
2011-2012 年度

 

－1－ 

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５月２４日発行 Vol．１３１２

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   「われらの生業」 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月お祝い 

連続出席表彰 

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       『国際大会報告』 

             幹事  粟屋 充博 会員 
 

 

 

 
１年 河本会員、１１年 前会員、４１年山本(忠)会員・吾郷会員 
 

 

 

大変爽やかな気候になってまいりました。残る 1 ヶ月半、会長職を

全うしたいと思います。会員皆様の最後までのお力添えをどうぞよ

ろしくお願い致します。 

本日は後ほどのプログラム時間で、タイ・バンコックで開かれた年

次大会の参加報告があります。そこで「年次大会に参加して」と題

して、１０分程度の時間を頂いていますので、この会長時間では、

これから間もなく訪れる「夏の暑さ」に対しての注意事項を話した 

 
 

いと思います。 

暑いときには、私たちの体は、多くの人が血中の水分が少なくな

っています。そこで起きやすい状況は、脱水症です。長時間の運

動や暑い時の長旅には、塩分の過剰摂取を控え、水分の補給を

欠かさないように常日頃から気を付けてください。又、糖尿病、動

脈硬化症、高血圧などの持病があるかたは、かかりつけの医師と

も相談され、適切なアドバイスを受けられて行動を起こされること

を、お薦めします。 

夏の暑さに負けないように耐えていかれますよう、心から祈念して

います。 以上で今週の会長時間を終えます。 
 

 

 

    
 

 

 

◇小河義信会員 出席免除の件 

◇木下享介会員 転勤のため５月末退会の件 

◇新会員候補者通知の件 （ＢＯＸ配布） 

◇東日本大震災被災地復興応援訪問について 

◇会員職業紹介誌校正原稿（ＢＯＸ配布） 

◇ロータリーの友（ＢＯＸ配布） 

◇東北に絵画を贈ろうプロジェクト（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

社会奉仕委員会 山下江委員長 

＊被災地視察の件 

＊絵画寄贈プロジェクトの件 

＊震災復興募金のお願い 

職業奉仕委員会 丸本委員長 

＊会員職業紹介誌の校正原稿をお配りしております。 

内容をご確認いただき、事務局に提出をお願いします。 

会報ＩＴ委員会  上田委員 

＊ロータリーの友５月号をご紹介いたします。 

縦書き Ｐ２３「あったかお風呂をプレゼント」 

      Ｐ２４「台湾の高齢者施設へピアノを贈り、交流」 

横書き Ｐ１１「ロータリーの多岐にわたる活動」 

      Ｐ１７「津波到達地の石柱を設置」、 

 「津波到達地点を示す石碑建立」 

■本日の例会   ２０１２年５月２４日（木）  第２０８７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 『平成 24 年度広島県予算について』 

 広島県知事  湯崎 英彦 氏 

前回例会報告  ２０１２年５月１７日（木） 第２０８６回 

会長時間       会長   髙原 宏之 

連続出席表彰 

幹事報告      幹事  粟屋 充博 

委員会報告 

誕生月お祝い 

猫島栄秀会員 

おめでとうございます！ 

 



 

－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 

 

 

 

釣り同好会  鈴木会員 

＊６月１６日（土）釣り・懇親会について 

野球同好会  中山会員 

＊本日、練習中止。 

ゴルフ同好会  島本会員 

＊５月成績発表 ５月１２日（土） 広島佐伯ＣＣ 

優勝 鵜飼 興治 会員 

２位  土井 洋二 会員 

３位  粟屋 充博 会員 

＊４月優勝 

増田 達夫 会員 

 

 

 
 

 

 

