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【本日の例会 第２４２３回例会】
２０２０年１月１６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
『年男の弁』
山内盛利会員・平井淳司会員・谷本次郎会員
三宅孝直会員・赤井友昭会員

前回例会報告
第２４２２回例会
２０２０年１月９日（木） １２：３０～

会長時間

会長

新年明けましておめでとうございます｡
当クラブに於きましては､今日から今年度の後半の活動がスタートします｡昨年は皆様に
は大変お世話になり､ありがとうございました｡今年も引き続きよろしくお願い申し上げます｡
又､昨年の最後の例会､１２月１９日のクリスマス家族例会には会員並びにご家族の皆様
に多数ご参加頂き､お陰様で楽しいクリスマス家族例会を開催することが出来ました｡
ご参加頂いた皆様並びに企画･当日の進行･運営などのお世話を頂いた合田理事､小
林直哉委員長始め親睦委員会の皆さん､ありがとうございました｡
今日は後程卓話の時間を頂いておりますので､京都伏見ＲＣから頂いた新年の挨拶をご
披露申し上げ､会長時間とさせて頂きます｡

お祝い
謹んで新年のお喜びを申しあげます。旧年中は格別のご高配を賜り、誠にあり
がとうございました。貴クラブ会員ご家族みなさまのご健勝と、ご多幸をお祈りい
たします。本年もどうぞよろしくお願い申しあげます。
京都伏見ＲＣ会長 浅野 雄祐
誕生月会員お祝い

【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
四つのテスト唱和 職業奉仕委員会
誕生月お祝い
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』
『会長年頭挨拶』 会長 粟屋充博 会員

左から、山田会員、高井会員、上野会員、
槇殿会員、山内会員、山坂会員、粟屋
会長
おめでとうございます！
（久保豊年会員・高見会員欠席）

【出席報告】 出席委員会
２０２０年１月９日（木） 会員総数１００名
出席 ８１名
欠席 １９名
来客
１名
ゲスト ２名
【来客紹介】 親睦委員会
山下
江 様(東京中央新ＲＣ)
赤木 寛紀 様(入会予定者)
貞木 雅和 様(入会予定者)

粟屋 充博

還暦を迎えた山内会員と７０歳を迎えた山
田会員には記念品が贈られました。
幹事報告
幹事 島本 章生
《お知らせ》
*１月度理事会は、本日１８時３０分より「かなわ」で開催いたします。
《ＢＯＸ配布物》
*地区活動報告書 *ガバナー月信
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委員会報告

ニコニコ委員会(合田会員・下川会員・武部会員・泉会員・藤
田会員・荒本会員・古田会員・丸本会員・樹野会員・菊地
会員) 明けましておめでとうございます。今年も張り切ってﾆｺﾆ
ｺ発表をさせて頂きます。今月から下半期がｽﾀｰﾄします。是
非、２０２０年皆様のﾆｺﾆｺをご出宝下さい。心をこめて発表さ
せて頂きます。

創立５０周年記録委員会 山内会員
*５０周年記念誌の校正をお願いしています。校正紙の提出は
山内にお願いします。

☺ニコニコ箱☺

【職業ニコニコ】
土井会員◇ 昨年１２月２６日に創業１００周年の祝いを商工
会議所から頂きました。ありがとうございました。
桑村会員 山坂さん、岡山店移転おめでとうございます。益々
のご発展をお祈り申し上げます。

