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２０２０年１月９日号

前々回例会報告
第２４２０回例会

２０１９年１２月１２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｣

連続出席表彰

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』

『出席の効用』  久永  洪 会員

皆さん､今日は。先程ご挨拶頂きましたが､ｸﾞﾙｰﾌﾟ６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の松尾様､ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

幹事の斎藤様､本日はお越し頂きありがとうございます｡どうぞ寛いでお過ごし下さい｡

本年度も約半分の６ケ月が過ぎ､今年の例会も今日と来週１９日の｢ｸﾘｽﾏｽ夜間家族

例会｣を残すのみとなりました｡来週のｸﾘｽﾏｽ家族会には､会員･家族約１６０名の参加が

予定されています｡担当頂く親睦委員会の皆さん､よろしくお願い致します｡

又､週明け１６日(月)には広大病院で､翌週２３日（月）には赤十字病院で､社会奉仕委

員会による小児がんの子供たちにｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを配るｲﾍﾞﾝﾄが開催されます｡

こちらも､関係会員の皆さん､よろしくお願い致します｡

今､どの街もｸﾘｽﾏｽ一色です｡ｸﾘｽﾏｽと言えば｢ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ｣ですが､小さい子供さんがおられ

る会員の方々の中には今､｢今年のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄは何にしよう?｣と考えていらっしゃる方もおられ

ると思います｡｢我が子が本当に喜んでくれるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを送りたい｡我が子の喜ぶ笑顔が見

たい｡｣と思い､私も子供が小さかった頃は､毎年この時期にあれこれ考えていました｡今思

いますと､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを受け取って嬉しがる我が子よりも､我が子の喜ぶ顔が見れた時の私の

方がずっと嬉しく思っていたように思います｡｢もらう喜び｣と｢贈る喜び｣･････｡聖書に「受け

るよりは与える方が幸いである｣という言葉がありますが､ｸﾘｽﾏｽの喜びを我が子ともっと深

く味わうために､｢もらう喜び｣だけでなく､｢贈る喜び｣も我が子が味わえるようにもう少し工夫

をすれば良かった､と今少し後悔しています｡親の私から子供にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを贈るだけでなく､

例えば子供に､「小遣いからｸﾘｽﾏｽ募金に寄付する｣､｢家族同士でｸﾘｽﾏｽｶｰﾄﾞを交換す

る｣､｢塩尻に離れて住んでいる家内の父母に､子供に電話させる｣等々､我が子に「もらう

喜び」と「贈る喜び」の両方を味わわせてやれたなら､家族みんなでもっと深くｸﾘｽﾏｽを味

わうことが出来たのに・・・と今､思っています。小さい子供さんがおられる会員の皆さん、是

非お試しを！

さて､今年度を振り返りますと､５月１日から元号が令和に変わり､１０月からは消費税が

増税となり､先月はﾛｰﾏ法王が来日され広島にも来られるなど､様々な出来事がありまし

たが､私自身にとりましては､アッという間の半年でした｡今年度これまで様々な事業に関わ

って頂いた皆様には､心からお礼を申し上げます｡ ありがとうございました｡

年明けから後半６ケ月も気を引き締めて頑張りたいと思いますので､引き続き皆さまのご

協力をお願い申し上げ､会長時間とさせて頂きます。

２９年・泉会員、２４年・中山会員、２１年・山下会員・三保会員、１９年・庄子会員、

１７年・坪内会員、１２年・鈴木会員、１１年・岡部会員、５年・樽本会員、２年・松本会

員  おめでとうございます！ （１４年・神農会員 欠席）

【本日の例会 第２４２２回例会】

２０２０年１月９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」

四つのテスト唱和

来客紹介

誕生月会員お祝い

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

『誕生月会員ｽﾋﾟー ﾁ』

『会長年頭挨拶』 会長 粟屋 充博 会員

【出席報告】  出席委員会

２０１９年１２月１２日（木） 会員総数１００名

出席 ８４名  欠席 １６名

来客   ３名

【来客紹介】  親睦委員会

松尾  仁 様(ｸﾞﾙｰﾌﾟ６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐)

斉藤  周 様(ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事)

久保 弘睦 様(広島陵北)

