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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１５日発行 Vol．１３０６

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 
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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        『奨学生発表』 

              広島北ＲＣ奨学育英奨学生 
 

 

 

 
左から、３年 越智会員、６年 深川会員･畑会員、９年 杉町会員、

２３年 大之木会員、２８年 中尾会員、６年 石井会員 
 

 

 

本日は、奨学育英資金奨学生を招き、彼ら・彼女らの日頃の絶え

間ない努力を大いに称えたいと思います。 

１９０４年の今日、ﾆｭｰﾖｰｸの女性労働者が参政権を求めて集会 

 
 

を開きました。１９１０年国際社会主義婦人会議で、この日を国際

婦人デーとする提案を採決しております。 

以来、あらゆる女性に関する問題を国際的な連帯のもとに取り上

げていこうとする、様々な催しが各地で行われるようになりました。 

日本では、大正１２年（１９２３年）の今日３月８日(木)に国際婦人デ

ー集会が開かれています。１９８８年（昭和６３年）３月１０日には、

農林水産省によってこの日を農村漁村婦人の日に定めています。

全国の農林漁業就労者の6割を占める女性就労者の地位向上を

目指して、この日に定められました。 

この日にしたいわれは、古くから女人講、子安講などが各地で行

われ、女性だけの休労日にされたからだと言われています。 

農村漁村を中心に、講演会など各地でさまざまな催しが行われ、

女性の社会参加を促しています。近年、こうした女性の就労者の

比率は次第に高まる傾向にあります。１９９７年（平成９年）７月に

は国際ﾛｰﾀﾘｰにおいて識字率向上月間が新設されています。多

くの女性が社会で活躍される機会が多くなってきました。今後

益々女性が政治・経済に登用される機会が多くなるのに伴い、女

性の進出に対しての社会の期待も膨らみます。 

話は変わりますが、今週の話題はやはりもうすぐロンドンで開幕を

迎えるオリンピックの選手選考会における内定決定だと思われま

す。とりわけ興味深いのが男子マラソンで、先日行われましたびわ

湖毎日マラソンでの、一般参加のこれまで無名だった２７の山本

選手の活躍です。五輪切符をほぼ手中に収める走りであったこと

に間違いありません。 

本日は、当広島北ＲＣからの奨学育英資金を受けられ、４月から

高３に進学される方々と、期待に夢を膨らませて母校を巣立って

行かれる方々にお越し頂いておりますが、高３に進学される方々

には引き続き有意義な学生生活を送っていただくようお祈り申し

上げますと共に、卒業される方々には、自分なりの社会的貢献を

して頂くよう、特に今後の社会進出が期待されている女性の方々

にはお願いしたいと思います。皆さんのこれまでの努力を讃えると

共に、今後の活躍を期待しています。 
 

 

 

 
第３回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ 岩森  茂 会員 

■本日の例会  ２０１２年３月１５日（木）  第２０７９回 

ロータリ－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 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『今年のカープを占う』 

       野球解説者 達川 光男 氏 

前回例会   ２０１２年３月８日（木）   第２０７８回 

会長時間     会長   髙原 宏之 

連続出席表彰 

ロータリー財団寄付表彰 
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＊杉本淳二 会員 ２月２９日で退会となりました。 （転勤のため） 

＊３月１１日（日）「インターシティ・ミーティング（ＩＭ」の出欠の変更

は事務局に必ずお知らせください。 

＊ロータリーの友（ＢＯＸ配布） 

＊米山学友会冊子（ＢＯＸ配布･賛助会員のみ） 

＊次年度所属委員会表（ＢＯＸ配布） 

＊バナー披露 

倉敷瀬戸内ＲＣ、オーストラリア・Ｗｏｌｌｏｎｄｉｌｌｙ ＮｏｒｔｈＲＣ 

 
 

 

 

