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クラブ運営方針 友愛と分かち合いのこころの輪を広めよう 

  ２０１１年７月２８日発行 Vol．１２７９

国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー氏 

国際ロータリーテーマ 

こころの中をみつめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 

■会長  髙原 宏之    ■幹事  粟屋 充博 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 

 E-Mail hnrc@world.ocn.ne,jp  URL http://www.hnrc.jp/ 

例会場 ホテルグランヴィア広島  広島市南区松原町 1-5 
 

 
 

 

 

ロータリーソング   「われら広島北ロータリー」 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

入会式 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告・委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間     「就任挨拶 Part1」 理事役員委員長 
 

 

 

   
中嶋恒男氏の入会式を執り行いました。 

 

中嶋 恒男 会員 （なかしま つねお）  

鹿島建設㈱中国支店 執行役員支店長 

職 業 分 類：総合建設 

推 薦 者：山本忠男会員・上野淳次会員 

所属委員会：ロータリー家族親睦委員会・新世代奉仕委員会 
 

 

 

    

 

 
 

 

お客様におかれましては、ようこそお越し下さいました。どうぞごゆ

っくりお過ごし下さい。中嶋会員におかれましては、改めましてご

入会おめでとうございます。親睦と奉仕活動に勤しんで頂きます

ようお願い申し上げます。 

さて、今日の会長時間は出生率についてお話ししたいと思います。  

厚生労働省が発表した昨年２０１０年の出生率は１．３９でした。 

ちなみに２００９年は２００６年以来３年連続の上昇がストップし、１．

３７でした。出生率は正確には合計特殊出生率といい、一人の女

性が一生のうち平均何人の赤ちゃんを産むかを表すもので、単純

計算では出生率が２以下になれば人口は減っていくことになり、

人口を維持できる水準は２．０７とされています。 

出生率が低下して子供の数が少なくなっていくことを少子化とい

います。少子化の主な原因は日本人の結婚の仕方が変化し晩婚

化や未婚化が進んだためといわれています。又結婚後の夫婦が

もつ子供の数も１９９０年以来減少しています。 

特に、２００５年の出生率は１．２６と過去最低記録を更新しました。

２００６年以降の出生率は僅かに増加していますが、少子化に歯

止めがかかったわけではありません。 

２００５年に戦後初めて死亡数が出生数を上回り、日本の人口は

自然減の時代を迎えました。少子化が問題なのは、これから日本

の経済を担う働き手が少なくなるという事です。人口が減少すると

消費者も減り、経済の規模がどんどん縮小してしまいます。 

一方、医学の進歩等により寿命は延びているので、高齢者の割

合は増えていきます。そのため、年金や医療、介護といった社会

保障の負担が現役の働き手の肩に重くのしかかってくることになり

ます。今の日本で、若いカップルが子供を育てていくには、経済

的にだけでなく、社会的な不安もたくさんあります。こうした不安を

取り除いていくのが政府の役割ではないでしょうか。国民が安心し

て子供を育てられない国に未来はありません。日本のロータリーク

ラブにおいても会員数が約９万人にまで減少しておりますが、今

後の事を考えますと、経済状況だけでなく出生率の低下（少子

化）もこれからの日本のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに大きな影響を及ぼす要因で

はないかと考えるこの頃です。本日の会長時間を終わります。 

 

 

＊ロータリーレート変更のお知らせ 

８月１日より１ドル＝８０円となります。 （現行１ドル＝８２円） 

＊先週もお願いしましたが、今年度ガバナー公式訪問は８月２５

日（木）です。公式訪問に先だち広島ＲＣの斉藤隆幸ガバナー

補佐をお迎えし、８月１１日（木）例会終了後に、第１回クラブ協

議会を開催します。出席義務者の方には先週ご案内をお送り

しましたが、明日７月２２日（金）が回答期日です。期限内の返

信をよろしくお願いいたします。 

＊在広他クラブの例会変更につきましては、毎月お配りする「例 

■本日の例会 ２０１１年７月２８日(木) 第２０５０回 
ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告・委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間   「就任挨拶 Part2」 理事役員委員長 

前回例会報告 ２０１１年７月２１日（木） 第２０４９回 

会長時間   会長  髙原 宏之 

入会式 

連続出席表彰 

幹事報告   幹事  粟屋 充博 左から、 

2 年 伊藤会員 

2 年 杉本会員 

髙原会長 

4 年 菅 会員 

9 年 加藤会員 
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会卓話予定表」に記載させいていただきます。またホームペー

ジを随時更新しておりますので、ご確認ください。 

＊新会員候補者通知（ＢＯＸ配布） 

＊職業分類見直しについてのご案内（ＢＯＸ配布） 

＊在広ＲＣ会員名簿（ＢＯＸ配布） 

 