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
皆様明けましておめでとうございます。本日より新年のｽﾀｰﾄで
すが、残り半年精一杯頑張ってまいりますので、ご協力の程、
よろ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
赤木寛紀さん、貞木雅和さん、本日は当ｸﾗﾌﾞへようこそお越し
くださいました。ごゆっくりとお過ごしください。
岡部会員･荒本会員・久永会員・丸本会員・松田会員・篠
崎会員・吉良会員・吉田会員・畑会員・渡部会員・浦会員・
桑原会員・大賀会員・西開地会員・中川 良浩会員 広島北
ＲＣとがんの子どもを守る会との共同事業として、昨年１２月１
６日には広島大学付属病院で、２３日には日本赤十字病院
で、それぞれｸﾘｽﾏｽ会を実施しました。今年はｵｶﾘﾅの演奏も
ありました。ｻﾝﾀとﾄﾅｶｲからのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄは入院中の子どもたちの
みならず保護者の皆さんからも喜んでいただきました。粟屋会
長を始め会員の皆様のご支援とご協力に心より感謝いたしま
す。ありがとうございました。
合田会員･小林直哉会員・堤会員・山坂会員・山下会員･
新谷会員・丸子会員･吉良会員・竹本会員・大賀会員・吉
田会員・赤井会員・西開地会員・ﾁｮｰﾄﾞﾘｰ会員･高井会員・
平井会員 昨年のｸﾘｽﾏｽ家族会では皆様に盛り上げて頂
き、楽しい家族会になりました。ありがとうございました。親睦委
員会一同、今年度後半も頑張って参りますので、よろしくお願
いします。
山田会員★ お陰様で今月で７０歳を迎えます。
山内会員◇ 明けましておめでとうございます。誕生日祝いあ
りがとうございました。還暦を迎えて第２の人生ｽﾀｰﾄです。今
年も宜しくお願い致します。
上野会員◇ 今月、喜寿の誕生日を迎えます。本年もどうぞ
よろしくお願いいたします。
池久保会員 先日は妻の誕生日に大変素敵な花を頂きまし
て大変ありがとうございました。妻も大変喜んでおりました。
秋山会員 妻の誕生日に素敵なシクラメンの鉢植えを頂きま
した。ありがとうございました。
増田会員 多くの方に年賀状を頂き、ありがとうございました。
元来の筆不精でお返しをしていない方にお詫び申し上げます。
迫会員 新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いしま
す。
庄子会員 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお
願いいたします。
桑原会員 皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願いいたします。本日の例会ですが、検診が入っており
欠席とさせて頂きます。申し訳ありません。また、昨年のｸﾘｽﾏｽ
家族会は、息子２人、手品、じゃんけんでｽﾃｰｼﾞに上がらせて
頂き、いい経験をさせて頂きました。その上、うまい棒を何百本
も頂き、ありがとうございました。小林直哉委員長をはじめ、親
睦委員会の皆様、ご苦労様でした！
荒本会員 本日、所用のため早退させて頂きます。
古谷会員 本日、所用のため早退させて頂きます。