次年度幹事  山内会員 

＊本日、次年度所属委員会表をお配りいたしました。 

４月５日(木)例会終了後に第１回被選クラブ協議会を開催いた

します。次年度の理事役員委員長の皆様には必ずご出席をお

願いいたします。 

米山奨学委員会  中根委員長 

＊米山学友会冊子に、車さんの記事が掲載されていますので、

是非ご覧ください。 

財団プログラム委員会  山下正司委員長 

＊岸本秀夫会員より＄１，０００超の寄付を財団に頂きました。あり

がとうございました。 

職業奉仕委員会 鵜飼副委員長 

＊会員職業紹介誌の校正についてのお願い 

会報ＩＴ委員会  上河内副委員長 

＊ﾛｰﾀﾘｰの友誌３月号紹介 

縦組みＰ２  松下幸之助 成功の発想と危機克服の心得 

「不況またよし」と幸之助は言っていたそうです、不況だから新し

いものが生まれ、人も育ち、不況はチャンスであるということです。 

また、「運命を素直に受け入れる」こと、 

幸之助は運命を素直に受け入れて、自分に与えられた持ち味を

どう前向きに生かすかで、成功できるかどうかの分かれ道になると

言っています。 

そして、最後には、やはり「人間と人間の心のつながり」が商売の

本質であると説いています。 

一方、幸之助は、物と心の繁栄を求め続け、これを実現するため

にＰＨＰ運動をスタートさせたり、日本の衰退を危ぶみ、２１世紀の

リーダーをつくりたいと松下政経塾を設立しました。（この一期生

が、今の、野田総理でありますが、確かにリーダーとはなりました

が、逆に日本が衰退しそうで、幸之助は今の状態をどう思ってい

るか、生きていれば聞いてみたい気がします。） 

横組みＰ５ ボクとワタシの図書館 

識字率向上月間ということで６ページに「ボクとワタシの図書館」と

言う記事が載っています。 

アメリカのシンガーソングライターで女優のドリーパートンが創設し

たイマジネーションライブラリー、これは、登録した５歳までの子供

たちに毎月、年齢に合った本を送る活動ですが、それをＲＣや行

政が協力し導入することで、多くの家庭に本が送られ、子供に読 

 

み聞かせしているそうです。今では、アメリカ、イギリス、カナダの

三カ国、３００の地域で、７０万人がこのプログラムに参加している

ということです。 

日本でもこのような活動が出来ればすばらしいと思いました。 

横組みＰ１５ THE  VIEW  FROM JAPAN 

この記事はロータリー平和フェローのフォトジャーナリストのアリソ

ン・クウェッセルが東北の被災者に少しでも前進する勇気を与える

こと、そして、新しい思い出をつくる手伝いが出来ればと撮った写

真が載っています。笑顔の写真があり、少しほっとした気分になっ

たので、紹介します。 

横組みＰ４０ ロータリーに広報は必要か、否か？ 

これを読んでいくと、どこにもそれぞれ同じような考え方、思いがあ

ることがよくわかります。何を目的で外に対して広報するのか、新

しい会員を増やすことが目的であるなら、それは少し違うように思

います。 

大枠として、必要と考える人は、すばらしい活動をしていることを

社会に正しく伝えたい。 

必要でないと考える人は、ﾛｰﾀﾘｰの基本を忠実に行い、奉仕活

動に真剣に取り組み、自らを高めることが、必然的に広報なり得る

から。と二パターンあるように思いました。 

是非、読んでください。 
 

 
 

【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 

奨学生の皆さん、今日は当クラブへようこそお越しくださいました。

皆さんの健康と今後ますますのご活躍をお祈りしています。 

松本会員★ 麗らかな春の訪れを覚える３月１日、瀬戸内高校・

桜が丘高校の奨学生が、其々の進路も決まり、更なる夢と希望を

胸に卒業しました。奨学生はもとより保護者の喜びは一入と思い

ます。これもひとえに髙原会長様をはじめ、会員の皆様のご支援

の賜物と衷心より感謝致しております。本当に有難うございまし

た。 

武田会員☆ 本学付属高校生を奨学生として採用頂き、お蔭様

で卒業致し、看護学校への入学が決まりました。また、現在２年生

の１名も奨学生として勉学に励んでおります。本日は期末試験に

て欠席いたしております。両名とも奨学生としての誇りをもって学

校生活を送りつつ、常に皆様のご厚情に感謝致しております。 

迫会員・上河内会員 奨学生の皆様、卒業、進級おめでとうござ

います。クラブの皆様、お蔭様で今年も３名の生徒を送ることが出

来ました。ありがとうございました。 

山本(忠)会員◇ 先週は私の７７才の誕生祝いにワインを頂き、あ

りがとうございました。これからは元気な８０才を迎えるように健康

第一で毎日過ごしたいと思います。 

吾郷会員◇ 先週の例会で誕生祝いのワインを頂戴し、併せて

傘寿の記念品も頂戴し誠にありがとうございました。 

大之木会員 早いもので当ｸﾗﾌﾞに入会させて頂いて２３年が経過

しました。皆様方にはこの間大変お世話になりありがとうごいます。

これからも頑張って連続出席を続けていこうと思いますので、引き

続きよろしくお願いします。 

越智会員 連続出席表彰ありがとうございます。推薦者の山坂さ

ん、中山さんをはじめ皆さんのご指導のお蔭で楽しく３年間過ごさ

せて頂きました。今後ともよろしくお願します。 
 

当日計 28,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 899,000 円 

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

 
 