会長時間       会長   粟屋 充博

連続出席表彰
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《臨時理事会報告》

*藤澤信也さんが１１月末付けで退会となりました。

*藤澤さん退会に伴い、社会奉仕委員長 荒本会員、副委員

長 浦会員となりました。

*その他、新会員候補者の入会承認について

*議事録はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの会員ﾍﾟｰｼﾞでご確認ください。

《ＢＯＸ配布物》

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌

*１月例会予定表

会報ＩＴ委員会 岡田会員

*ﾛｰﾀﾘｰの友１２月号の紹介

横書きＰ３ ＲＩﾎﾉﾙﾙ国際大会について

横書きＰ７ 疾病予防と治療月間 元気に“Ｒ活”を続けよう！

縦書きＰ４ 「AI と先端医療」

｢ROTARY AT WORK｣に光ＲＣと広島安佐ＲＣの活動につい

て掲載されています。

是非、ご一読ください。

親睦委員会 小林直哉委員長

*例会終了後、６F において親睦委員会を開催します。

ゴルフ同好会 丸子会員

*１２月多打喜会例会の成

績発表

優勝 小林直哉会員

ｸﾞﾙｰﾌﾟ６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の松

尾様より、３月２１日（土）

に広島廿日市ＲＣのﾎｽﾄ

により開催される「ｸﾞﾙｰﾌﾟ

６･７合同ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨ

ﾝｸﾞ」への全員登録および

出席についてのお話をされ

ました。

なお、ＩＭの案内は後日ＦＡＸにてお送りいたしますので、多数のご

参加をお願いいたします。

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【お客様出宝】

ｸﾞﾙｰﾌﾟ６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 松尾 仁 様より

【会員出宝】
粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

松尾ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、本日はようこそお越し下さいました。また先

程はＩＭのご案内をありがとうございました。ごゆっくりとお寛ぎくだ

さい。

粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

来週はいよいよ「夜間例会並びにｸﾘｽﾏ家族会」となります。準

備を進めて頂いている小林直哉委員長率いる親睦委員会の

皆様、また会員の皆様よろしくお願いいたします。

久保豊年会員･粟屋会員･杉町会員･塩本会員･下前会員･

吉永会員･下川会員･丸本会員･森会員・三保会員・越智会

員・濱本会員・渡部会員・中山会員・佐々木会員・竹本会

員 先週の年次総会にて次年度理事役員を選出をいただき

ました。次年度１年間宜しくお願い致します。

出席委員会一同(合田会員･鈴木会員・三宅会員・増田会

員・河本会員･竹内会員・川上会員) 本日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの時

間で今年度より変更になったﾒｰｸｱｯﾌﾟに関する規定変更を改

めて皆様にご案内するとともに、久永会員より「出席の効用」と

題してお話頂きます。

泉会員 今月で連続出席２９年目を迎えました。健康に気を

付けてこれからも頑張ります。

中山会員 お陰様で連続出席２４年となりました。これからの

健康に気をつけて楽しんでいきたいと思います。

山下会員 連続出席２１年ありがとうございます。

庄子会員 連続出席１９年となりました。入会５年目で連続

出席が途切れ本当は入会して２４年目です。ﾒｰｸｱｯﾌﾟは本当

に大切です。皆さんも頑張ってください。

坪内会員 お陰様で１７年間元気で例会に出席することが出

来ました。これからもご指導よろしくお願いします。

鈴木会員 連続出席１２年ありがとうございます。

岡部会員 連続出席１１年表彰ありがとうございます。あまり