【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 

土井さん、久保雅史さん、お陰さまでタイの年次大会に参加出来、

ﾁｪﾝｼﾞﾒｰｶｰ賞・国際奉仕部門のﾊｰﾄﾞﾙも無事ｸﾘｱｰする事が出来

ました。お二人に感謝して出宝させて頂きます。 

中嶋会員★ 久し振りに５/１０の例会に出席しましたら、皆さんか

ら温かい激励と歓迎を受けました。ありがとうございました。今月か

ら出席させていただきますので、よろしくお願いします。 

山坂会員・山下(正)会員 私達が推薦させて頂きましたガッツ吉

永さんが創立記念例会の４/２４日入会されました。よろしくお願い

致します。 

吉永会員 ４/２４に無事入会式を終え入会する事が出来ました。

これから宜しくお願いします。 

髙原会員・粟屋会員・土井会員・増田会員・東会員・丸本会員・岡

部会員・合田会員 タイで朝早くから参加者全員のお世話をして

下さった下前会員、本当にありがとうございました。おかげで楽し

い旅行が出来ました。献身的にお世話頂いた事に対し、感謝の

出宝です。 

髙原会員・粟屋会員・土井会員・増田会員・東会員・下前会員・丸

本会員・岡部会員・合田会員 タイ・バンコク３日目の夜、高級日

本料理店「日本亭」で広島北ﾛｰﾀﾘｰﾅｲﾄを設営頂いた上野会員、

ありがとうございました。おかげ様で楽しい思い出が出来ました。

参加者全員感謝の出宝です。 

増田会員・東会員・下前会員 髙原会長、飛行機内での人命救

助お疲れ様でした。 

山本(忠)会員 ４１年前の５月１３日に世並、川村両氏に推薦頂き

入会しました。この間病気等ありましたがﾒｲｸｱｯﾌﾟをしながら連続

出席４１年を出来た事、喜んでいます。これからもがんばって続け

たいと思います。 

吾郷会員 お陰様で４１年連続出席する事ができ、ありがとうござ

います。皆様方に深く感謝いたします。 

前会員 おかげさまで１１年を無事過ごさせて頂きました。今後と

もよろしくお願いします。 

増田会員 ４月度の多打喜会に抜群のﾊﾝﾃﾞｨに恵まれて優勝す

ることができました。久方振りに取り切り戦も頑張って優勝したいと

思います。 

鵜飼会員◇ ５/１２の多打喜会で何年か振りで優勝させていただ

きました。ﾊﾟｰﾄﾅｰの桑村君、丸本君、島本君と大接戦の末譲って

頂いた土井さん、そしてさわやかだった天気に感謝致します。 

久保田会員・神農会員 ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝに「おめでとう」は禁句だそうで

すが、三度目の偉業には敬服します。今後も元気で四度、五度と

重ねて下さい。三度目の偉業は上野さんです。 

 

上野会員★ 共同通信によると去る５/１５(火)林正夫県議長の主

催するｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟにおいてﾎｰﾙｲﾝﾜﾝを出したという風評が広まっ

ており、大変な風評被害に遭って誠に困惑しています。 

久永会員 東京ｽｶｲﾂﾘｰの１階とｴﾚﾍﾞｰﾀｰ内部に金箔・銀箔が使

用されました。行かれた時には見てやって下さい。 

吉永会員 ５/１０(木)初めて野球部の練習に参加させて頂きまし

た。皆さんが一生懸命に練習されている姿に感動しました。私も

少しでもお役に立てる様に頑張りますので宜しくお願いします。 

佐々木会員 大変申し訳ございませんが所用により早退させてい

ただきます。 
 

当日計 62,100 円（内、ｗｅｂ15,000 円） 累計 1,154,100 円 

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

 

 

『国際大会出席報告』 
 

会長  髙原 宏之 会員 
 

この度、タイのバンコックで開かれました２

０１２年国際ロータリー年次大会に出席し

ましたのでその報告を致します。 

私はこの度が初めての国際大会の出席

でした。以前から一度は参加してみたい

と思っておりましたので、この度参加出来

て一つの夢がかなった訳です。 

地区大会は殆ど欠かさず毎年のごとく参

加させていただいていますが、地区大会

に参加して素晴らしいと思うことは、多く

の方々とのふれあいが出来る事、数々の記念講演を聞かせてい

ただけることです。それらは私自身にとってかけがえのない経験

や体験になりました。 

この度のバンコクでの体験は、後ほど詳しく粟屋幹事から報告が

あると思いますので、私からは少しお時間を頂き、総括としての話

をさせて頂きます。 

毎回のこととは思いますが、東南アジアをはじめといたしまして、

アフリカのコンゴ、又、インドのロータリアンとも会することが出来ま

した。日本各地からも多くのロータリアン、が参加しておられ、とり

わけ東北被災地からは第2520地区が「友愛の家」にブースを出し

ておられ、仙台レインボーＲＣや石巻東ＲＣの方々と会う事が出来、

被災の状況をパネルで展示して、数多く訪問される方々に説明し

ておられました。 

会場のインパクト・コンベンション・センターはとても広い会場でし

たが、まず最初に向かった本登録会場が芋の子を洗うような状態

で、登録窓口で登録を済ませ、大会資料を頂けるまで１時間近く

の時間を要しました。大きな会場で本大会以外にも様々な企画が

あり、そのスケールの大きさから、開会式並びに大会本会議セッ

ション２と「友愛の家」の見学など、一部の行事にしか参加できま

せんでしたが、開会式にタイ王国チュラポーン王女殿下がお越し

になるなど、国際大会でしか味わうことのできない貴重な体験をさ

せて頂きました。 

この度のタイ・バンコクでの年次大会への参加を企画してくださっ

た、土井理事並びに、久保雅史国際奉仕委員長さん誠にありがと

うございました。 

又、現地バンコクで、これまで度々タイに行かれている豊富な経

験と持ち前のバイタリティで食事、各地への移動、2 次会の手配な

ど、朝から夜遅くまで、何から何までお世話いただいた下前会員、

本当に有難うございました。お陰様で思いに残る、楽しい旅行が

出来ました。参加者９名を代表しまして、お礼を申し上げます。 

最後になりましたが、７日（月）の夜、秋篠宮殿下もお出かけにな 

卓話 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

同好会報告 
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られるとお聞きしました、日本料理の店「日本

亭」で広島北ロータリークラブナイトを企画し

てくださった、上野会員、本当にお世話になり

ました。 

この度の年次大会への参加は、私自身にとり

ましても一生忘れることの出来ない貴重な経

験・体験になりました。 

参加者全員が、元気に健康で帰国できたこと

と併せて本当に幸せに思っています。 

以上はなはだ簡単ではありますが、私からの総括報告とさせて頂

きます。 

 
 

  
 

  
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

■出席報告 

２０１２年５月１７日（木） 会員数 ８２名 

出席 ７０名  欠席 １２名 

来客  ２名 

４月２４日（火）修正後出席率  ９７．４４％ 

４月度平均出席率  ９７．４２％ 

■来客紹介 

藤岡 俊雄 様（大阪北） 

末國 陽夫 様（広島南） 

■次回例会  ２０１２年５月３１日（木） 

卓話：職業奉仕委員会担当 

    「お互いをもっと詳しく知るために」 

   迫  慎二 会員 

   深川 泰志 会員 

   中根 弘幸 会員 

食事：和食


