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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 

会員誕生月お祝い 

連続出席表彰・寄付表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間       『メンズモデリングレッスン』 

             モデル養成学校 

             講師  沢  純子 氏 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
左から、3 年三宅会員・6 年上河内会員・26 年久保田会員、

上野会員・43 年岸本会員 
 

 

 

本日、沢 純子様の卓話を頂きます。大変楽しみにしています。 

８日（日）マツダスタジアムで行われました第１８回ガバナー杯野球

大会の３位決定戦と決勝戦の日も、春の日差しを受け、朝から快

晴に恵まれた一日でした。  

田村ガバナー、前田直前ガバナー、筒井パストガバナー他多数

のパストガバナーの来訪を受け、今年度の大会が順調に遂行さ

れ、関係各位に厚く御礼申し上げます。 

特に、瀬川大会実行委員長、又実行副委員長の山本忠男会員、

大会事務局長の福田会員には心から感謝しています。 

決勝戦では、本当にその名にふさわしい好試合が展開されたこと

は言うまでもありません。 

勝敗の行方は、鞆の浦ＲＣに勝利の女神が輝きましたが、当広島

北ＲＣの平素のﾁｰﾑﾌﾟﾚｰの成果や練習の成果を随所に確認する

ことができました。心からその健闘を称えたいと思っています。 

田村ガバナーはその大会冊子の中で、～ロータリー野球賛辞～

と題して、「日本において野球は従来から我々の生活の中に、又

心の中に深くしみつき、その裾野は大変広いと考えられ、皆その

プレーを楽しみ、野球を「愛する」国民性を持っています。」と述べ

られています。これを私達の所属するＲＣに置き変えてみると、

我々ロータリアンは、世界中の多くの仲間たちとロータリーの奉仕

活動を楽しみ、ロータリーの本質を探求して、その本質を「愛する

こころ」を共有している、ともいえるでしょう。これが私たちにかけが

えのない生きがいを与えてくれます。選手諸君はガバナー杯を目

指して野球に親しみ親睦を深めることで貴重な体験をされたことと

思いますが、今後も勝敗にこだわらず楽しむことを 第一に考えて

頂き、この大会を更に楽しく充実した事業にしていただければ、と

願っています。選手諸君の今後益々の活躍を期待致しまして、今

週の会長時間といたします。 

■本日の例会   ２０１２年４月１９日（木）  第２０８３回 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

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 『認知症ケアの現場から』 

 介護老人福祉施設シルトピア油木 

 施設長  高柴 廣子 氏 

前回例会報告   ２０１２年４月１２日   第２０８２回 

会長時間       会長   髙原 宏之 

誕生月お祝い 

ロータリー財団寄付表彰 

連続出席表彰 

小田基治会員 

おめでとうございます! 

第６回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ 

ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽﾌｪﾛｰ 

岸本秀夫会員にバ

ッジを贈呈しました。
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＊５月２０日（日）に国連合唱団による「広島、長崎、沖縄 平和と

慰霊のｺﾝｻｰﾄ」が開催されます。ﾁﾗｼを受付に置いています。 

＊ロータリーの友誌（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

社会奉仕委員会  山下江委員長 

＊引き続き東日本大震災支援募金のお願い 

本日募金額： ２２，０８３円 

累計募金額：１８７，１１１円 

ご協力ありがとうございました。 

会報ＩＴ委員会 畑 委員長 

＊ロータリーの友４月号紹介 

横組み  Ｐ９「横組みと縦組み」について 

 Ｐ３９「ロータリアンの３大義務」について 

         ・・・特に、３つ目の雑誌購読の義務に関して 

縦組み  Ｐ１５「Ｅクラブが存在する理由を読んで」 

      Ｐ２８「米山記念奨学生二人、広島を語る」 
 

 

 

野球同好会  中山会員 

＊第１８回ガバナーＲＣ親善野球大会は準優勝でした。 

全国ＲＣ甲子園大会は７月７日（土）に茨城県・土浦ＲＣとの試

合になりました。詳細は後日連絡いたします。 
 

 

 

