Vol．１６０３
２０１９年１１月１４日号

【本日の例会 第２４１７回例会】
２０１９年１１月１４日（木） １２：３０～
１００万＄の食事
【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
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
『ロータリー財団月間に際して』
担当：財団プログラム委員会

地区大会表彰
この度の地区大会において表彰されまし
た皆様に表彰状をお渡ししました。
永年連続出席表彰
４８年 山本忠男会員
４３年 久永 洪会員
３５年 中尾建三会員
おめでとうございます！
また、団体表彰として、下記の表彰を受
けました。
米山記念奨学会寄付総額賞４位
クラブ例会年間１００％出席達成
そして、ロータリー賞のゴールド賞を受賞しまし
た。こちらは代表して三保直前会長に粟屋会
長よりお渡ししました。

前回例会報告
第２４１６回例会
２０１９年１１月７日（木） １２：３０～
【例会プログラム】
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
地区大会表彰
誕生月会員お祝い
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
『誕生月会員スピーチ』
『同好会の勧め』
山内 盛利会員

誕生月お祝い
左から、三保会員・古田会員・
樽本会員・塩本会員・庄子会員
（欠席：泉会員・武部会員・石井会
員）

【出席報告】 出席委員会
２０１９年１１月７日（木） 会員総数１００名
出席 ８２名
欠席 １８名
来客
１名

おめでとうございます！

【来客紹介】 親睦委員会
上原
亮 様(広島東南)
今月、還暦を迎える古田会員にはｸﾗﾌﾞより記念
品が贈られました。

１

会長時間

会長

ｷｽﾀﾝの２ヵ国のみとなります｡
｢ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝ｣へのＴｼｬﾂを着ての参加は､ＰＲ活動と
してはささやかなものかもしれませんが､世界中の子供たちの健や
かな成長を願う我々ﾛｰﾀﾘｱﾝのﾎﾟﾘｵ根絶活動のみならず､ﾛｰﾀﾘ
ｰの存在価値･存在そのものを地域の人々に認知して頂くために
も意義のあることだと思いながら､ｺﾞｰﾙ地点で応援をさせて頂きま
した。会長時間を終わります。

粟屋 充博

先週は例会が休会で､今日は先月２４日以来２週間ぶりの例会
ですが､先月２７日(日)に福山で開催された地区大会には多くの
会員の皆さんに参加頂きありがとうございました｡大会前日夜の鞆
の浦･鴎風亭でのｲﾝﾌｫﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞも夕食後のｶﾗｵｹでも大いに
盛り上がり､担当頂いた小林 直哉 委員長始め､親委員会の皆さ
んにお礼を申し上げます｡ありがとうございました｡我々北ＲＣの地
区大会の参加登録６５名は､ﾎｽﾄクラブの福山ＲＣに次いで地区
内最多であったことや､地区大会前日に開催された会長幹事会
の開会直後に壇上で晝田ｶﾞﾊﾞﾅｰから､先ほど三保直前会長に
お渡ししたﾛｰﾀﾘｰ賞会長特別賞ｺﾞｰﾙﾄﾞの表彰をして頂くなど､
北ＲＣの存在感を大きく示せた地区大会でした｡ちなみに､ﾛｰﾀﾘ
ｰ賞については地区内７３ｸﾗﾌﾞ中４ｸﾗﾌﾞしか受賞しておらず、その
中でもｺﾞｰﾙﾄﾞの受賞は､我々広島北ＲＣと広島東ＲＣの２ｸﾗﾌﾞ
のみだったことをお伝えしておきます。
さて､１１月は「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間｣です｡ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に因み､
来週１４日の例会のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会に担当頂き､
食事は１００万＄の食事とさせて頂きますが､来週の例会に先立
ち今年度予定しているｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金を活用してﾌｨﾘﾋﾟﾝの小学
校６校へ給水設備を設置するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの現地視察に先週１０
月３１日(木)～１１月２日(土)の３日間行ってきましたので今日の
会長時間はその報告と､１１月３日(日)に公共ｲﾒｰｼﾞ委員会に担
当頂き「ﾎﾟﾘｵ根絶活動ＰＲ」を目的として参加した｢ひろしま国際
平和ﾏﾗｿﾝ｣の報告をさせて頂きます｡
まずﾌｨﾘﾋﾟﾝの現地視察ですが､岡部奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長､
国際奉仕小委員会の谷本委員長､丸子副委員長､宮本委員
の４名と執行部から島本幹事､藤原副幹事､私の３名､計７名で
ﾌｨﾘﾋﾟﾝのﾌﾞﾗｶﾝ州ﾒｲｶｳｱﾔﾝ市にある６つの小学校の視察に行っ
てきました｡現地へは宿泊したﾏﾆﾗのﾎﾃﾙから車で１時間半ほど
で到着しましたが､ﾏﾆﾗが東京都心を思わせるほどの近代的な大
都会なのに対して現地は全くの田舎で､民家は殆ど木造平屋のﾄ
ﾀﾝ屋根といった風情で､視察した小学校６校も校舎そのものは
程々しっかりしていましたが､水については飲める水が出る学校は
１校もありませんでした｡今回のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾊﾟｰﾄﾅｰｸﾗﾌﾞであるﾒｲ
ｶｳｱﾔﾝ･ｲｰｽﾄＲＣのﾗﾓﾝ・ｻﾝﾄｽ会長やﾚﾅﾄ・ﾚｲ会長ｴﾚｸﾄ他､
先方の会員の方々には空港からﾎﾃﾙの送り迎えや各小学校へ
の車での案内に加えて視察後の例会にお招き頂く等､心のこもっ
たおもてなしを頂き､何とかこのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを成功させたい､と思った
次第です｡
我々広島北ＲＣは支援国側のｸﾗﾌﾞとなりますので､１校１校に関
してｸﾘｰﾝな水を供給するために今回の視察で決めた方法で､国
際奉仕委員会と財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会で実施国側のﾒｲｶｳｱﾔﾝ
ＲＣとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取りながら､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金の獲得に向けて
手続きを進めて頂きますようお願い致します｡
続いて１１月３日(日)のポリオ根絶活動ＰＲのために参加した｢ひ
ろしま国際平和ﾏﾗｿﾝ」ですが､何はさておき､当日「ＥＮＤ ＰＯＬＩ
Ｏ ＮＯＷ」のＴｼｬﾂを着て５Kｍ､１０Kｍを走って頂いた皆さん､お
疲れ様でした｡
特に前日ﾌｨﾘﾋﾟﾝから帰ったばかりにも拘わらず５㎞を走った岡部
理事と藤原副幹事､私の｢頼むから止めてくれ｣の制止に耳を貸さ
ず１０㎞を走った島本幹事には敬意を表します｡応援に来て頂い
た中山会員､下前会員､池上会員もありがとうございました｡
ﾎﾟﾘｵに関しては最近のﾆｭｰｽで､ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ﾊﾟｷｽﾀﾝと共にﾎﾟﾘｵ
常在国だったﾅｲｼﾞｪﾘｱで過去３年余りﾎﾟﾘｵ発症が確認されてい
ないとのことで､このままいけば我々の努力により来年２０２０年に
はｱﾌﾘｶにﾎﾟﾘｵ常在国は無くなり､根絶対象国はｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝとﾊﾟ

