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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 

  ２０１２年３月１日発行 Vol．１３０４

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   「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        ロータリー情報委員会担当 
 

 

 

本日２月２３日はロータリー設立記念日です。 

２０世紀初頭、シカゴの街は著しい社会経済の発展の影で、商業

道徳の欠如が目に付くようになっていました。ちょうどその頃この

町で事務所を構えていた青年弁護士ポールハリスはこの風潮に

耐えかね、友人３人と語らって、互いの信頼できる公正な取引をし、 

仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するというよう

な仲間を増やしたい、という趣旨でロータリークラブという会合を考

えました。ロータリーとは、集会を各自の事務所を持ち回りで順番

に開くことから名付けられたものです。 

こうして、今からちょうど１０７年前の１９０５年２月２３日に世界初の

奉仕クラブであるシカゴ・ロータリークラブが誕生しました。 

それからは、志を同じくするクラブが次々各地に生まれ、国境を越

え今では、２００以上の国と地域に広がり、クラブ数３４，２１６、会

員総数１，２２４，７１４人（２０１１年１０月３１日ＲＩ公式発表）に達し

ています。そして、これら世界中のクラブの連合体を国際ロータリ

ーと称しています。 

このように歴史的に見ても、ロータリーとは、職業倫理を重んずる、 

実業人・専門職業人の集まりなのです。 

その組織が地球の隅々まで拡大するにつれて、ロータリーは世界 

 
 

中に目を開いて幅広い奉仕活動を求められるようになり、現在は、

多方面に亘って多大の貢献をしています。 

我が国の最初のロータリークラブは、１９２０年（大正９年）１０月２０

日に創立された東京ロータリークラブで、１９２１年４月１日に世界

で８５５番目のクラブとして国際ロータリーに承認されています。 

私自身、広島北ロータリークラブ会長職はあと残すところ、４箇月

半となりました。クラブの運営方針に従って会の運営に情熱を注

ぎたいと考えていますので、何卒よろしくご指導いただきますよう

お願い致します。以上、会長時間といたします。 
 

 

 

＊京都伏見ＲＣ震災復興支援事業「東日本大震災復興祈願の夕

べ」報告 

作品：９３点 寄付：４６，５００円 

３月１１日（日）午後６時よりホテルグランヴィア京都において「復

興祈願の夕べ」が開催されます。参加をご希望される方は事務

局にお申し込みを お願いします。 

＊４月２９（日）に開催されます「広島１４ＲＣ合同懇親ゴルフ大会」

の回答期日は今月末です。未回答の方は回答ハガキの返信を  

よろしくお願いします。 

＊会員名簿追加シール（ＢＯＸ配布） 

渡部哲生会員   生年の訂正 （誤）１９７４ → （正）１９７７ 

二井本浩司会員  生年の訂正 （誤）１９４８ → （正）１９６５ 

＊３月例会予定表（ＢＯＸ配布） 

＊抜粋のつづり（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

ロータリー家族親睦委員会  神農委員長 

＊例会終了後、委員会を開催します。 

社会奉仕委員会 土井常任委員長 

＊東日本大震災復興支援募金へのご協力をお願いします。 

☆２３，７５６円の募金が集まりました。 

☆累計 １５３，７１４円となっております。 
 

 

 

野球同好会  中山会員 

第１８回ガバナー杯野球大会について 

３月１６日（金） 前夜祭 於：ホテルグランヴィア広島 

   １７日（土） 大会１日目 於：呉二河球場 

   ２４日（土） 大会２日目 於：呉二河球場 

   ２５日（日） 大会３日目 於：呉二河球場 

４月 ８日（日） 大会最終日 於：マツダスタジアム 

前夜祭のご案内をお送りいたしますので、多数ご参加頂きますよ

うお願いします。 

 

■本日の例会  ２０１２年３月１日（木）  第２０７７回 

国歌斉唱 

ロータリ－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 

会員誕生祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 職業奉仕委員会 

       『お互いをもっと詳しく知ろう』 

 木下 享介 会員 

 小田 基治 会員 

 杉町  孝 会員 

前回例会   ２０１２年２月２３日（木）  第２０７６回 

会長時間     会長   髙原 宏之 

幹事報告     幹事   粟屋 充博 

委員会報告 

同好会報告 



 

－2－ 

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 

 

 
 

【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 

今日２月２３日はロータリー創立記念日です。ロータリーの１０７回

目の誕生日を皆さまと共に祝い、当クラブと全世界のロータリーク

ラブの益々の発展を祈念致しまして出宝させて頂きます。 

髙原会員 ①今週も元気で過ごさせて頂いています。会員諸兄、

御家族並びに事務局逢坂君の健康を心から願っています。 

②Ｆａｃｅｂｏｏｋが立ち上がり利用させて頂き、喜んでいます。 

中尾会員 本日の例会、ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会が担当致します。よ

ろしくお願い致します。 

三宅会員・中山会員・畑会員 本日は「税理士記念日」です。今

後ともよろしくお願いします。 

迫会員 所用のため早退します。隣りでﾄﾗｯｸ協会です。 
 

当日計 12,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 861,000 円 

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

 

