事業の贈呈式

に行ってきました｡｢やの地域・こども食堂｣は､矢野町に住んでおられる上さんという女性が

中心となり､｢子供から高齢者の方まで誰でも来られる地域の居場所となる｣ことを目的に

一昨年２０１７年１２月に活動をｽﾀｰﾄされ､毎月２回､第１及び第３金曜日の夕方､上さ

ん他数名の女性の方々で４０～５０食分の食事を作り､子供たちを中心に地域の方々を

招いて開催しておられます｡４日（金）の贈呈式に伺った時も２０人位の子供たちが楽しそ

うに遊んでいました｡

この度の広島北ＲＣからの支援の内容は､ﾃｰﾌﾞﾙとｽｰﾌﾟｳｫｰﾏｰの寄贈･屋内の電気製

品を同時に使用してもﾌﾞﾚｰｶｰが落ちないように配電ＢＯＸの取り付け並びに電気配線

工事の３つでしたが､代表の上さんは､「立派で使い勝手のいいﾃｰﾌﾞﾙも､いつでも温かい

ｽｰﾌﾟが飲めるｽｰﾌﾟｳｫｰﾏｰも本当に有難いですが､一番有難かったのは電気工事です｡

おかげ様で全く気を使わずにｴｱｺﾝも炊飯器も同時に使えるようになりました｡ありがとうご

ざいました｡」と非常に喜んでおられました｡上さんの心から喜んでおられる笑顔を見て､「こ

の支援事業を実施して良かった････」と思った次第です｡

この事業を担当頂いた岡部奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当理事､小林孝憲青少年奉仕委員長始め

委員の皆さんにお礼を申し上げます｡ありがとうございました｡

【本日の例会 第２４１５回例会】

２０１９年１０月２４日（木） １２：３０～

【例会プログラム】

ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」

来客紹介

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

『カープのマーケティング戦略』

㈱広島東洋カープ

取締役常務  松田 一宏 氏

【出席報告】  出席委員会

２０１９年１０月１０日（木） 会員総数１００名

出席 ８７名  欠席 １３名

来賓   ２名   来客   １名

【来客紹介】  親睦委員会

ｼﾞｮｾﾌ･ﾋﾟﾀｽ･ｼﾞｮﾝ 様(卓話者)

中川 千慧 様(卓話補助)

大塚 辰男 様(東京西)

