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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６月１４日発行 Vol．１３１５

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 
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国歌斉唱 

ロータリーソング   「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和   職業奉仕委員会 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間        『退任挨拶Ｐａｒｔ1』 

 理事役員委員長 
 

 

 

 
左、大阪西南ＲＣ 沖中 栄子 様 

真ん中、北海道・当別ＲＣ 下段 寿之 様  

ようこそお越しくださいました。また是非、メークアップにお寄りくだ

さい！ 

 

 

 

 

 
左から、菅会員・中根会員・杉町会員・坪内会員・前会員 

古谷会員・髙原会長  皆様おめでとうございます！ 
 

 

 

今月、７０歳を迎えられ

る菅会員と６０歳を迎え

られる中根会員にクラブ

から記念品を贈りまし

た。 

 

おめでとうございます！ 

 

 
 

 

 

昨年一年、我々を取り巻く環境に未曾有な出来事が沢山有りまし

た。東北の大震災は世界でも類を見ない災害で、政府を挙げて

東京電力や現地の皆様が連日連夜その対応並びに復旧作業に

あたっておられる懸命な姿を見聞きし、大変感動しています。現

在、私達を取り巻く状況には、多くの難題や課題が山積している

ように思えます。 

ギリシャやスペインの経済危機に端を発した世界経済の不安定さ

は世界中に様々な不安材料を醸し出しています。特に、ユーロ安、

ドル安による円高は、私達の生活に少なからず、影響を与えてい

ます。 

企業の設備投資は新興国にシフトしておりましたが、今後の市場

経済は、米国、中国、新興国経済の成長鈍化が懸念され、雇用

の不安定さもそれらに拍車をかけるように不安心理を煽っておりま

す。世界の指導者もこの一変わりました。お隣、北朝鮮では、金正

一総書記による政権にとって代わり、欧州では、フランス大統領と

してオランド氏が彗星のごとくデビューしました。 

■本日の例会   ２０１２年６月１４日（木）  第２０９０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 

入会式 

誕生月お祝い 

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 『退任挨拶Ｐａｒｔ2』 

  理事役員委員長 

前回の例会   ２０１２年６月７日（木）  第２０８９回 

会長時間         会長    髙原 宏之 

バナー贈呈 

誕生月お祝い 

祝寿 
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ギリシャの総選挙の結果もさほど期待が持てず、一向に明るさが

見えてきません。秋には米国大統領選挙があります。 

日本でも、政界において安定した政局が期待できず、消費税関

連法案と社会保障と税改革一本化を求めた政府も、今回解散総

選挙になる可能性を秘めて、内閣改造が行われました。近年の超

高齢化社会の抱える諸問題を考える際に、安心して効率的な医

療が受け入れられるような供給体制だけは今後とも保って欲しい

と考えています。 

閉塞感がただよう中で、最近の明るく期待の持てるニュースと言え

ば、７月２８日から始まるロンドンでのオリンピックの開催を控えて

の日本代表若手選手層の健闘ぶりと、２年後のブラジルンで開催

されるサッカーワールドカップアジア予選におけるオマーンとの戦

いに日本が３－０と快勝し、幸先のいいスタートを切ったことです。 

今週、来週と今年度理事役員の方々の退任挨拶があります。お

一人お一人に感謝しながらお話をお伺いしたいと思っています。 
 

 

 

◇今年度最終例会の案内をお送りしています。 

回答締め切りは６月１５日（金）です。 

◇例会終了後、理事会を開催します。 

◇本日、東日本大震災被災地訪問に参加される方は新幹線改

札口に１４時５０分集合です。 

◇ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

次年度幹事  山内会員 

事業計画書最終締め切りは８日（金）です。 
 

 

 

ゴルフ同好会 

６月例会 ６月２日（土） 
(千代田 OGM ｺﾞﾙﾌ倶楽部) 