当日計 ８０,０００円 累計 ９５１,０００円
★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

卓話時間

『会長年頭挨拶』
会長 粟屋 充博 会員
改めまして､新年あけましておめでと
うございます｡
今年も引き続き､どうぞよろしくお願
い申し上げます｡昨年７月に今年度
がスタートし､振り返りますとアッという間に半年が経過しましたが､
皆様にお力添えを頂いたお陰により何とか前半半分を終えること
が出来ました｡「年頭の挨拶」ということで時間を頂きましたが､まず
何はさておき昨年７月以降､皆様にクラブ運営並びに様々な事
業にご協力頂きましたことに改めまして心よりお礼を申し上げま
す。
昨年末までの今年度前半の活動を振り返りますと､理事・役員
並びに各委員会の委員長始め委員の皆様には､立案頂いた事
業計画に添って､多くの楽しく有意義な事業を実施頂きました｡感
謝の気持ちを込めて一つ一つの事業を振り返りながら紹介させて
頂きたいのですが､時間に限りがあり､それが叶いません｡今日は頂
いた時間の中で半年会長を務めさせて頂いた中で､気付かせて
頂いたこと､感じている事二つと､新たな年を迎え､後半の活動をス
タートするにあたっての｢抱負｣についてお話ししたいと思います｡
まず一つ目ですが､昨年７月に会長を拝命して以降､皆様のお力
添えを頂きながら殆ど全ての活動に関わらせて頂き､ロータリーそ
のものの事のみならず､地域のために善意で活動しておられる
方々との出会いや､困難を抱えながらも前向きに懸命に生きてお
られる方々との出会いを通して､今まで知らなかった多くのことを勉
強させて頂き､多くの気付きを与えて頂けたことを感謝しています｡
私が勘違いをしていなければ､会長をさせて頂いたことで､ロータリ
ーの存在意義･存在価値に対する理解が多少なりとも深まったよ
うに思います｡「人の数だけ夢がある。自分の夢を追いかけ努力す
ることも尊いが､あなたの生涯を判断する基準はなによりも､あなた
が他者に対して何を為したかである､ということを忘れないで下さ
い｡｣
これは､私が高校を卒業して大学に進学する際に､尊敬していた
一人の先生から言われた言葉です｡その先生ご自身の生きざまも
まさにその通りでしたので､この言葉は今も私の胸の中に焼き付い
ています｡実は､この言葉とロータリーはこれまで私の中でつながって
はいませんでしたが､半年間会長を務めさせて頂いて「超我の奉
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仕」というロータリーの奉仕の理念は､解りやすく言うとこの先生のお
言葉になるのでは・・・・・と今思っています｡
青少年奉仕委員会に担当頂き､昨年１０月・１１月に実施頂い
た｢矢野の家･子ども食堂｣への支援事業と社会奉仕委員会に
担当頂き､昨年９月に実施頂いた「サニーピア･デイキャンプ」､１２
月に実施頂いた「がんの子供を守る会のクリスマスイベント」で特
に強くそう感じた次第です｡
続いて二つ目は､昨年４月のＲＩ規定審議会でメークアップに関す
るルールが従来と大幅に変わった事､具体的にはメークアップ可能
な期間が「前後２週間」から「年度内」に変わった事へのクラブとし
ての対応です｡この変更に関して私個人としては聞いた瞬間､「え
っ、何故」と思いましたが､クラブがＲＩの構成メンバーである以上､
規定審議会で採択されたＲＩ定款はそのままクラブ定款として受け
入れるべき､と思い､急遽クラブ定款・細則特別委員会を設けて､
メークアップに関するクラブ細則の変更をお願いしました｡
言葉としては､｢前後２週間｣から「年度内」という､たったそれだけの
変更ですが､運用面でクラブ定款･細則特別委員会のみならず､
出席委員会の皆さんも煩わせることになりました｡「我々以外の他
クラブは対応をどのように考えておられるのだろう｣との思いから晝
田ガバナーに公式訪問でお越し頂き、昨年８月８日に開催したク
ラブフォーラムのテーマとしてもこのことを取り上げましたが､驚いたこ
とに、我々北ＲＣと同様に即座にクラブ細則の変更に取り組んで
いたのは晝田ガバナーが在籍しておられる福山ＲＣだけで地区内
の他のクラブは殆どがクラブの定款･細則は変更せず､メークアップ
に関しては従来通り前後２週間として運用するようだ､とのことでし
た｡本件に関しましては皆さんにも良くご理解頂いた上で対応を
進めたつもりですが､今でも我々北ＲＣの対応は正しかった､と確
信しています｡
以上､今年度感じたこと､気付かせて頂いたことに続いて､年頭に
あたっての「抱負」をお話し致します｡