会長時間       会長   粟屋 充博

連続出席表彰

寄付認証伝達
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以上が一つ目の報告です。

二つ目は､先週の例会でＢＯＸ配布致しました今年度の会員名

簿の１ﾍﾟｰｼﾞ目に｢ﾛｰﾀﾘｱﾝの行動規範｣を掲載していますが、こ

の｢ﾛｰﾀﾘｱﾝの行動規範｣がこれまでの４項目から１項目増えて５

項目になったのに気がつかれましたでしょうか？

１項目目から４項目目まではこれまでと全く同じですが､５項目目

として､「ﾛｰﾀﾘｰの会合､行事､および活動においてﾊﾗｽﾒﾝﾄのない

環境を維持することを支援し､ﾊﾗｽﾒﾝﾄの疑いがあれば報告し､ﾊ

ﾗｽﾒﾝﾄを報告した人への報復が起こらないよう確認する｡」との項

目が追加されました｡これは､今年１月のＲＩ理事会で承認された

もので､最近になって英語の原文の日本語訳が公表されましたの

で､ｷﾞﾘｷﾞﾘ今年度の会員名簿への掲載に間に合いました｡皆さん

会員名簿１ﾍﾟｰｼﾞの「ﾛｰﾀﾘｱﾝの行動規範」を是非ご確認下さい。

会長時間を終わります。

《お知らせ》

*次週１７日(木)は「休会」です。

《ＢＯＸ配布物》

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌

*米山豆辞典

米山奨学委員会 中川良浩委員長

*本日の例会食事を１００万$の食事としていますが、差額は米

山記念奨学会への寄付とさせて頂きます。

青少年奉仕委員会 小林孝憲委員長

*１０/４に行った地区補助金特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「矢野の家 こども食

堂」の支援事業贈呈式の模様が４日のﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞで放映されま

したので、そちらをご紹介いたします。（映像）

会報ＩＴ委員会 畑会員

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌１０月ご紹介

ゴルフ同好会

*１０月例会優勝

山坂淑子さん

野球同好会 武部会員

*１０/２０(日)に開催する広京会に

ついて

『米山月間に因んで』

米山奨学委員会

委員長  中川 良浩 会員

みなさん、こんにちは。米山奨学委員

長の中川です。本日は「日本と世界

の架け橋を作るﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨

学金制度」と題し、米山の歴史や意義について皆さんと理解を深

める時間にしたいと思います。まず今日はＤＶＤを１５分ほどご覧

いただきます。これは２０１７年財団設立５０周年の際に作られた

☺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

広島中央ＲＣ米山奨学生のｼﾞｮｾﾌ・ﾋﾟﾀｽ・ｼﾞｮﾝさん、中川千慧

さん、本日は当ｸﾗﾌﾞへようこそお越しくださいました。ごゆっくりおく

つろぎください。また、歌と演奏を楽しみにしています。

粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

１０/４に開催されました矢野の家（子ども食堂）贈呈式はｽﾀｯﾌ

の皆さんはもとより、大勢の子供達に歓待を受け、大変喜んで

いる姿を拝見し、素晴らしい事業であることを改めて実感するこ

とができました。事業を推進して頂きました岡部奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

常任委員長・小林孝憲青少年奉仕委員長をはじめ委員会ﾒﾝ

ﾊﾞｰの皆様本当にありがとうございました。

中川良浩会員 本日、米山奨学委員会で卓話をさせ頂きま

す。米山奨学生のｼﾞｮｾﾌ･ﾋﾟﾀｽ･ｼﾞｮﾝ君、今日はよろしくお願

いします。今日はｼﾞｮﾝ君と同じ大学に通う私の娘も同席させて

いただいております。皆さん、よろしくお願いします。

中川良男会員 本日、私の孫がﾋﾟｱﾉの伴奏をします。

岡部会員･小林孝憲会員・古谷会員・中尾会員・菅会員・

迫会員・上田会員・佐々木会員・赤井会員・三宅会員

１０/４(金)矢野の家子ども食堂の贈呈式を行いました。沢山

の子どもたちに喜んでもらい、良い事業になりました。ありがとう

ございました。

中尾会員★ ８月の終わりに急に病に倒れ、入院し、先週退

院しました。その間病院に会長・幹事さんに来訪頂き当ｸﾗﾌﾞよ

りお見舞いを頂きました。皆様にお礼申し上げます。

鈴木会員･三宅会員・合田会員 中尾さん、ご退院おめでと

うございます。久しぶりの例会出席お待ちしておりました。

中山会員 本日は米山功労者の表彰をして頂きありがとうご

ざいました。

森会員 お陰様で５年になりました。今後もご指導よろしくお

願いいたします。

林谷会員 北ﾛｰﾀﾘｰに入会して早や２年が経ちました。まだま

だ右往左往でご迷惑をおかけすることがあると思いますが、よろ

しくお願いします。

山坂会員☆ 多打喜会１０月例会にて妻が４ｱﾝﾀﾞｰで優勝

いたしました。ｱﾝﾀﾞｰ分と合わせて出宝いたします。

荒本会員 ｱｸｱ広島ｾﾝﾀｰ街は本日開業４５周年の日を迎

えました。長年のご利用に感謝いたします。そして今後ともどう

ぞよろしくお願い致します。

中川良浩会員 この度、ﾕﾆｸﾛの企業ｺﾗﾎﾞｼﾘｰｽﾞとして、弊社

のﾛｺﾞの入ったＴｼｬﾂが全国のﾕﾆｸﾛ店舗で販売されることにな

りました。興味ないとは思いますが、もし見かけたら、手に取っ

て広げて「これいいなあ！」とまわりに聞こえるような大きな声で

言ってください。

池久保会員★ 大変恐縮ではございますが、私の義理の弟

の佐々岡真司が次期広島東洋ｶｰﾌﾟの監督をさせて頂く事と

なりました。皆さまにおかれましては色々なご意見があろうかと

存じますが、ｶｰﾌﾟの為、そして広島の為に、一生懸命尽くし頑

張るよう本人に申し伝えますので、何とぞ、応援の程宜しくお

願い申し上げます！

粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

池久保さん、佐々岡さんのｶｰﾌﾟ監督のご就任おめでとうござい

ます。ご活躍をご祈念致します。

迫会員◇ いつも欠席ですみません。そして本日は早退しま

す。重ねてすみません。

当日計 ６４,０００円  累計 ５９０,０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

委員会報告

卓話時間

幹事報告         幹事  島本 章生

同好会報告
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ＤＶＤです。米山の歴史や卒業後活躍する学友の話など、米山