【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 

沢様、本日は当クラブにお越し頂きありがとうございます。後ほど

の卓話、楽しみにしています。 

久保田会員･増田会員･泉会員･鵜飼会員･島田会員･福田会員 

沢様、今日の卓話楽しみにしております。 

菅会員◇ 沢様、本日の卓話楽しみにしております。よろしくお願

い致します。久保田理事、ご協力ありがとうございます。 

山本正会員◇ 岸本大先輩、創立以来４３年の長きに渡り、連続

出席を達成、誠にあめでとうございます。誰にも出来ない偉業に

敬意を払い、これからもお元気で記録を伸ばされる事を願ってお

ります。 

山本(忠)会員・福田会員 第１８回ガバナー杯は４月８日快晴に恵

まれたマツダスタジアムで最終戦を終了し、有終の美をもって閉

会となりました。ご後援の程、感謝申し上げます。只、わが広島北

が優勝を勝ち取ることが出来ず、残念でした。次回の優勝を期待

します。 

山坂会員(監督)他野球同好会一同 ４/８開催のマツダスタジアム

でのガバナー杯野球大会において、我が広島北ＲＣは２対１で準

優勝となりました。皆様の応援ありがとうございました。 

越智会員 先日のガバナー杯決勝戦において私のエラーにより

皆様方に大変ご迷惑をかけ、それにより負けてしまいました。今ま

で「北ﾛｰﾀﾘｰのイチロー」と調子に乗っていましたが、謹んで反省

し、皆様にお詫び申し上げます。 

迫会員 先日、妻の誕生日に素敵な花が届きました。ありがとうご

ざいました。お蔭様で仲良くやっております。 

髙原会員 東さんのご子息の結婚、誠におめでとうございます。 

東会員 髙原会長の出宝を受けて。 

岡部会員・合田会員・島本会員・上田会員・山村会員・丸本会員 

東会員、ご子息のご結婚おめでとうございます。お父様似で上品

で聡明そうなご子息ですね。お孫さんも楽しみですね。 

島本会員・合田会員・鈴木会員・越智会員・上田会員･丸本会員 

 

岡部さん、露庵 知立店のｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。益々のご

発展をお祈り申し上げます。 

中村会員 二番せんじで恐縮ですが、先日ﾀｸｼｰ内にお気に入り

の傘を忘れてしまいました。本当に気に入っていた傘なのでﾀｸｼ

ｰ会社に電話したら、「とってあります」との事でした。カミさんに叱

られずに済みます。ありがとうございました。つばめ交通様。 

小田会員 所用につき早退させて頂きます。 

 

当日計 52,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 996,000 円 

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

 
 

 

 

『メンズモデリングレッスン』 
 

モデル養成学校 

講師  沢  純子 氏 

 

男性も年齢に関係なく美しくあるために、 

正しい姿勢での立ち方などを教わりました。 

皆さんかなり辛そうでした。。。 

 

 

 
 

  
 

 

卓話 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

同好会報告 

幹事報告      幹事  粟屋 充博 

委員会報告 

←↑ 

かなり苦しそう

です！ 
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随分、姿勢が良くなりました！ 

以上 

 
 

 

 

参加クラブ：小野田、防府、光、岩国中央、広島東、広島陵北、 

広島安芸、広島西、広島東南、広島空港、三原、鞆の浦、福山西、

三次、広島北 

＜前夜祭＞ 

第１８回ガバナー杯ＲＣ親善野球大会の開催に先立ち、３月１６日

（金）恒例の前夜祭がホテルグランヴィア広島にて開催され、その

場において、大会参加１５チームにより、翌日からの対戦相手を

決定する組み合わせ抽選会が行われました。 

新体制となった我が広島北ＲＣ野球部からは、杉町新主将が代

表として抽選に臨み、強豪と目されるチームが集まったＡブロック

とは異なるＢブロッ

クをみごとに引き

当て、気を引き締

めて大会に臨めば

決勝進出も困難で

はないとメンバー

一同は一気に盛り

上がり、明日から

の大会を心待ちに

したのでした。 

＜第１日目＞ 

大会初日の呉二河球場は、前夜からの雨によるグランドコンディ

ションの不良のため大幅に開会が遅れ、大会初日は当初予定さ

れていた７試合のうち４試合のみ消化することが出来ました。 

第７試合に予定されていた広島北ＲＣチームは、第２日目の第３

試合へと順延になり、文字通り水を差された形となりました。 

＜第２日目＞ 

１週間後の３月２４日（土）、１回戦三原ＲＣとの対戦となった我が 

 