 

■職業分類会員増強委員会  鵜飼委員長 

本日ＢＯＸに職業分類見直しのお知らせとご案内をお配りして

おります。職業分類の変更希望などございましたら回答書に記

入し提出をお願いします。また、本日１８時３０分より「かき船か

なわ」において委員会を開催します。 

 

 

【自主出宝】 
髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 中嶋さん、

ご入会おめでとうございます。一日も早くクラブに馴染んでください。

これから一緒に活動できることを嬉しく思います。 

山本(忠)会員◆ 中嶋さん、ようこそﾛｰﾀﾘｰへ。会員の皆さんと親しく

日々交流を重ねられ、楽しく公私共御活躍をして下さい。御健康で連

続出席を続けてください。お願いします。 

髙原会員★ 書中お見舞い申し上げます。元気にこの夏も乗り切れ

そうです。心より会員諸兄の健康を祈念しています。 

山本（忠）会員☆ 今月我が家に嬉しいことが一つありました。長男一

博と申します。鳥取大学医学部循環器内科の教授に就任いたしまし

た。これからは立派な医学生を育て世の中に送り出してくれる事を信

じ期待しています。 

増田会員 出席委員長として、第１回目の例会の出席率が１００％で

したので。お祝いの意味を込めて！ 

加藤会員 連続出席の表彰ありがとうございました。節目の１０年に向

けてがんばります。 

菅会員 連続出席４年になりました。よろしくお願いします。 

濱本会員 先週入会しました濱本利寿です。まだまだわからない事

ばかりですが、宜しくお願いします。 

畑会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます会報・ＩＴ委員会の畑です。

どうぞ宜しくお願い致します。 

島田会員 就任挨拶よろしくお願いします。 

坪内会員 本日、就任挨拶をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

粟屋会員 鈴木会員へ感謝の出宝です。鈴木さん、先週の例会直前

に暑い中駐車場まで走って頂き、ありがとうございました。お陰で濱本

会員の入会式を予定通り始めることが出来ました。 

山内会員 ７/１６日、石田会長一行にお邪魔して、お伊勢参りに行っ

てきました。その時の写真を会員ページ画像データに載せています

ので、是非ご覧下さい。 

伊藤会員◆ 今年度初出席になります。先日、四人目の孫が生れま

した。今年度も宜しくお願いいたします。誕生日のプレゼントありがとう

ございます。 

越智会員 ２３日(土)に私の実家の町(呉市豊町)で、４００年続く祭り

が行なわれます。岸和田の「だんじり」に負けないくらい命懸けの祭り

です。是非、お時間のある方は足をお運び下さい。 

粟屋会員 韓国にいる娘の就職が決まりました。ソウル市内の会社で

す。当面日本には帰ってきそうもありませんが、やっと社会人になって

くれて親として少しホッとしています。 

岸本会員・久永会員・武田会員・三宅会員・中尾会員・福田会員 

山本忠男会員、ご子息ご長男の一博さんは、大阪大学を最優秀の成

績で卒業され、ｲﾝﾀｰﾝ学習に努めておられ、今般大阪大学から鳥取

大学医学部の教授に就任されました。おめでとうござい 

ます。今後共、日本医学会への貢献は勿論、父上の診察もよろしくお

願いします。 

久保(雅)会員・山下(正)会員・上田会員・越智会員 山坂さん、新しい

店舗「炭火焼 弁兵衛」のｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。益々のご発展、

体調に気をつけて頑張って下さい。 

 

久保田会員 なでしこＪＡＰＡＮ世界一おめでとう！ 

古谷会員 会社行事の為、早退します。 

杉本会員 本日、行事のため早退致します。 

槇殿会員 せっかくのﾆｺﾆｺﾃﾞﾋﾞｭｰでしたが、山下正司会員をやまだ 

まさし会員と読み間違えてしまいました。すみません。幹事までして頂

いた方のお名前を間違えてしまいました。私はこんなものでしょう。。。 

 

当日計 45,000 円（内、ｗｅｂ9,000 円） 累計 154,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=2,000 円 

★ニコニコ委員会より 

ホームページからニコニコ箱にメッセージを出すと翌月の会費

で指定の金額を徴収させていただきます。是非ご利用下さい。 

 
 