優勝  丸本佳生会員 

２位  土井洋二会員 

３位  島本章生会員 

ベスグロ 

丸本佳生 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 

杉山さん、本日は当クラブにようこそお越し下さいました。ｵﾘｴﾝﾃ

ｰｼｮﾝでお疲れの事と存じますが、どうぞごゆっくりお過ごしくださ

い。来週の入会式を楽しみにしています。 

菅会員☆ ７０歳を迎えることになりました。それなのに孫の一人も

おりません。今後ともよろしくお願いいたします。 

髙原会員 今月６８回目の誕生日を迎えます。健康で迎えられる

喜びを実感しています。 

古谷会員 ６８歳になりました。今後ともよろしくお願いします。 

中根会員 誕生日を祝っていただき、ありがとうございます。６０歳

になっても祝ってもらえるのはﾛｰﾀﾘｰだけです。 

杉町会員 今月で５９歳の誕生日を迎える事ができました。今後と

も皆様のご指導を宜しくお願い致します。 

庄子会員 菅さんの古稀、中根さんの還暦おめでとうございます。

今後の活躍をお祈り致します。 

坪内会員 お陰さまで５０才を迎えます。色んな所にガタが来始め

ましたが、頑張りますので今後ともご指導宜しくお願い致します。 

畑会員 本日、退任挨拶をさせて頂きます。宜しくお願いします。 

 

石田会員・三保会員・粟屋会員・杉町会員・迫会員 「上野学園ﾎ

ｰﾙ」誕生おめでとうございます。これから色々なｲﾍﾞﾝﾄで「上野 

学園ﾎｰﾙ」へ行くのが楽しみです。 

水野会員 「上野学園ﾎｰﾙ」命名おめでとうございます。さらに何

回目かのﾎｰﾙｲﾝﾜﾝもおめでとうございます。 

原田会員 「上野学園ﾎｰﾙ」誕生おめでとうございます。 

丸本会員 ２日の多打喜会において出来過ぎの７２点ﾊﾟｰﾌﾟﾚｲで

ﾍﾞｽｸﾞﾛ優勝しました。この日は次女の誕生日でﾀﾞﾌﾞﾙでお祝いを

し、賞金で誕生祝いに本棚を買ってあげました。ありがとうござい

ました。 

岡部会員・東会員 先日の野球部練習試合にて誰でも取れそう

な内野ﾌﾗｲをﾎﾟﾛﾘしてしまいました。山坂監督、久保豊年投手ご

めんなさい。 

越智会員 先日の野球部練習試合にて、対戦相手の広商ＯＢﾁｰ

ﾑｼﾞｬﾝｸｽで久保田さんが出場。見事ｽｸｲｽﾞを決められました。 

土井会員 この度菅会員がｼﾆｱﾎｯｹｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟに日本代表とし

て出場されるとのこと。おめでとうございます。頑張って下さい。 

鵜飼会員 前回の例会で携帯電話を鳴らしていしまいました。失

礼致しました。今後気をつけます。 

山村会員 所用の為、早退します。 
 

当日計 32,000 円（内、ｗｅｂ10,000 円） 累計 1,244,100 円 

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

 

 

『退任挨拶 Part1』 
 

石田平二 会員  理事・直前会長 

直前会長としての役目を考える暇もなく、

一年間が過ぎてしまいました。 

昨年の事を考えると比べ様もない程の速

さで時間が過ぎて行ったと感じておりま

す。やはり責任の大きさでしょうか…。 

いずれにしても楽しく過ごす事が出来ま

した。ありがとうございました。 

 

 

水野  勝 会員  理事・会長エレクト 

昨年度行われた３回のＲＬＩ（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞ

ｰｼｯﾌﾟ研究会）でﾛｰﾀﾘｰの理念、仕組み

が少しは理解できたと思います。今年３

月１８日にはＰＥＴＳ（会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅ

ｰ）に出席し、第１回被選ｸﾗﾌﾞ協議会で

次年度会長方針発表を行い、第２回被

選ｸﾗﾌﾞ協議会では各委員より素晴らしい

事業計画を作っていただきました。 

今年度ご協力、ご指導いただいた全会員の皆様に御礼申し上げ

るとともに、次年度よろしくお願いいたします。 

 

