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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１２月８日発行 Vol．１２９６

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 
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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 

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 『年次総会』 
 

 

 

 
左から、森嶋会員・増田会員・広川会員・加藤会員・髙原会長 

 

 
 

 
 

今月７０歳を迎える

森嶋会員にクラブ

より記念品を贈呈

し、お祝いいたしま

した。 

おめでとうございま

す！ 

 

 

 

 

 

米山記念奨学会 

第１回米山功労者 

石井 清司 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

御陰様で当クラブにおきましては、各部門の理事役員方に計画

事業を鋭意遂行頂き、今日まで順調に過ごすことができておりま

す。 

本日は大切な年次総会の日です。スムースな議事の進行を図り

たいと思っていますので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

皆さんも感じておられることだと思いますが、いつも周りの景色を

見ていますと、四季の織り成す風景は私達の心を和ませてくれま

す。同僚に風景写真、山岳写真を好んで撮影する友がいます。 

彼に私の撮った写真についてのコメントを貰うことがあります。 

「写真は美しい写真だけでは駄目で、一枚の写真の中に物語性

がないといけない。写真を撮るときには、そのことを意識して臨む

ことが大切だと思う。写真を鑑賞している人にその物語性が伝わり、

そのことが感動へと継っていくよう捉えるといいよ」と熱く語ってくれ

ます。色んな風景を見に行く時や旅行には、必ずと言っていい位

デジカメやビデオカメラを持って出かけますが、最近では彼の忠

告を守って、写真のアングルも考えてシャッターチャンスを伺って

います。 

さて、話は変わりますが、皆様インフルエンザの季節を迎えて、予

防摂取はお済みでしょうか？ 

■本日の例会  ２０１１年１２月８日（木） 第２０６７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 

寄付表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間       新会員卓話『自己紹介』 

             前田 至法 会員 

             渡部 哲生 会員 

             二井本浩司 会員 

前回例会報告 ２０１１年１２月１日（木） 第２０６６回 

会長時間     会長  髙原 宏之 

誕生月お祝い 

祝寿 

寄付表彰 
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日頃の体調管理、周りの方の健康管理も充分なさってください。 

私も健康管理には気を付け、残す所の７か月を会員皆様のご協

力の下、クラブ運営に万全を期すつもりでいますので引き続きよ

ろしくお願い申し上げます。 

以上で今週の会長時間とします。 
 

 

 

＊在広ＲＣ喪中会員リストを受付に準備しています。 

＊例会終了後、理事会を開催します。 

＊広島三育学院チャリティーコンサートチラシ（ＢＯＸ配布） 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

新世代奉仕委員会  石井委員長 

１２月１４日（水）午後６時２０分から広島県民文化センターにおい

て当クラブが後援する「広島三育学院クリスマスチャリティーコンサ

ート」が開催されます。多数の皆様のご来場をお願いします。 

また、去る１１月１９日・２０日と山口で行われたＲＹＬＡに息子ととも

に参加してまいりました。 
 

 

 

【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 

本日は年次総会です。総会のスムーズな進行に、皆さまのご協力

をよろしくお願い致します。 

森嶋会員☆ 連続出席、夫婦の誕生日のお祝い等、この半年に

思いを込めて 

髙原会員◆ 昨日は次女の誕生日、又、本日は長女の誕生日で

した。今月誕生の方も健康で長寿の方ばかりと思います。 

山本(正)会員 森嶋さん、７０歳おめでとうございます。８０歳の時

は盛大にお祝いをしますから元気で頑張って下さい。 

広川会員 誕生日の祝いにワインを頂きありがとうございました。 

上野会員 この度は妻より美しい花を頂戴しまして有難うございま

した。 

菅会員◆ この度は妻の誕生日に素晴らしい花をいただき、大

変喜んでおります。ありがとうございました。 

久保田会員 山歩隊の皆さんの助けを受けて龍頭山に登りました。

山歩隊の皆さんに感謝します。 

菅会員 ２７日の山歩隊、豊平龍頭山では、山頂での魚、肉、カ

ニ、うどん、鍋、でした。 
 

当日計 19,000 円（内、ｗｅｂ8,000 円） 累計 601,000 円 

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

 
 

 

 

『年次総会』 
 

今年度の年次総会が会員総数８３名の内、出席会員数７０名をも

って開催されました。議長の髙原会長により理事役員選考委員が

指名され、選考委員会により次年度理事・役員（２０１３-２０１４年

度会長含む）が選出され、森嶋選考委員長より発表されました。ま

た、今回は会長エレクト選考委員会の森嶋委員長より、会長エレ

クト選考の経過報告がなされたのち、髙原会長から次年度の会長

エレクトを含む理事・役員について、承認を求めたところ、全会一 

 

致で承認されました。 

また、直ちに第１回被選理事会が開催され、各常任委員長の決

定とＳＡＡ長および副幹事・副会計・副ＳＡＡの選出がなされまし

た。 

【２０１２－２０１３年度理事役員】 （敬称略） 

会 長（理事・役員）  水野  勝 

直前会長（理事・役員）  髙原 宏之 

会長エレクト（理事・役員）  庄子 佳良 

副会長兼会員組織常任委員長（理事・役員）  増田 達夫 

理 事（クラブ管理運営常任委員長） 坪内 昭吉 

理 事（広報常任委員長） 泉   正夫 

理 事（奉仕プロジェクト常任委員長）  塩本 能尚 

理 事（ロータリー財団常任委員長）  中根 弘幸 

幹 事（理事・役員）  山内 盛利 

会計長（役員）  土井 洋二 

ＳＡＡ長（役員）  中山 昌実 

副幹事  石井 清司 

 島本 章生 

副会計  畑   秀樹 

副ＳＡＡ  伊藤   保 

 越智 健剛 
 

 

 

２０１２－２０１３年度会長 

水野  勝 会員 
 

本日は、次年度理事役員をご承認い

ただき、有難うございました。 

これから半年あまり先の出航に向けて

皆様の助けを得ながら準備していこう

と思っております。 

北クラブ創立以来の伝統である「明る

く調和のとれた居心地のよい楽しいク

ラブ」をさらに発展させてゆきたいと思っております。 

ロータリー歴の浅い、勉強不足の私でありますが、全会員の皆様

のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１１年１２月１日（木） 会員総数８３名 

出席 ７０名   欠席 １３名 

１１/１７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 

 田渕 清文 様（大竹ＲＣ） 

■次回例会ご案内  ２０１１年１２月１５日（木） 第２０６８回 

食事 幕の内 

卓話 来賓卓話 

『認知症めぐる法律問題について 

     ～成年後見制度と高齢者の保護～ 』 

(社)人生安心サポートセンターきらり 

理事長･司法書士  橋口 貴志 氏 

広島三育学院クリスマスチャリティーコンサート 
 

【日 時】１２月１４日（水）１８：２０開演（１８：００開場） 

【会 場】広島県民文化センター（鯉城会館） 

入場無料です。東日本大震災復興支援、ネパールの口唇

口蓋裂医療プロジェクト等のためのチャリティー募金を行い

ます。 

ニコニコ箱          ニコニコ委員会 

年次総会 

次年度会長挨拶 

委員会報告 

幹事報告      幹事  粟屋 充博 