『就任挨拶Ｐａｒｔ１』 
 

理事・直前会長 石田平二会員 
本年度直前会長として理事に就任いた

しました石田でございます。「直前会長

の役目とは何か？」と色々考えましたが

なかなか答えが見つかりません。何はと

もあれ本年度高原会長をｻﾎﾟｰﾄしつつ、

影の様について行きたいと思います。今年１年よろしくお願い致しま

す。 
 

理事・会長エレクト 水野勝会員 
若草町ザ・広島ﾀﾜｰ１階で皮膚科の開業

医をしております。１９３９年生れで今年７

２才になります。 

ﾛｰﾀﾘｰ入会は２００１年３月８日、間所さ

んと現･高原会長の推薦で入会しており

ます。入会１０年目のまだまだ未熟者です。このような私にはたしてこ

の役が務められるのか不安と心配で一杯です。しかし、今年度高原

会長を見習い、優秀な次年度副会長、次年度幹事に助けられ、また

全会員の皆様のご支援を得て、なんとかその役目を果たしたいと思っ

ております。どうかご指導をよろしくお願いいたします。 
 

職業分類会員増強委員長 

鵜飼興治 会員 

皆様方各自のﾆｰｽﾞに相応しい職業分

類を整備する。また、今年度運営方針

に出来れば会員数８５名少なくとも８３

名の会員数でないと健全な運営が難

しいとの会長幹事の方針から少なくとも８３名純増６名を最低目標

に頑張りたいと思っております。皆様のご協力の程宜しくお願い

申し上げまして就任の挨拶とさせて頂きます。 
 

理事・ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長 

久保田宏温 会員 
私共ﾛｰﾀﾘｰの５大奉仕に示される、奉仕

活動を中心に運営活されるべきと思いま

すが、その奉仕活動が成果あるものにな

るには、前提に会員同士の絆・親睦が不

可欠です。私の担当するｸﾗﾌﾞ管理運営委員会が家族を含めた親睦

を深め居心地のよいｸﾗﾌﾞにする役目を担っておることを心得企画運

営していきます。企画の詳細については各委員長より申しあげます。 
 

出席委員長 増田達夫 会員 

一昨年から継続されているクラブ連続出

席 100％を今年度も第一目標としたいと

思っています。 

その他、計画に記している四つの計画

を実施していきたい。 

ニコニコ箱   ニコニコ委員会 卓話時間 

委員会報告 
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・例会ごとに出席報告をする。 

・例会欠席者に連絡する。 

・他の委員会と連携し、諸行事への出席を促す。 

・表彰と記念品の贈呈  などです。 

個人的には、これまでｽﾘｰﾋﾟﾝｸﾞ的ではありましたが、これを機会に諸

行事へ積極的に加わるようにしますので、お願いします。 
 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員長 