鵜飼 興治 会員  

職業分類・会員増強委員長 

年当初の目標は８名増強でしたが、現在

は７名となっており、次週に杉山浩一さ

んが入会予定ですので、これで目標の８

名を達成いたします。来月は次年度にな

りますが、既に１名の入会を予定しており

ます。担当理事である大之木副会長から、

広島北ＲＣは第２７１０地区のなかでも第

２位と聞かせて頂きました。石川副委員長や委員の皆様、そして

全ての会員の皆様に心より感謝申し上げ、退任のご挨拶とさせて 

卓話 

ニコニコ箱         ニコニコ委員会 

幹事報告         幹事   粟屋 充博 

委員会報告 

同好会報告 
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頂きます。有り難うございました。 

 

山坂哲郎 会員  会員選考委員長 

本年度は、８名の入会があり、その選考

をさせていただきました。 

素晴らしい方々をご推薦いただき、また

ご入会いただきましたことを大変嬉しく思

っております。ただ、推薦から入会日ま

での時間が少なかったため、その都度、

充分な委員会を開催することが出来なか

ったことが反省点として残っております。 

１年間、大変お世話になり、ありがとうございました。 

 
中尾建三会員 ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 

本年度、８名の方に入会前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

を実施しました。また、担当例会というこ

とで「更に『明るく、調和のとれた、居心

地の良い、楽しいクラブ』造りにクラブ全

員で考えてみよう」と題したﾌｫｰﾗﾑを実

施しました。４年間同じ人が同じｽﾀｲﾙで

丁寧に行い、推薦者にも理解が得られ、

新会員の方も、良くﾛｰﾀﾘｰの事を理解し

て頂き、出席についても、その他の活動についても素晴らしく活

躍下さっています。次年度からは、また新しいｽﾀｲﾙでもｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝが行われ、更に充実したものになる様に期待しています。 

いずれに致しましても一年間大変お世話になりました。委員会を

代表して御礼申し上げます。 

 

久保田宏温 会員  

理事・ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長 

年初に会員の絆・親睦がいっそう深まる

ことを前提にして諸行事を行う、と致しま

したが、概ねその理念は達成出来たと自

負しております。各担当委員長のご尽力

に感謝しております。 

１００％連続出席記録の断絶は残念です

が、致し方のない事情であり、それだけ

にこの記録の難しさ価値を痛感しました。内容詳細については各

委員長より報告いたします。 

 

増田達夫 会員 出席委員長 

一昨年以来、継続されていた 100％出席

が途絶えました。しかし、途絶えた理由を

考えるとやむを得ない理由でありました。

いたずらに１００％を追いかけるのではな

く、楽しくホームクラブ例会に出席するこ

とが望まれます。グループ６においても

二番目の高い出席率終えられたことに

感謝いたします。ありがとうございました。 

 

島田忠征 会員 ニコニコ委員長 

ニコニコの出宝は皆様のご協力がないと

予算を達成出来ませんが、本年度は多

大なご協力を頂き達成することが出来ま

した。ありがとうございました。 

又、槇殿副委員長を始め委員の方にも

助けていただきました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

山内盛利 会員 理事・広報常任委員長 

広報常任委員会の事業計画方針として 

１．ｸﾗﾌﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの有効活用 

２．ｸﾗﾌﾞ会員のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ活用啓蒙活動 

３．ﾛｰﾀﾘｰ理解の為の「ﾛｰﾀﾘｰの友」誌 

の有効活用 

４．資料保存活動の推進 

を掲げ、活動をしましたが、ｸﾗﾌﾞ会員のｲ

ﾝﾀｰﾈｯﾄ活用啓蒙活動に関しては、当初の意気込みとは裏腹に

大きな成果を上げることが出来ず、力不足を感じています。 

また、当初の事業計画には無かったものの、昨年来世界中で急

速に発展拡大しているﾌｪｲｽﾌﾞｯｸの活用に取り組み、新たな情報

発信ﾂｰﾙとして有る程度の成果を上げることが出来たのではない

かと思います。簡単にこのﾌｪｲｽﾌﾞｯｸをご紹介申し上げます。 

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸとはｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの一つであり、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