 

ロータリー情報委員会 
 

委員長 中尾 建三 会員 

本年度、当委員会は「友愛と分かち合い

のこころの輪を広めよう」という会長方針の

もと「明るく、調和のとれた、居心地の良い

楽しいクラブ」という創立以来の精神を継

承し、奉仕と親睦の楽しいロータリーライフ

が出来るクラブ造りのため、委員会の任務

を果したいと努力しています。 

そのために当委員会は、この四年間会員

候補者の入会前オリエンテーションには丁

寧に時間を定め、委員全員がそれぞれ担当してロータリーの情報

の伝達を徹底して実施してきました。 

また今日２月２３日はロータリーの創立記念日、１９０５年（明治３８

年）１０７年前にポール・ハリスを含む４名がとある事務所で第一回

の会合を開いたのが、ロータリークラブの誕生です。しかも１９０５

年２月２３日は木曜日だったそうです。このロータリーの誕生に関

してはロータリー情報委員会では武田副委員長が担当し、新会

員候補の方に説明をされております。 

その結果、新しく入会した人が良く理解下さり、ロータリーの基本

中の基本であります例会への出席が１００％が長く続く等素晴らし

い成果になっていると思われます。更には、当クラブが本当に、

「明るく、調和のとれた居心地の良い楽しいクラブ」になるために

は、何をすればよいのか、クラブ会員全員で考えてみたいと思い

ます。 

まずは、会長や役員の人事について会員全員が理解を深め、推

薦されれば受け入れることとしなければなりません。以前から言わ

れている『イエスはあってもノーはない』という、精神を持って頂くこ

とです。但し、推薦については、本人の環境や事情を理解と思い

やりの心で接しなければ、ということは言うまでもありません。 

その辺のバランスについて皆で考えてみたいと思います。 

 

委員 山本 忠男 会員 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会に四年間在籍しまして、新会員候補者の入会

前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝでは「入会のご案内」という冊子を利用して行って

おります。四年間で１９名の方にお入りいただいてﾛｰﾀﾘｰ情報を

行っております。 

１９名の方々にお会いして瞬間的に思ったことは明るく優しく礼儀

正しい人だなという印象を受けました。いまでも例会場でお会いし 

 

たときは明るく礼儀正しくて、この方達が将

来この北ﾛｰﾀﾘｰを支えていくことになるん

だなと感謝しておりますし、同時に推薦者

の方々にも感謝をしなくてはいけないと思

っております。 

この情報委員会で皆様に出会えたこと接

したことに喜びと誇りを持っております。 

また出席の件ですが、ﾛｰﾀﾘｰのために出

席をすると考えると堅苦しいですが、まず

は健康が第一、家族のため会社のためにも健康でなくてはいけま

せん。健康であればﾛｰﾀﾘｰの例会にも出席できますし、皆様と親

しく過ごせるということですから、健康を第一に過ごしていただくこ

とをお願いしたいと思います。 

中尾委員長も言われました『イエスはあってもノーはない』ですが、

皆さんはどんな役でもできる力を持っています。私も会長をさせて

いただきました。その時には非常に肩が凝りましたけども、その経

験が自分の人生に大変プラスになっております。皆さんも会長や

クラブの役を是非受けて頂きたいと思います。ご自分の人生に必

ずプラスになると思います。 

また、近いうちにｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐やｶﾞﾊﾞﾅｰの役目が来るかもしれませ

ん。そろそろ準備をしておかないといけません。これはクラブの責

任です。 

楽しいﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌだけではなく役目も果たしてこそのﾛｰﾀﾘｰだと

思っておりますので、よろしくお願いします。 
 

 

 

１９０５年２月２３日、ポール・ハリスと３人の仲間がシカゴのユニテ

ィ・ビル７１１号室に集まり、ロータリー・クラブが誕生しました。 

今年ロータリーは創立１０７年を迎えます。 

 
４人のロータリーの先駆者：左より、ガスターバス・ローア、シルベ

スター・シール、ハイラム Ｅ. ショーレー、ポールＰ. ハリス。 

 

 

■出席報告 

２０１２年２月２３日（木） 会員数 ８２名 

出席 ６９名  欠席 １３名 

来客  １名 

２/９例会Ｍ-up 後出席率  ９８．７５％ 

■来客紹介 

三浦 彰夫 様（広島西南） 

■次回例会案内  ２０１２年３月８日（木） 

食事：洋食 

卓話：『広島北ＲＣ奨学生挨拶』 

    奨学生 

卓話 

ニコニコ箱          ニコニコ委員会 

ロータリー創立記念日 

○ＣRotary International