幹事報告
幹事 島本 章生
《理事会報告》
*年次総会の件 １２月５日(木)の例会で開催します。
*１２月１９日（木） 夜間例会並びにｸﾘｽﾏｽ家族会
*雁木ｸﾘｽﾏｽ＆水辺ｼﾞｬｽﾞ協賛について
*１１月１７日(日)こども食堂との交流会実施
*２月２０日(木) 職場訪問例会を開催
詳細は後日ＨＰ会員ﾍﾟｰｼﾞに掲載します。
《ＢＯＸ配布物》
*ガバナー月信
委員会報告
公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員会 中根常任委員長
*１１月３日に行った「ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝ」参加お礼
青少年奉仕委員会 小林孝憲 委員長
*１１月１７日(日)に「矢野の家・こども食堂」との交流会を実施し
ます。例会終了後、委員会を開催します。
国際奉仕委員会 谷本委員長
*１０/３１-１１/２ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ訪問について報告
ﾛｰﾀﾘｰ財団米山奨学常任委員会 山内常任委員長
*米山学友会賛助会員募集のお知らせです。
２０２０年度の賛助会員を募集しております。
会費は年間３,０００円です。ご希望の方はお知らせ下さい。
同好会報告
ゴルフ同好会 丸子会員
*多打喜会ﾀｲ遠征に行かれる方は例会終了後会場後方にお集
まりください。
登山同好会 本田会員
*１２月２２日に弥山登山を行います。是非、ご参加ください。

☺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
1０/２６鴎風亭での地区大会ｲﾝﾌｫﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞには多くの会
員にご参加頂き、お陰様で大変盛り上がりました。企画実施
頂きました親睦委員会の皆様ありがとうございました。また１０/
２７の本会議は５４名の参加でﾎｽﾄの福山ＲＣに次いで２番目
という素晴らしい結果となりました。ご参加頂いた会員の皆様
本当にありがとうございました。
粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員
１１/３開催された「ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝ」には会員とご家
族を含めて２０名を超える多くの方にご参加頂き、全員が無事
完走し、お陰様でしっかりと「ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ！」のＰＲ
をおこなうことができました。推進頂きました公共ｲﾒｰｼﾞ委員会
の皆様、また当日ご参加頂いた会員と応援頂いた会員の皆
様ありがとうございました。
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・最長且つ最大の同好会（５０名超）
・家族会員制度有り
・年一度の遠征例会
・会費￥３０００／月（半期一括徴収）
・同好会規約
「会員およびその夫人をもって組織し、ゴルフを通じて会員相互
の親睦を図ることを目的とする。」
■野球同好会について
・クラブ創立１０周年記念で発足（１９７９年）
・京都伏見ＲＣとの出会い（１９８０年）
・全国ロータリークラブ野球大会（１９８２年）
コミッショナークラブを務めている
・広京会（１９８４年） 毎年交互の地で開催
⇒京都伏見ＲＣ姉妹提携（１９９０年）
・ＲＩ第２７１０地区ガバナー杯ホスト（１９９５年）
全２５回大会中最多の優勝回数９回
会費￥５０００／月
応援会員会費 年２回￥１２，０００
■釣り同好会（釣鯛会）について
・発足（２９歳）
・発起人７名（現役会員：土井さん・増田さん）
・魚釣りと釣った魚を食す懇親会が活動の柱
・遠征旅行を数多く実施
近年実績：福岡玄界灘・五島列島・大分等
・会費￥３０００／月（半期一括徴収）
■登山同好会（洋北山歩隊）について
・２００８年１１月 有志で活動開始

粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員
国際奉仕委員会の皆様、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･ﾒｲｶﾜﾔﾝ市への視察大変
お疲れさまでした。
親睦委員会一同 先日の地区大会前夜祭に多数のご参加
ありがとうございました。
古田会員 今月還暦を迎えます。引き続きﾊﾟﾜﾌﾙに活動して
いきますので、よろしくお願いいたします。
岡部会員 ﾏﾗｿﾝ、皆様お疲れさまでした。今年は５㎞に自重
しましたが、同い年の島本幹事が足を引きずりながら１０㎞完
走したのを見て来年は１０㎞にﾁｬﾚﾝｼﾞします。
岡部会員・谷本会員・丸子会員・宮本会員 先週１０/３１
から１１/２までﾌｨﾘﾋﾟﾝへｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金事業の視察に行って
参りました。対象国ﾊﾟｰﾄﾅｰのﾒｲｶﾜﾔﾝＲＣのﾒﾝﾊﾞｰから手厚
い歓迎を受けました。
池上会員 ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝで完走された皆様、本当
にお疲れ様でした。来年は一緒に走れる様にﾄﾚｰﾆﾝｸﾞいたし
ます。
広川会員◇ 妻の誕生日に美しい生花の花々を頂き、誠に
ありがとうございました。本人も大変に喜んでおりました。
塩本会員 誕生祝いありがとうございます。
庄子会員 満６８才になりました。歳を取るのは早いものです。
これからもよろしくお願いいたします。
樽本会員 今月５１才になりました。益々、よろしくお願いいた
します。

【職業ニコニコ】
樹野会員 この度「法人向けＰＣｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ」の事業を開
始しました。折しも昨日流行語大賞に「ｻﾌﾞｽｸ」がﾉﾐﾈｰﾄされ
たところです。ﾊﾟｿｺﾝ導入もｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝの時代となりました。
よろしくお願いいたします。

チャーターメンバー ： 土井・山下・迫・逢坂

・２００９年１２月 同好会正式発足
土井隊長・迫副隊長・山内代表幹事

当日計 ３９,０００円 累計 ６２９,０００円
★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

・山歩き、温泉、食事とお酒を楽しむ会
・遠征旅行を数多く実施
富士山・北アルプス・会津磐梯山・大山・石鎚山等々

・定例会費無し（イベント実費精算）但し入会金１万円
■北酔会について
・２０１４年１２月発足

卓話時間

『同好会の勧め』

泉会長・土井名誉顧問・三保企画顧問・藤田代表幹事

・日本文化である日本酒と和食を探求する会
・遠征旅行実績
瀬戸内海真鍋島海鮮料理（三虎）
鳥取カニ料理（花のれん）
金沢老舗探訪（つば甚）
・会費￥５０００／半期
・次回開催予定：１２月６日（金）徳山ふぐ料理
■バンド同好会（北歌団）について
・２０１７年７月結成
・２０１７年１１月同好会正式発足

山内 盛利 会員
山内会員より広島北ＲＣの各同好会
について紹介がありました。

１９７０年
１９７４年
１９７９年
１９９０年
１９９０年
１９９１年
２００９年
２０１４年
２０１８年

■同好会の歴史
１９６９年 囲碁同好会
ゴルフ同好会（多打喜会）
茶道同好会 （２０００年頃消滅）
野球同好会
将棋同好会発足・囲碁同好会と合体（喜楽会）
（２０００年を迎えずに消滅）
釣り同好会（釣鯛会）
産業文化研修会 （２００７年旅行を最後に休止）
登山同好会（洋北山歩隊）
北酔会
バンド同好会（北歌団）

中川良男名誉会員・石田会長・久保豊年副会長
岡部幹事・小林直哉幹事

・音楽を楽しみながら親睦を図ることを目的
・２０１８年１２月２日初ライブ開催（クリスタルビル）
・２０１９年１月２４日３ＲＣ合同懇親会で演奏
・２０１９年２月２１日西ＲＣ合同夜間例会・懇親会で演奏
・会費 ￥３０００／月
・新規入会者絶賛募集中

■ゴルフ同好会（多打喜会）について
･クラブ創立１年後の１９７０年春発足（５０歳）

是非、同好会にも参加して親睦を深めてください。
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