の概要がわかりますので是非ご覧ください。

それでは早速ＤＶＤを上映します。

「世界へ届け米山の架け橋」上映

中川）それではここで米山奨学生のｼﾞｮｾﾌ・ﾋﾟﾀｽ君をご紹介しま

す。ｼﾞｮｾﾌ・ﾋﾟﾀｽ君はﾌｨﾘﾋﾟﾝのﾏﾆﾗで生まれました。

ｻﾝﾀ・ｲｻﾍﾞﾗ音楽大学で声楽を学び、２０１８年からは広島のｴﾘ

ｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学に留学中です。現在は大学院音楽研究科・２

年生として声楽を学んでいます。ﾛｰﾀﾘｰの世話ｸﾗﾌﾞは広島中央

ＲＣです。

皆さん、こんにちは。ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音

楽大学のｼﾞｮｾﾌ・ﾋﾟﾀｽです。

広島中央ＲＣでお世話になって

います。今日私を招待してくれて

ありがとうございます。私について

少しお話しさせていただきます。

私はﾌｨﾘﾋﾟﾝのﾏﾗﾎﾞﾝ市というとこ

ろで育ちました。家族は、父と母と兄の５人です。ｻﾝﾀ・ｲｻﾞﾍﾞﾗ・ｶ

ﾚｯｼﾞの音楽学部を卒業し、２０１７年４月に音楽大学大学院

修士課程に入学しました。ｴﾘｻﾞﾍﾞﾄ音楽大学については、これま

で多くのﾌｨﾘﾋﾟﾝ人が、奨学金を受けて音楽を学ぶ機会を与えら

れているということは聞いていました。わたしの大学時代の声楽の

先生もｴﾘｻﾞﾍﾞﾄの修了生であり、大学３年生の時に、私にぜひ留

学するよう勧めてくださいました。

今、音楽大学の学生として学べることは、大きな喜びです。しかし

それは、大学での音楽教育そのものだけではなく、この日本で学

べる、ということも大きな理由のひとつです。日本は世界に知れた

先進国であり、有名な食べ物、観光地、そして特に日本独自が

もつ文化があるため、世界の誰もが日本に行きたいと思っています。

実は、私は子供の頃から日本のｱﾆﾒの大ﾌｧﾝなのです。 ドラえも

ん、犬夜叉ヴォルテスＶなど、のﾃﾚﾋﾞで放映されるｱﾆﾒがたくさん

あります。私はそれらを見て育ち、日本に興味を持ち始め、いつか

日本を訪ねることが、私の大きな夢となりました。そして、私は今、

まさに夢の中にいるのです。

今、修士課程の中で、歌のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを中心に学んでいます。

特にｵﾍﾟﾗの歌、Artsong を勉強しています。ｸﾗｼｯｸ音楽を歌うこ

とは、けっしてやさしくはありません。実際、本当に多くの練習時間、

やり遂げる決意、そして自分を厳しく律して鍛えることが必要です。

ｸﾗｼｯｸの歌は、他のｼﾞｬﾝﾙの歌い方とは違った、良質の音とﾊﾟﾜｰ

が必要です。 古典的な歌、特にＯｐｅｒａのｽﾃｰｼﾞでは、ﾏｲｸを使

わずに音を響かせなくてはならないのです。

今から歌う歌はｵﾍﾟﾗ「ｶﾙﾒﾝ」の「闘牛士の歌」と題されています。

どうぞ、聞いてください。

中川）米山については豆辞典をボックス配布しておりますので参

考にしてください。なお寄付がまだお済でない方はご協力の程よろ

しくお願いします。これを持ちまして米山奨学委員会の卓話を終

了といたします。みなさんありがとうございました。

１０月４日(金)、「矢野の家」において地区補助金特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

「こども食堂」支援事業の贈呈式を実施しました。

「矢野の家」は、子どもから高齢者の方まで誰でも来られる地域

の居場所を目指し様々な活動を行っています。その活動の一環

として毎月第１・第３金曜日に「こども食堂」を開催しています。

築約４０年で電気設備が古いた

め、３０人～５０人分の食事を

作る際、炊飯器・ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄなど

の使用のたびにﾌﾞﾚｰｶｰが落ちる

などの不便があったようです。そこ

で地区補助金特別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ資

金を活用し、ｱﾝﾍﾟｱ交換を行い

ました。また、お味噌汁やｽｰﾌﾟ

なども温かく食べることができるよ

うｽｰﾌﾟｳｫｰﾏｰと配膳や食事の

時に足りなかった長机３台も寄

贈しました。

贈呈式では子ども達や運営ｽﾀ

ｯﾌの方に温かく迎えていただき

参加した会員一同優しい気持

ちになりました。１１月には交流

会も開催予定です。

青少年奉仕委員会

「矢野の家 こども食堂」支援事業報告