神農洪明 会員 
私にとりましては、正直一番不釣合いな

委員会の委員長を拝命していただいた

なと内心思っています。しかし、仰せつ

かった以上は、泉副委員長以下９名のﾒ

ﾝﾊﾞｰで、委員会の予算は少なくなりましたが、それを感じさせない企

画、運営を心がけﾒﾝﾊﾞｰ一同一生懸命やらせて頂きますのでよろしく

お願いいたします。その中で、今年度は秋の家族会と致しまして、１０

月９日（日）せらにし青少年旅行村にて会員の方そして、ご家族皆様

が楽しく一日を過ごし親睦の和を広げて頂けますよう企画を致してお

ります、詳しいことは又後日お知らせします、たくさんの会員の方そし

てご家族の方が参加してくださいますよう宜しく御願いいたします。 
 

ﾆｺﾆｺ委員長 島田忠征 会員 
入会させていただいてようやく 3 年が過

ぎた私ですが、過分な役職を拝命して

恐縮していますが、幸いにも当委員会

には槇殿副委員長をはじめ吾郷会員、

猫島会員、小田会員というベテランの諸

先輩方に囲まれ皆様のお知恵やお力

を借りることができ幸いであったと思っています。 

本年度ニコニコ委員会では会長運営方針である『友愛と分かち合い

の心の輪を広めよう』に則り、クラブの会員全員がニコニコしながら出

宝できる雰囲気、環境作りを進め会員の慶事を会員一同で喜びを共

有する場にしていきたいと思います。 

又、過日の委員会報告で報告したとおり、メールによる出宝について

は、後日会費徴収とさせて頂いていますので有効にご利用下さい。 

皆様方のご協力を節にお願いいたします。 
 

理事・広報常任委員長 

山内盛利会員 
本年度の広報活動は、対外広報・対内

広報、両方共に大事にするという方針

の下、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(HP)の活用を積極的

に図って行きたいと考えています。ＨＰ

に関してｸﾗﾌﾞの現状は、知ってる人は知ってるけれど、知らない人は

全然知らないというのが実態だと思います。ニコニコ箱をＨＰから出宝

しようという動きについては皆さんご存知だと思いますが、その他にも

ｸﾗﾌﾞのＨＰ内にはお宝情報が沢山詰まっています。ＨＰを皆様に活

用頂き、ｸﾗﾌﾞ事業のこと、同好会活動のこと、ﾒﾝﾊﾞｰの事、等々を広く

知って頂いて、会員皆様のﾛｰﾀﾘｰ活動が少しでも有意義且つ楽しく

なれば、広報委員会としてとても幸せだと思います。皆さん自身で情

報発信するのは難しいなと思われる方がいらっしゃいましたら、委員

会ﾒﾝﾊﾞｰ喜んで馳せ参じて、お手伝いをさせて頂きます。どんなこと

でも結構です。どうぞお気軽にお声掛け頂き、広報常任委員会を皆

さんの方からご活用事頂ければと思い、お願いしながら就任のご挨

拶とさせて頂きます。 
 

会報ＩＴ委員長 畑 秀樹 会員 

高原会長の事業計画の中で今年度会

報ＩＴ委員会に求められる職務としては、

「内外のｸﾗﾌﾞ広報に努め、ｸﾗﾌﾞの活性

化を図る。」ことであろうと思います。そ

のためには、各委員会や理事会などと

の連携を密にし、行事や各委員会の活動を幅広く広報するとともに会

員の皆様にとって有意義な情報をできる限り発信して参ります。 

 

また、「『このｸﾗﾌﾞにいて楽しい。このｸﾗﾌﾞにいて良かった。』と実感し

て頂けるようなｸﾗﾌﾞ運営を図る。」当委員会としても“楽しさの情報発

信”に努めて参ります。 

“楽しさの情報発信”においてＩＴの積極的な活用を念頭に置きながら、

まずはＨＰの充実とその有効活用の推進を図りたいと考えています。

会報やｸﾗﾌﾞＨＰについて、ご意見、ご要望等ございましたら、遠慮なく

お聞かせ願えればと思います。それからもうひとつ、資料保存につい

ても、前年度からの引き継ぎを頂いておりますので、資料保存規定の

策定を中心として、こちらについても検討していきたいと思っておりま

す。１年間宜しくお願い申し上げます。 
 

Ｓ.Ａ.Ａ.長  坪内昭吉 会員 

高原会長の「友愛と分かち合いのこころ

の輪を広めよう」という本年度運営方針

に沿った運営を心がけ、創立以来の伝

統である「明るく、調和のとれた居心地

の良い楽しいクラブ」を継承し、実現で

きるよう例会を中心とした各会合等の会場監督に努めます。また、例

会の進行においては、本年度は、ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙの管理を主とした円

滑な進行のｻﾎﾟｰﾄに徹してまいります。皆様方のご協力、ご指導よろ

しくお願いいたします。 
 

奨学育英資金特別委員長 

迫  慎二 会員 
奨学育英資金特別委員会では、今年

度も引き続き３校３名の学生を支援する

ことにしております。よろしくお願い申し

上げます。ここ数年は奨学育英資金の

利回りが悪く、ニコニコ資金から補填しながら事業を継続しております。

今年度のどこかでフォーラムでも開催し今後の事を意見交換する場

を企画したいと考えております。今後ともよろしくお願い申し上げま

す。 
 

社会奉仕委員長 山下江 会員 

社会奉仕委員会は，４つの方針を実現

したいと思っています。 

一つは，東日本大震災支援のため，被

災地ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞと連絡をとり，その時々

に要請される物資援助などを行うことで

す。８月にも被災地のＲＣに行き，現地を視察したいと思っています。 

二つ目は，｢認知症の人と家族を地域社会として支援することを学ぶ｣

を実践するため，医師(認知症のしくみ，ならないための対策・なった

人への対応の仕方など)，弁護士(成年後見制度と実際)，介護施設

関係者(介護における問題点など)からの卓話を設定することです。 

三つ目は，昨年度の本通交番につづき，新天地交番に対し，ＡＥＤを

寄贈することです(地区補助金が決定しています)。 

最後に，環境保全・省エネのため，例会会場の設定温度を２６度ない

し２８度に設定してもらい，本年７月～１０月及び来年５月～６月，スー

パー・クールビズ(ノーネクタイ・脱上着など)を実施する（環境省提唱）

ことです。皆様のご協力をお願いします。 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１１年７月２１日（木） 会員総数７９名 

出席 ６７名  欠席 １２名 

来客  １名 

７/７例会 M-up 後出席率 １００％ 

■来客紹介  ロータリー家族親睦委員会 

藤井 一裕 様（広島） 

■次回例会ご案内 ２０１１年８月４日（木） 第２０５１回 

 卓話 『ＺＯＵＫＹＯの為に何をすべきか？』 

    職業奉仕会員増強委員会 

 食事 和食 