チームは、その持てる力を存分に発揮し、投手陣の好投と猛打が

爆発、結果的に相手投手がギブアップをされ、記録上は試合放

棄７対０で勝利（実際には、１７対１だったように記憶しています）。

無事、１回戦を突破いたしました。 

＜第３日目＞ 

翌日の２５日（日）、１回戦唯一のシードとなっていた広島空港ＲＣ

に対しても我がチームは着実に点を重ね１１対１と大勝。広島陵

北ＲＣと広島西ＲＣに勝利し、勝ち上がってきた三次ＲＣとの決勝

進出を賭けての３回戦となるはずでした。ところが、あいにく当日

は三次ＲＣが所属するＧ１２のＩ.Ｍ.開催の日と重なっており、残念

ながら棄権されることとなりました。こうして、我が広島北ＲＣは、あ

まり苦戦することもなく、運も手伝って決勝へと駒を進めました。 

＜決勝戦＞ 

いよいよ４月８日（日）、２年続けて雨に泣かされてきたマツダスタ

ジアムでの決勝戦を向かえました。さすがに出来て間もないマツ

ダスタジアムの施設は素晴らしく、更衣室は 1 人ずつネットで仕切

られたブースとなっており、その全てに椅子も用意され、また、現

在グランド内で行われている試合の模様を映し出すモニターテレ

ビまで設置されており、それはまるでスポーツ番組で観たメジャー

リーグの更衣室のようでした。 

さて、試合の方は、今年もまた因縁

の対決とも言うべき鞆の浦ＲＣとの

決勝戦となり、１点を争う好試合と

なりました。マツダスタジアムという

大舞台のうえに、これまでの２試合

とは異なる緊迫したゲーム展開で、

久しぶりの緊張感を味わうこととなりました。 

３回表、我がチームは何とか１点を先制し、優位に試合を運べる

かと思われた４回裏、思わぬピンチに打球は

レフトフライ。誰もがアウトを確信したその瞬

間、好天に恵まれたことがまさかの裏目とな

って、打球が太陽光線と重なるというアクシデ

ント？（本人の名誉のために、エラーとか凡ミ

スとは申しません。）あっと言う間に２点を取ら

れてしまい、そのまま６回裏が終わった段階

で時間切れ、１対２での惜敗という悔しい結

果となりました。 

＜残念会＞ 

世間ではお花見真っ盛りのその日の夜、予定されていた「祝勝

会」は「残念会」となり、「反省会」となって、最後には次回への「決

起集会」となって夜は更けていきました。 

 

大会の運営に携わって頂いた実行委員会の皆様方、審判その他

お手伝いをして下さった皆様方、そしてわざわざ応援に駆けつけ

て下さった皆様に感謝をしつつ、来年こそはと誓うこととなったガ

バナー杯ＲＣ親善野球大会でした。 

 
次回も応援よろしくお願いします！ 

■出席報告 

２０１２年４月１２日（木） 会員数 ８１名 

出席 ６７名  欠席 １４名 

来賓  １名  来客  １名 

３月１５日（木）修正後出席率  ９８．７２％ 

■来客紹介 

沢  純子 様（卓話者） 

藤岡 俊雄 様（大阪北） 

大島 興治 様（広島東） 

西本 慎一 様（広島安芸） 

■次回例会案内  ２０１２年４月２４日（火）１８時～ 

創立４３周年記念例会並びに夫人同伴懇親会 

※４月２６日（木）の例会を変更して行います。 

第１８回ガバナー杯ＲＣ親善野球大会（詳報） 