幹事報告     幹事   粟屋 充博 

ニコニコ箱          ニコニコ委員会 
委員会報告 
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『広島北ＲＣ奨学生発表』 
 

扇元芙美香さん（広島文教女子大学付属高等学校３年） 

このたび、３月１日に広島文教女子大学付属高等学校を無事卒

業いたしました。この三年間を充実して過ごすことが出来たのも広

島北ＲＣの皆様の温かいご支援があったからです。本当にありが

とうございました。 

振り返ってみると、この三年間はあっという間に過ぎ去った思いが

します。しかし、この三年間は様々なことを学び、経験する事が出

来た濃密な三年間でもありました。 

この三年間の高校生活で深く印象に残っているものは、科学部で

の校外活動です。私は、高校在学中、ずっと科学部に所属し、部

長として活動させていただきました。科学部の校外活動というのは、

広島こども科学館主催の「青少年のための科学の祭典」という科

学のイベントです。毎年、秋に開催されるこの「科学の祭典」では。

子ども達が科学に興味を持ってくれるような企画を試行錯誤しな

がら周りの先生方や部員たちと一緒に考えました。企画を考える

時点でが、スムーズに進みました。しかし、いざイベント当日にな

ってみると、子供たちへの接し方が難しかったり、お客さんがなか

なか集まらない、という様な困難な事も出てきました。 

しかし、そんな時でも、周りの部員たちや、顧問の先生、見に来て

くださった他の先生方、そして、訪れてくださったお客さんなど、

沢山の人に支えられていました。そのおかげで、無事「科学の祭

典」を成功させることが出来ました。この経験から、私はみんなで

何かをやり遂げる事の喜び、そして、人と関わる事の大切さを学

びました。 

文教では、女子校という事もあり、女性が社会の中でどのように活

躍する事が出来るかを学びました。その中に、「文教フロンティア

スピリット」という、女性の社会進出を応援する事業があり、コミニュ

ケーション能力を身につけるための時間や、卒業生が訪れて自分

のやっている仕事について話してくださったりと、これから社会に

出ていく為のスキルがよく身に着きました。このようなたくさんの事

を学べたのも、文教で三年間過ごすことが出来たからだと思って

います。この三年間で、学んだ最も大きな事は「感謝の気持ち」を

持つ事です。この「感謝の気持ち」を持つ前の私は何でもやって

もらって当たり前の生活を送っていました。しかし、この文教に来

て、沢山の方に支えられている事を実感し、周りの人の事も考える

事ができ、「感謝の気持ち」を持つようになりました。そして、この

三年間、家族や地域の皆様、学校の仲間や先生方、そして何より

も広島北ＲＣの皆様に温かく、大きく支えて頂きながら、過ごすこと

が出来ました。ありがとうございました。 

今春より、私は広島市医師会看護専門学校に進学し、私の夢で

ある看護師を目指して勉学に励みます。高校二年生の時から、広

島北ＲＣの皆様には大変お世話になりました。皆様のご支援があ

ったからこそ、文教高校で楽しく学び、楽しく過ごす事が出来まし

た。私も皆様のように、自分の事だけでなく、他の人の事も考える

事が出来る温かい人間になりたいと思っています。文教生であっ

た事を誇りに持ち、これからの人生を一生懸命生き抜いていこうと

思います。皆様の長きにわたるご支援に本当に感謝しております。

広島北ＲＣの皆様のこれからのますますのご活躍とご発展をお祈

りしております。本日はこの様なお礼を述べさせていただく機会を

設けていただき。本当にありがとうございました。これからも頑張り

続けていきます。 

 

 

佐久間 史子さん（広島桜が丘高等学校３年） 

私は広島桜が丘高等学校での３年間、バレーボール部に所属し

て多くの事を学びました。まず、先輩・後輩や先生や生徒での礼 

 