頑張りすぎないように過ごします。

樽本会員 １２/１８で入会５年となり６年目を迎えさせて頂き

ます。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

松本会員 気づけば入会２年になりました。今後ともご指導よ

ろしくお願いいたします。

竹本会員 本日、誕生日ｽﾋﾟｰﾁをさせて頂きます。よろしくお

願いいたします。

桑原会員 本日は誕生日のｽﾋﾟｰﾁをさせて頂き、ありがとうご

ざいます。

菅会員 この度は、妻の誕生日に素晴らしいお花をいただきま

した。本人も大変喜んでおります。ありがとうございました。

藤原会員 妻の誕生日の花が届きました。これでまたﾛｰﾀﾘｰ

活動がしやすくなります。ありがとうございました。

迫会員 今年は欠席ばかりですみません。来年は頑張りま

す。今年も一年ありがとうございました。

小林直哉会員★★ １２/７に行われた多打喜会で、初優勝

する事が出来ました。しかも、ﾍﾞｽｸﾞﾛ優勝と出来過ぎた内容

でした。当日の夜、合田会員からｼｬﾝﾊﾟﾝのお祝いも頂いたの

で、合田会員の言いつけ通り、大枚２枚のﾆｺﾆｺをさせて頂き

ます。

宮本会員★ １２/３からｾﾌﾞへ行かなければならず、やむなく

欠席した多打喜会の代わりにｾﾌﾞで出場したﾄｰﾅﾒﾝﾄで優勝し

てしまいました。ｽｺｱはｸﾞﾛｽ７６、ﾊﾝﾃﾞｨ１４のﾈｯﾄ６２の１０ｱﾝ

ﾀﾞｰでしたので、ｱﾝﾀﾞｰ分だけﾆｺﾆｺさせて頂きます。

【職業ニコニコ】

中尾会員 大之木さん、大之木建設は呉二河球場の命名

権を取得されました。社名ではなく「鶴岡一人記念球場」とさ

れ、記念ﾎｰﾙや銅像も寄付されました。大之木建設さんの一

層のご発展をお祈りします。

当日計 ８３,０００円  累計 ８７１,０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

委員会報告

ガバナー補佐挨拶

幹事報告         幹事  島本 章生

同好会報告
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『出席の効用』

久永  洪 会員

ﾛｰﾀﾘｰの３大義務の１つ、“出席”

「出席の効用」について話しをしま

す。それが、本年度粟屋会長の方

針「新たなるｽﾃｰｼﾞへ、確かな一

歩を」の一助にもなれば幸いです。

ﾛｰﾀﾘｱﾝの皆様は、よくご存知の通り、ﾛｰﾀﾘｰには色々な業種の

会員が居られます。広島北ＲＣの会員は、年齢･企業規模･業

種、社会の縮図のように良いﾊﾞﾗﾝｽで居られます。そして会員の

方々は、人間的にも能力的にも魅力的で、自分が求めている人、

自分の目標にしたいと思うすばらしい人が多く居られます。

そのﾛｰﾀﾘｰは、会員の皆様に例会への出席を強く求めています。

それは、異業種の人々の集まりですから、自然と心が開き交流が

始まり、自分の恥も困っていることも「何でも話せる友達」を見つけ

て楽しいﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを送ってほしいのです。

ﾛｰﾀﾘｰの例会は「人生の道場」と言われて来ました。ﾛｰﾀﾘｰが誕

生して３年後、ｼｶｺﾞＲＣに入会した経営学者のｱｰｻｰ･ﾌﾚﾃﾞﾘｯ

ｸ・ｼｪﾙﾄﾞﾝは、「ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは、ただの社交ｸﾗﾌﾞでは永続しない。

広く社会的に有用な団体でなければ」と考え、その４年後の１９１

０年第１回全米ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ年次大会で、「最もよく奉仕する者、

最も報われる」と言う奉仕の理念を発表しました。

そして、この奉仕の理念をさらに進めた「超我の奉仕」が、現在で

は「ﾛｰﾀﾘｰの哲学」と定義されています。例会で会員は、この「超

我の奉仕」の哲学：心を学んで、奉仕活動ができる人になるため

の人生道場でもあるのです。しっかりと目的を持ってﾛｰﾀﾘｰ活動

をして頂けたらと思います。答えは必ず出ますから。

次に、例会以外のいろいろな奉仕活動や IM（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ・ﾐｰﾃｨﾝ