上で文章や写真を使って世界中の人々と情報交換したり交流す

る事が出来るｻｰﾋﾞｽです。８年前に始まったｻｰﾋﾞｽですが、今で

は世界中で５億人を超える人々が使っていると言われています。 

このﾌｪｲｽﾌﾞｯｸを一つの例とした情報発信ﾂｰﾙの発展は、今後の

世の中に大きな影響を与えるものとなっています。 

国際ﾛｰﾀﾘｰ並びに地区としても、その活用を強く推奨するものと

なり、今後のﾛｰﾀﾘｰ広報活動の一つの手段として避けては通れな

いものになって来ていると思います。 

次年度以降も、是非このﾌｪｲｽﾌﾞｯｸを有効活用してﾛｰﾀﾘｰ並びに

北ｸﾗﾌﾞの広報活動に役立てて頂きたいと思います。 

 

畑  秀樹 会員 会報ＩＴ委員長 

当委員会では、週ごとの会報の発行と例

会通信としてのメールの発信、毎月一度

発行される『ロータリーの友』誌の注目記

事のご紹介、そして、広島北ＲＣホーム

ページの有効活用とその利用促進など

を主な事業として行って参りました。 

週報への卓話原稿の掲載につきまして

は、当クラブの会員の方々の卓話に関し

ては、原則として、メールにより原稿を事務局宛てに送付して頂く

という形をとらせて頂きました。皆様方には、多大なるご協力を頂

き、大変感謝いたしております。これによって、かなりの事務の効

率化と費用の削減が図れたのではないかと思います。 

また、ホームページを活用した「楽しさの発信」という点について

は、当委員会の副委員長に頑張って頂き、毎回の例会風景とそこ

での食事内容の画像を掲示板にアップして頂きました。まだご覧

になったことがない方も沢山おられるかと思いますので、ぜひ一

度見て頂きたいと思います。就任当初は、いろいろと新しいことに

も挑戦してみたいと思いましたが、最低限度やらなければならな

いことに追われてしまい、あっと言う間に１年間が過ぎてしまったよ

うに思います。皆様には大変お世話になりました。１年間、本当に

ありがとうございました。 

 

坪内昭吉 会員 ＳＡＡ長 

今年度、上河内・伊藤副SAAと共にSAA

長を務めさせていただきました。例会時

の会場監督、例会の円滑な運営サポー

トを中心に活動を行ってまいりました。 

しかしながら、会場監督していくうえでの

難しさを感じ、課題が多く残ったように思

います。 

それらを踏まえ、次年度に検討を頂いて 
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おりますので、成果につながっていくものと考えております。 

１年間、耳障りなことばかり申しましたが、皆様のおかげを持ちまし

て、何とか、任務を終えることができそうです。ご協力、大変ありが

とうございました。 

 

上河内裕司 会員 副ＳＡＡ 

坪内ＳＡＡ長の言うとおりに行動をしてい

こうと心に決め一年間やってきました。 

特に、携帯電話については厳しく注意を

していくことを年度の初めにＳＡＡ長より

聞いておりましたので、そのことだけはし

っかりと見てきました。 

ただ、あまりにも人にばかり目がいってい

た為に、自分自身にスキが出来てしまい、

私の携帯を鳴らしてしまいました。本当に恥ずかしい思いをし、Ｓ

ＡＡ長にまでお詫びを言っていただき、全体責任ということでニコ

ニコ箱にも出宝していただきました。本当にその節は、坪内ＳＡＡ

長、そして副ＳＡＡの伊藤会員ありがとうございました。 

しかし、この事件があったおかげで、それからというもの、携帯電

話の音が全然とはいえませんが、鳴ることが少なくなったように思

います。実は、これはすべて皆さんへの意識付けの為に私がワザ

とやったことなのです。 

次年度副ＳＡＡの越智会員がワザと携帯電話の音を鳴らさなくて

済むように、次年度は絶対に、皆さん、携帯電話はマナーモード

か電源をお切りになるか、どちらかを徹底してください、よろしくお

願いします。一年間ありがとうございました。 

 