儀作法です。お蔭で挨拶や言葉遣いなど基本的なことは当たり

前に出来るようになったと思います。また、チームメイトと一緒に全

国大会へ出場することを目標に日々練習をしてきました。全国大

会へ出場することは出来ませんでしたが、主将を任され自覚を持

つ事やチームをまとめる難しさなどたくさんの貴重な経験をするこ

とが出来ました。また、勉強の面では自分の目標であった文武両

道を達成することが出来たと思います。勉強もクラブ活動も、それ

だけに集中して専念することが出来たのは広島北ＲＣの皆さんか

ら奨学金を頂いたおかげだと思っています。 

私は春から兵庫県の芦屋大学教育学部に進学することが決まりま

した。バレーボール部での３年間の活動により推薦も頂きました。 

中学・高校と続けたバレーボールを大学でも頑張っていきたいと

思っています。大学では、小学校と特別支援学級の教諭の明許

を取得したいと考えています。私がバレーボールを通じて学んだ

ことは、ただ仲間とプレーするだけではなく協力し合い助け合うこ

と、相手の事を一番に考えることなど、これからの人生や社会に出

た時に一番役に立つ事です。私が得た経験を、勉強や遊びを通

して教えられるような教師になりたいと思います。 

これからも自分の夢に向かって大学でも、バレーボールと勉強を

両立させ今までの目標であった文武両道を達成することができる

ように頑張っていきます。２年間本当にありがとうございました。 

 

 

佐古  樹くん（広島県瀬戸内高等学校３年） 

私は、広島北ＲＣにとても感謝しております。奨学金のおかげで経

済的負担が軽減され、勉強にしっかり専念でき、無事卒業する事

とあり、親も私も安堵感でいっぱいです。 

学業に熱くなれ、一生懸命勉学に勤しみ有意義な学生生活を過

ごせました。またいろいろなことに興味を持ち、生徒会でも募金活

動や学校行事、地域活動等への積極的に参加したと思います。 

奨学金で二年間過ごせたおかげで、まだまだ勉強したい意欲が

湧き、この度比治山大学言語文化学科へ進学する運びとなりまし

た。一年時の担任と交わした約束である、教師になる夢を追いな

がら、必ず実現するために勉強のみならず、大学生活や地域貢

献、また日々の生活から新しい事を感じ取ったりして、情熱を持っ

て大学生活を過ごし、大学でも欲を持ち、先生や先輩方から必要

とされる為にこれからも精進し続け、優秀な学生になる様に努力し

て頑張ります。最後になりますが、広島北ＲＣ会長をはじめ、関係

者の皆様には、私を奨学生にして頂き感謝しても足りません。広

島北ＲＣを通して、担任から私に声が掛からなかったら、大学への

興味は無かったと思います。ありがとうございました。 

 
この度卒業された３名の方にクラブより終了証と記念品をお贈りし

ました。 

 

卓話 
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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 

 

石本果菜子さん（広島県瀬戸内高等学校２年生） 

私は将来、医療機関の仕事に就きたいと考えています。二年生に

入り、特別進学コースに入ったことで進学を意識しはじめ、数学や

生物はもちろんですが、すべての教科において精力的に取り組

み、成績は常に学年上位を目標とし、それをほぼ維持しています。

家庭学習においては毎日の予習復習に加え、出された宿題をこ

なし、授業に備えています。私は家庭の事情によりｱﾙﾊﾞｲﾄをして

いますが、その収入は学費や模擬試験の検定料に充て、将来に

つながることに関しては、何でも積極的に受け入れるようにし、両

立させています。 

最近学校では、私にとってどちらかというと苦手な英単語の１００

問テストが実施されました。６００単語あるうちの１００単語が毎回単

語を違えて出題され、１００点満点ではじめて合格となるのですが、

私は五回目で合格しました。自分にとってはとても高いハードル

で、絶対無理だとほぼ諦めていましたが、いつしか意地になって

勉強している自分がおり、また、合格したことで自信がつき、今で

は苦手な英語の授業も楽しく受けることができています。 

現在、私は二年生最後の定期テストの真っ最中で頑張っていま

すが、この三学期は「もう受験生なんど」という意識をもってさまざ

まなことに挑戦してきました。来年度はいよいよ三年生です。広島

北ＲＣの奨学生としての自覚を持ち、夢実現に向けてクスの中と

切磋琢磨し、精一杯取り組み必ず結果を出したいと思います。 

 