ｸﾞ）や、地区大会、ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ、ｸﾗﾌﾞ協議会などにも参加を呼

びかけているのは、色々な学びがあるのは勿論ですが、例会とは

雰囲気が違いお互いに平素とは違う側面が出て、交流しやすく、

より早く友達になれるからです。

皆さんは「理想の友達に必ず出会う」ことと思います。ただ色々な

行事に積極的に出席・参加しなければ、折角のチャンスも生かさ

れないのです。

ﾒｰｸｱｯﾌﾟについて、自分の所属するｸﾗﾌﾞの例会に欠席した場合

には、それを補完するために他のｸﾗﾌﾞの例会へ出席してﾒｰｸｱｯﾌﾟ

をする訳ですが、ﾒｰｸｱｯﾌﾟは自身が所属するｸﾗﾌﾞを超えて他ｸﾗ

ﾌﾞの会員と知り合い、より幅広い新しい友達を作るﾁｬﾝｽです。

出席がﾛｰﾀﾘｱﾝの義務である反面、ﾒｰｸｱｯﾌﾟはﾛｰﾀﾘｱﾝの権利

と言えるのではとも思います。

広島市内には、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが１２ｸﾗﾌﾞ約９００名の会員がおり、

その９００名の方々と出会い繋がるﾁｬﾝｽがあります。

更に日本国内では９万人弱、世界では１２０万強のﾛｰﾀﾘｱﾝと

繋がるﾁｬﾝｽがあるのです。

我が広島北ＲＣ京都伏見ＲＣと毎年姉妹ｸﾗﾌﾞ友好調印式を行

い、野球だけではなく、例会･観光･懇親会を通して会員同士の

交流や、普通では体験できない京都の奥深い文化と流儀に触

れ、心が啓発され、友好の意義を感じられることと思います。

最後に、ﾛｰﾀﾘｰには奉仕活動があります。なかでも我々の職業と

直結している職業奉仕の活動は、「各自の企業の発展を通して、

社会に貢献する」ために特に力を入れています。ﾛｰﾀﾘｰの職業奉

仕とは、ﾛｰﾀﾘｰの目的、職業宣言、更に「四つのﾃｽﾄ」の倫理観

を取り入れて、経営理念を確立し、社員の働き甲斐のある職場

づくり、客先の満足と信頼の向上などの具体的実行です。ﾛｰﾀﾘ

ｰに入会して１０年も経てば、このようなﾛｰﾀﾘｰという場の力で奉

仕の精神が自ずと血となり肉となる。これこそがﾛｰﾀﾘｰ活動に参

加して得られる最高のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄです。

ﾛｰﾀﾘｰには社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕など各種プログラ

ムがあります。「世のため、人のために尽したい」これは人間の本質

です。この本質を実現するために、ﾛｰﾀﾘｰの色々なプログラムに

出席して奉仕の喜びを味わっていただきたいと思います。ﾛｰﾀﾘｱﾝ

は、人あり･教育あり･奉仕あり･楽しみあり･喜びありです。

そのためには、“出席ありきです“これこそﾛｰﾀﾘｰが 100 年以上も

の長きにわたり発展・継続しているひとつの理由だと思うのです。

今日は、ﾛｰﾀﾘｰのＡ面･表面のことばかりを話して来ましたが、ﾛｰ

ﾀﾘｱﾝもＢ面･裏面があります。

良寛さんの辞世の句“裏をみせ、表をみせて、散るもみじ”１０杯

のお茶より１杯の酒という通り、ﾛｰﾀﾘｰが人生の道場とすれば、心

の琴線にふれる決定的瞬間は酒の席のほうが良いかもしれません。

この事を付け加えて終わりとします。

出席委員会   

竹内  剛 会員

今年度より変更になったﾒｰｸｱｯﾌﾟ

規定についてご説明させて頂きま

す。

【メークアップ期間】

２０１９年６月まで「欠席した(する)例会の前後１４日間」となって

いたが、２０１９年７月より「欠席した(する)例会の同年度内」に変

更となった。

ただし、

下記の規約に抵触する場合は会員身分の存続に関わるので、

注意が必要。

(1) 年度の各半期間において、ﾒｰｸｱｯﾌﾟを含むｸﾗﾌﾞ例会出席

率が少なくとも５０％に達しているか、ｸﾗﾌﾞのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄおよびそ

の他の行事や活動に少なくとも１２時間参加していなければ

ならない。または、ﾊﾞﾗﾝｽの取れた割合でその両方を満たして

いなければならない。

(2) 年度の各半期間に、本ｸﾗﾌﾞの例会総数のうち少なくとも３

０％に出席、またはｸﾗﾌﾞのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄおよびその他の行事や活

動に参加しなければならない。

(3) 連続欠席。連続４回例会に出席せず、またﾒｰｸｱｯﾌﾟもしてい

ない場合。

【連続出席表彰について（ｸﾗﾌﾞ慶弔規定）】

連続出席の表彰については、従来通り第２例会で行うが、表彰

の前に全ての例会欠席についてﾒｰｸｱｯﾌﾟを済ませていることが条

件となる。ﾒｰｸｱｯﾌﾟが足りない場合、表彰は次月に繰越となる。

また、今年度の出席ｶｰﾄﾞより備考欄にﾒｰｸｱｯﾌﾟの日付とｸﾗﾌﾞ名

を記入しますが、基本的には会員個々での管理となりますので、

ご理解・ご協力をお願いいたします。

以上、よろしくお願いします。

卓話時間
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前回例会報告
第２４２１回例会

２０１９年１２月１９日（木） １８：００～

『夜間例会並びにクリスマス家族会』

【例会プログラム】

点鐘

会長時間      会長  粟屋充博

幹事報告      幹事  島本章生

出席報告      出席委員会

点鐘

【クリスマス家族会プログラム】

開会

開会挨拶      理事  合田尚義

乾杯発声      幹事  島本章生

食事

余興 マジックショー

    テーブルマジック&プレゼントタイム

    テーブル対抗クイズ

閉会挨拶      副会長 杉町 孝

閉会

手品家によるマジックショーに子どもは夢中！

サンタさん＆トナカイさん

粟屋会長・杉町副会長・島本幹事による「利きシャンパン」

仲良く全員不正解でした(>_<)

クイズ大会最後はジャンケン

大人は負けてあげてください！

  
司会 中島直樹さんと井上恵津子さん   ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄも大人気

親睦委員会の皆様、準備に進行など大変お疲れさまでした。