迫  慎二 会員 奨学育英資金委員長 

奨学育英資金特別委員会委員会は、例

年大きな変化もなく３校３名２学年の奨学

生を支援しております。前年度の畑委員

長が３校の学校事務局へ、当ｸﾗﾌﾞの奨

学育英資金特別委員会の制度や手続な

どの再確認をしてくださいましたので、募

集や手続きなども大きな支障もなく進行

できました。 

卒業して奨学資金の援助を終了する生徒さんたちに証書と記念

品贈呈を実施しました。これは次年度以降も継続していただけれ

ばと思います。 

最後に反省としまして、ここ数年で奨学育英資金の利回りが悪く、

ﾆｺﾆｺ資金頼りの事業となっております。ﾌｫｰﾗﾑでも開催して会員

の皆様の意見交換をすることが出来なかったことが残念です。こ

の奨学育英資金特別委員会が発足した時の先輩方が青少年育

成に対する強い奉仕の気持ちがあったと伺っております。そんな

ことを踏まえたﾌｫｰﾗﾑを次年度は開催してもらったらありがたいと

思います。至らぬ委員長でしたが一年間どうもありがとうございま

した。 

 

中山昌実 会員 会計長 

会員減少による厳しい予算編成の中に

おいて、執行部をはじめ各理事・委員長

の方々の、予算内での効率的な予算執

行に感謝いたします。会計としましては、

まだ決算という大役を残しておりますの

で、ここで気を緩めず決算に臨みたいと

思っております。ご協力ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

東京中央ロータリークラブ・木村清信会員がポリオ撲

滅のチャリティースポンサーを募集！ 
 

６月２４日、「第２７回サロマ湖１００㎞ウルトラマラソン」が開催され

ます。東京中央ロータリークラブ（第２７５０地区）・木村清信会員が

参加し、そのチャリティスポンサーを募集しています。 

内容は、１００㎞完走を目標に、事前にチャリティ寄付金（金額は

自由）を申告し、木村会員が完走目標を達成したら、寄付金をポ

リオ・プラス基金（使途指定寄付） に寄付するというものです。 

お申込み・お問い合わせは 

ＦＡＸ：０３（３４３９）００２３ （木村清信 宛） 

 

※興味のある方は受付でチラシをお渡しいたします。 

 

｢ロータリー活動｣フォトコンテスト開催！ 
国際ロータリー（ＲＩ）では、ロータリーの公共イメージの向上に力を

注いでいます。ホームページやパネル展など、広報活動を実施し

ている地区やクラブも多いと思います。 

ロータリアン以外の人たちに、ロータリーに興味を持ってもらうため

には、地域社会に根差した、または海外のニーズに応えた活動を

行うことから始めなければなりませんが、それらの活動を情報とし

て発信するためには、活動の様子がよくわかる写真が必要になり

ます。 

しかし、「写真を使おうと思っても、いい写真がなかった」という経

験をお持ちではありませんか？ＲＩでは、広報活動のためにたくさ

んの写真を用意し、ＲＩのホームページにアップしていますが、外

国のロータリアンの写真がほとんどで、日本でロータリーを身近に

感じてもらえる写真がありません。 

そこで、２０１２－１３年度、『ロータリーの友』では、「『ロータリー活

動』フォトコンテスト」を実施し、国内にあるロータリークラブや地区

の、あらゆる方面の活動写真を集め、ロータリーを知ってもらうた

めのツールにしたいと考えました。 

つきましては、下記の要領で、２０１２－１３年度内に行われるロー

タリー活動の写真をお送りください。応募の中から優秀作品を選

び、『ロータリーの友』誌に掲載します。また、活動の様子がよくわ

かる写真は『Ｒｏｔａｒｙ Ｊａｐａｎ』にアップして、広報ツールとして共

有します。 

 

※詳細は『Ｒｏｔａｒｙ Ｊａｐａｎ』（http://www.rotary.or.jp/）に掲載さ

れています。 

 

 

■出席報告 

２０１２年６月７日（木） 会員数 ８１名 

出席 ６７名  欠席 １５名 

来客  ４名  ゲスト １名 

５月２４日（木）修正後出席率  ９８．７４％ 

■来客紹介 

下段 寿之 様（北海道・当別ＲＣ） 

沖中 栄子 様（大阪西南ＲＣ） 

松井 啓治 様（広島ＲＣ） 

君島 龍輝 様（広島東南ＲＣ） 

杉山 浩一 様（入会予定者） 

■次回例会  ２０１２年６月２１日（木） 

卓話：「退任挨拶」 

   会長 髙原 宏之 会員 

食事：幕の内 

ロータリーニュース 