 

奥原 琴理さん（広島桜が丘高等学校２年生） 

私は、生徒会副会長として生徒会長をサポートすることや、生徒

会活動の活発化のため、毎日取り組んでいます。部活動では、イ

ラスト部と華道部の二つを両立させ、中でも華道部では、三年生

の後を継いで部長として、部を引っ張っていきたいと思っていま

す。 

小さいころから、私はお菓子を作ることが好きでした。私の夢は、

世界中の人々がおいしいと言ってくれるお菓子が作れるような、

パティシエになることです。 

高校生になってから、私は自分の店を持ちたいと思うようになりま

した。そのために大学に進学し、マネジメントを学び、企業する力

を身につけて、夢を実現したいと思っています。 

私のお菓子で多くの人が笑顔になる、そういうお菓子が作れるパ

ティシエになる道は険しいと思います。さらに経営者として、自分

の店を経営するという大きな夢の実現のために残された高校生活

を大切に過ごしたいと思っています。広島北ＲＣの皆様からのご

支援を深く感謝し、夢の実現にむけて頑張っていきます。 

ありがとうございます。 

 

 
奨学生の皆さん、それぞれの夢に向かって頑張ってください！ 

 

 

 

 

 

杉本 淳二 会員（あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 

『退会の挨拶として』 

転勤族の宿命として、４月１日付で、あいおいニッセイ同和損保 

甲信越本部長の命を受けて転勤することになり、残念ながら２月２

９日をもって退会させていただくことになりました。 

高原会長・古谷会員の推薦で入会させていただいたのが、２００９

年７月、２年８ヶ月の短い期間ではありましたが、広島北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗ

ﾌﾞにお世話になり、楽しく過ごさせていただきましたことに心より感

謝を申し上げます。 

入会時の卓話、また、２回目の卓話でｻﾗﾘｰﾏﾝの悲哀である単身

族について話をさせていただいたことを、今でも、鮮明に覚えてお

ります。 

また、はやくも１年を迎えようとしている、３月１１日に発生した未曾

有の大災害である東日本大地震、異常気象による大型台風の襲

来などにより、あらためて損保会社の果たす使命、人と人との絆・

地域との絆がいかに大切で重要であるかを痛感いたしました。 

正しく、広島北ﾛｰﾀﾘｰの諸先輩はじめとした皆様が追い求めてい

る、ﾛｰﾀﾘｰ精神が、そこにあるものと確信いたしました。 

広島の３年間の仕事・生活を通じて学んだ、広島の歴史、文化、

自然、また、なによりも広島北ﾛｰﾀﾘｰの皆様から教えいただいた

心を大切にして新任地で微力でありますが頑張ってまいります。 

本来ならば、皆様一人ひとりに御礼を申し上げればならないところ

大変申し訳ありません。 

広島北ﾛｰﾀﾘｰの発展と皆様のご健勝をお祈りし退会の挨拶とさ

せていただきます。 

平成２４年３月５日 

杉本 淳二 

 

 

 

■出席報告 

２０１２年３月８日（木） 会員数 ８１名 

出席 ６７名  欠席 １４名 

来客  １名  ゲスト ８名 

２/２３例会Ｍ-up 後出席率  ９８．７３％ 

２月度平均出席率  ９８．７５％ 

■来客紹介 

石井 幸治 様（広島南ＲＣ） 

扇元芙美香さん（広島北ＲＣ奨学生） 

佐古  樹くん（ 同上 ） 

石本果菜子さん（  〃  ） 

佐久間史子さん（  〃  ） 

奥原 琴理さん（  〃  ） 

山田  亨 様（広島文教女子大学付属高校 教頭） 

井上 美和 様（広島県瀬戸内高校 教諭） 

竹本  舞 様（広島桜が丘高校 教諭） 

■次回例会案内  ２０１２年３月２２日（木） １２：３０～ 

『職場訪問例会』 

訪問先：㈱やまだ屋 おおのファクトリー 

バス集合時間：１１時２０分 

バス集合場所：ホテルグランヴィア広島（観光バス乗場側） 

※現地に直接行かれる方は例会開始に間に合うように 

お越しください。 

訃報 
 

広島東ＲＣ 菅野 清一 会員（㈱スガノ 相談役）が、ご逝

去されました。（９０才）謹んでご冥福をお祈りいたします。 

退会挨拶 