地の良い楽しいクラブ｣の運営に努めますので､引き続き皆様のご
指導とご協力をお願い申し上げまして年頭の挨拶とさせて頂きま
す。
次年度ＲＩ会長 紹介

ホルガー クナーク氏
Henzogtum Lauenburg-Mölln
ロータリークラブ所属（ドイツ）
１９９２年にロータリー入会。ロータ
リーの財務長、理事、モデレーター、
各種委員会の委員や委員長、
規定審議会代表議員、ゾーンコ
ーディネーター、研修リーダー地区
ガバナー、２０１９年ハンブルグ国
際大会ホスト組織委員会の共同
委員長を歴任。現在は恒久基金／大口寄付アドバイザーを務
める。
不動産業を営む「Knaack KG」の CEO。１２５年続く家族事業の
「Knaack Enterprises」の元パートナー兼ゼネラルマネジャー。
地域社会では、ラッツェブルク市市民財団の創設メンバーであり、
Gut Grambek ゴルフクラブの会長を務めた経験をもつ。カール・ア
ダム財団の会長で創設者。
スザンヌ夫人とともにメジャードナー、遺贈友の会会員としてロータ
リー財団を支援。
ロータリーの公式アプリ 紹介
外出中もロータリー情報を検索するのに便利なロータリーの公式
アプリ。旅先でクラブを探したり、大会参加中に講演スケジュール
を確認したりするなど、スマートフォンかタブレット端末があれば、ア
プリをインストールして簡単に情報を入手できます。

したが

私の座右の銘は､「尽人事､聴天命（人事を尽くして天命に聴 う）」
です｡これは私の父が座右の銘としていた言葉でもあります｡出典
は中国の｢読史管見（どくしかんけん）八・晋紀・武帝｣で､西暦３
８３年の「淝水（ひすい）の戦いで前秦（ぜんしん）の苻堅（ふけん）
の大軍を迎え撃つことになった東晋（とうしん）の宰相・謝安（しゃ
あん）の心境を描写した言葉です｡
現在は「天命を待つ」として使われることが多いようですが､元々の
原文は｢天命に聴う（したがう）｣です｡今年度が終了する６月末日
に､当クラブの会長としての１年を振り返って､自分自身に恥じるこ
とがないように､潔しと思えるように､微力ながら務めて参りたいと思
っています。今後の予定として､再来週今月２３日には３RC 合同
例会･懇親会､来月２月２０日には職業奉仕委員会による広島
テレビ本社での職場訪問例会､３月２１日には G6･７合同インタ
ーシティーミーテイング､４月２４日には当クラブ創立５１周年記念
例会、そして６月２５日が最終夜間例会で､この他にも社会奉仕
委員会で「全員参加型の奉仕事業」として､はなのわ２０２０への
花の植え付けや､国際奉仕委員会でグローバル補助金を活用し
た｢フィリピンの小学校への支援事業｣なども計画頂いております。
皆様には日程等スケジュールをご確認頂き､これらの事業･活動
へのご参加をよろしくお願い申し上げます｡
かのえ

■ロータリー グローバル リワード アプリ
会員特典プログラム「ロータリー グローバル リワード」のための
新しいアプリをご利用ください。
機能：
・商品、サービスの割引の利用
・購入金額の一部をロータリーに還元
・会員が自社の特典・割引を提供
・名称やキーワードで得点を検索
・特典が利用できる店舗やホテルを地図上で確認
■クラブ検索アプリ
クラブ検索アプリ（無料）があれば、世界中どこにいても、お近く
のロータリークラブを検索できます。キーワード、国、都道府県
／州、地区番号、例会日時で検索でき、「Near Me」検索で
は、現在地の近くにあるクラブを探すことができます。
機能：
・クラブ所在地を地図で確認
・キーワード検索
・検索結果の保存 等
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最後になりましたが､今年の干支は「 庚 の子 」でこの年は「過去の
成果から引き継ぐべきものは維持しつつ､新たな環境や局面に向
けて体制を整えていくと良い年」だそうです｡今年度のクラブ運営
方針を｢新たなステージへ､確かな一歩を｣とさせて頂きましたが､
今年の干支の運勢通り､次年度に向けて､又クラブの更なる発展
に向けて確かな一歩を刻めるように､今年度後半も杉町副会長､
島本幹事､藤原･樽本両副幹事と共に｢明るく調和のとれた居心

上記に紹介したアプリ以外にもロータリアンやロータリーの支援者
の方々が作ったアプリがあります。詳しくは My Rotary の会員コー
ナーに掲載されていますので、是非、ご確認ください。
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