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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１０月１３日発行 Vol．１２８９

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 
 

 
 

 

 

国歌斉唱 

ロータリーソング   「奉仕の理想」 

来客紹介       ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

四つのテスト唱和  職業奉仕委員会 

誕生月お祝い 

祝寿 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間     姉妹クラブ友好特別委員会 

 『京都伏見ロータリークラブとの絆と歴史』 
 

 
 

本日、丸本会員と鵜飼会員の推薦により入会されます渡部哲生

新会員の入会式が執り行われました。 

 
 

渡部 哲生 会員 （わたべ てつお） 

デュークスインターナショナル㈱ 代表取締役 

推薦者：丸本会員・鵜飼会員 

職業分類：自動車関連貿易業 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会、職業奉仕委員会 

 
 

 

 

 
左から、７０才 岡崎会員、８０才 山本正会員、８８才 岸本会員 

おめでとうございます！ 

 

 

 
左から、河本会員・上田会員・山村会員・岡崎会員・久永会員・山

本正会員・岸本会員 

おめでとうございます！ 
 

 
 

本日、入会式を迎えられた渡部哲生様におかれましては、改めま

して心よりおめでとうと申し上げます。親睦と奉仕に勤しんで頂き

たいと思います。 

さて先般、姉妹クラブ調印式で訪れました京都伏見ＲＣでは、京

都伏見の皆様に心のこもった温かいおもてなしを戴きました。 

調印式の後の「保津川下り」と「もみぢ家」での懇親会では大変楽

しい思い出を作って頂き、心から感謝しています。 

■本日の例会 ２０１１年１０月１３日(木)  第２０６０回 

ロータリーソング  「われらの生業」 

来客紹介       ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

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       職場訪問 

             『広島生活習慣病・がん健診ｾﾝﾀｰ』

前回例会報告 ２０１１年１０月６日(木)  第２０５９回 

会長時間     会長  髙原 宏之 

入会式 

祝寿 

誕生月お祝い 
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今後の親睦と調和が継続し、更なる友好の輪が広がることを心か

ら祈念しています。詳細につきましてはこの後の卓話時間で、山

本委員長からご報告頂けると存じます。 
 

 

 

＊広島中央ＲＣ絵画同好会の第９回作品展のご案内を受付に置

いています。 

＊例会終了後、理事会を開催します。 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

ロータリー家族親睦委員会  神農委員長 

１０/９家族会について 

職業奉仕委員会  丸本委員長 

例会終了後、委員会を開催します。次週はグランヴィアで例会を

行った後、「広島生活習慣病・がん健診ｾﾝﾀｰ」を訪問します。 
 

 

 

【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 

渡部さん、ご入会おめでとうございます。一日も早くクラブに馴染

んで頂き、親睦と奉仕に勤しんで下さい。 

渡部哲生会員 本日、鵜飼会員・丸本会員のご紹介で入会さ

せて頂きありがとうございます。ご指導のほどよろしくお願

いします。 

髙原会員 ①京都伏見ＲＣの案内で大変楽しい思い出になりまし

た。特に保津川下り、高尾山での温かいおもてなしに感謝してい

ます。②家族会には沢山の会員の方や家族の方をお迎えしてい

ます。 

岸本会員◆ 誕生月のお祝いありがとうございます。会員の皆様

方そして多くの友人・知人のおかげで健康で満８８才を迎えること

が出来ました。今後ともよろしくお願いいたします。 

山本正会員◇ 本日は誕生日祝いと８０才の祝いをダブルで頂き、

誠にありがとうございました。我が家では、代々男性は８０才を越

えて長生きした者は一人もいないので、小生が長寿Ｎｏ１となりま

した。せっかくここまで元気で来られたので、欲を出して、結婚５０

年（金婚式）まであと４年。連続出席３０年まであと４年。８８才（米

寿）まであと７年を何とか達成したいと思います。同い年の久保田

さん共にまだまだ頑張りましょうヨ！ 

山本(忠)会員・中尾会員・福田会員・武田会員・三宅会員 当クラ

ブ最長老でﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰの岸本秀夫様、今月誕生日を迎えられ、

しかもおめでたい米寿のお祝いは私たち後輩の最も喜ばしいこと

です。どうぞ今後ともお元気で何時までもご指導をお願いするも

のです。岸本会員、元気で長生きして下さい。 

丸本会員  新会員卓話で発表した４人目の長男「崇太郎」が、

満２才になりました。渡部さん、長男「崇太郎」の誕生日にご入会

おめでとうございます。広島北ＲＣは会員同士、仲の良い調和の

取れた居心地の良いクラブです。これから一緒に、ﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを

楽しみましょう。 

森嶋会員◆ 妻の誕生日に花のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを頂きました。一年に一

度の贈り物を楽しみにしているようです。ありがとうございました。 

鈴木会員 妻の誕生日に素敵な花をありがとうございました。大変

喜んでおりました。 

久永会員 妻の誕生日には美しい豪華な花を頂き、大変な喜び

ようでした。私も今月が誕生日で共々祝って頂き感謝です。共に

健康で、長生きしたいと思いますが、妻には私より長生きをするこ

とが、一番の幸せなことよ！と言っています。 

岡部会員 京都伏見ＲＣとの懇親会ではたくさんのおいしいお酒 
 

 

を飲み過ぎ帰路では皆様にご迷惑をおかけしました。 

槇殿会員・島田会員 先週のニコニコ発表の時、委員長のフリガ

ナが間違っていた為、新会員のワタベ会員をワタナベさんと言っ

てしまいました。失礼致しました。 

小田会員 坪内さんのお名前を間違えました。失礼致しました。 
 

当日計 29,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 374,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◇=3,000 円 ◆=2,000 円 

 

 

姉妹クラブ友好特別委員会 

『京都伏見ロータリークラブとの絆と歴史』 

 

姉妹クラブ友好特別委員会 

委員長 山本 忠男 会員 
当クラブに野球同好会が出来た事か

らこの会は始まります。昭和５４年４月

２４日広島北 RC クラブ創立１０周年の

記念を迎えるに当り、１か月前の３月

に創立１０周年記念として野球部創設

の提案がありました。時の佐藤会長さ

んもこれを承認され、オーナーになら

れ早速チーム編成と募集にかかりまし

た。 

当時クラブの１/３に当る２０名が集まり

ました。そこで全員ユニフォームの新調に入りましたが、困った事

は背番号の決定でした。好きな番号が重なったりしますので仕方

なく年齢を背番号としました。同年齢の場合は誕生月数字を入れ

る事にし、そこで年齢何歳の時に始めたとしました。現在も引き継

いでいます。 

現在創設時のメンバーでは、瀬川、山本、原田、福田、中川の５

名が現在も在籍しております。 

姉妹クラブになる決定をつけたことそれは昭和５４年４月号のロー

タリー友誌に京都伏見ＲＣの松原さんのその一度対戦しませんか

の記事が載っていました。これがきっかけで交流が始まりました。

翌年３月２１日に伏見RCのメンバーの来広があり試合をしました。

両方とも負けました。伏見は強かった。この時４０名を越す選手、

家族で京都に行き、伏見の皆さんに、翌日選手はゴルフ、家族は

観光と大変なる接待を受けました。そしてこれまでに島原見学、通

常入ることの出来ない名所旧跡など数多くの京都風情を充分に

堪能させて頂きました。これをきっかけに京都伏見ＲＣとは特別な

る友情関係が生じ今日の姉妹クラブへと発展しました。 

昭和５７年２月伏見ＲＣを招待し、船でモダンな南十字星を借りき

って瀬戸内海観光、江田島海軍兵学校を見学し・宮島観光と感

動のコースを巡り、夜はグランドホテルで伏見４４名、広島北６２名

の大懇親会を行い喜んで頂きました。この様に交流を続けている

内に両クラブで姉妹クラブになりましょうと云う言葉が出て話がまと

まりました。そして１９９０年４月２０日（平成２年）京都にて姉妹クラ

ブの第１回の調印式を盛大に行いました。そして今日にいたって

います。 

その時の広島北ＲＣ会長・川村、幹事・土井、副会長。谷口、京都

伏見ＲＣ会長・玉井、幹事・尾池、副会長・天野、各年度の会長幹

事さんの引き継ぎが現在にいたっています。 

この会が永遠に引き継がれて行く事を願っています。 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱            ニコニコ委員会

卓話時間 

委員会報告 

幹事報告    幹事  粟屋 充博 
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昭和５６年秋 京都・清和荘にて 

 

 
昭和５７年１月 厳島神社にて 

 

 
平成３年２月 広島駅新幹線口にて 

 

 

 

去る９月３０日(金)京都において京都伏見ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの「第２３

回姉妹クラブ提携継続調印式」が開催され、当クラブから２３名が

出席しました。 

京都伏見ＲＣの例会では調印式が滞りなく行われ、また京舞井上

流五世家元の井上八千代さんによる卓話もあり、大変内容の濃い

例会出席となりました。 

例会後のエクスカーションは「保津川下り」を体験し、高尾山・もみ

ぢ家の川床での懇親会では芸妓さん舞妓さんの優雅な京舞を鑑

賞し、伏見の方々と懇親を深めることが出来ました。 

参加されました皆様、お疲れ様でした。 

 

 

  
髙原会長   京都伏見ＲＣ三上会長   京舞井上流 家元 

                           井上 八千代さん 

 
保津川下り 

 

   
高尾山・もみぢ家川床にて 

 

 

 

 

■出席報告  出席委員会 

 ２０１１年１０月６日（木）  会員総数８２名 

  出席 ６２名   欠席 ２０名 

  ゲスト １名 

  ９/１５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 

  車  智任 さん（米山奨学生） 

■次回例会ご案内  ２０１１年１０月２０日（木） 第２０６１回 

  食事  １００万＄ 

  卓話  米山奨学委員会 

米山奨学生  車  智任 さん 

訃報 

 

当クラブ元会員の北田和廣氏が１０月２日ご逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 

（在籍期間：Ｈ１２．３．１６～Ｈ２２．４．１４）

第２３回姉妹クラブ提携継続調印式 


