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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 

直前正副会長幹事記念品贈呈 

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        『正副会長幹事就任挨拶』 
 

 

 

 
前年度正副会長幹事の皆様、一年間大変お疲れ様でした。 

左から、直前副幹事 合田会員・岡部会員､直前幹事 粟屋会員､ 

直前副会長 大之木会員、直前会長 髙原会員と水野会長 

クラブから記念品を贈呈いたしました。 

 

 

 

 
 

 
左から、鈴木会員・山下(正)会員・大之木会員・島本会員・炭田会

員・前田会員、水野会長  おめでとうございます！ 
 

 

 

本年度最初の会長時間よろしくお願いいたします。京都伏見ＲＣ

より祝電がまいっておりますのでご披露いたします。 

『貴クラブ新年度初例会を心からお祝い申し上げます。貴クラブ

のますますご発展と水野会長様をはじめ、会員、ご家族皆様のご

健勝をお祈り申し上げます。  

京都伏見ロータリークラブ 会長 里中 勝司・会員一同』 

次に我がクラブの菅 雅則会員がホッケーシニアワールドカップ 

ロンドン大会に出場されます。つきましては７月３０日に壮行会を

予定しておりますので皆様ふるってご参加をお願いいたします。 

後程就任挨拶もありますので、これで会長時間を終わります。 
 

 

 

◇広島ＲＣより創立８０周年の記念卓話集を頂きました。ご覧にな

りたい方は事務局まで。 

◇地区より第１１回日韓親善会議のご案内が届いております。 

◇例会終了後、理事会を開催します。 

◇ガバナー月信２冊（ＢＯＸ配布） 

◇会員証（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

ロータリー家族親睦委員会  上河内委員長 

＊７月３０日（月）１８時３０分より菅 会員の激励会を開催します。

是非、ご出席ください。 

回答期限：７月１８日（水） 

ＳＡＡ  中山ＳＡＡ長 

＊クールビズの実施について 

＊クラブ旗披露 

＊例会（特に卓話中）の私語および携帯電話の使用禁止 

 

■本日の例会   ２０１２年７月１２日（木）   第２０９４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 

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 『11-12 年度決算・監査報告』 

  『12-13 年度事業計画・予算説明』 

前回例会報告  ２０１２年７月５日（木）  第２０９３回 

会長時間       会長   水野  勝 

幹事時間       幹事   山内 盛利 

委員会報告 

直前正副会長幹事記念品贈呈 

誕生月お祝い 
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クラブ運営方針 小さな奉仕を重ねよう、大きな目標のために 

 

奉仕プロジェクト常任委員会  塩本(能)常任委員長 

＊ロータリー青少年交換長期派遣学生募集のついて 

詳しくはガバナー月信７月号をご覧ください。 
 

 
 

野球同好会 中山会員 

＊７/７甲子園球場において全国ＲＣ野球大会が開催されます。 

登山同好会 迫会員 

＊７/１５－１６恐羅漢山荘避暑ツアーのご案内 
 

 

 

【自主出宝】 

水野会員 本日、出航よろしくお願い致します。また、家内の誕生

日に素敵な花を有難うございました。 

水野会員・増田会員・山内会員・島本会員・石井会員 いよいよ２

０１２－１３年度が始まりました。水野丸の船出です。水野丸の一

年の航海が、素晴らしきものとなるよう、執行部一同、一生懸命に

頑張ります。会員皆様のご支援･ご協力を、どうぞ宜しくお願い申

し上げます。 

石井会員 副幹事として一年間頑張ります。ご指導よろしくお願い

します。 

岸本会員・山本(忠)会員・福田会員・中尾会員 水野年度の「船

出」おめでとうございます。会長始め役員の皆さん元気で頑張っ

て下さい。 

増田会員・山内会員・坪内会員・島本会員・合田会員・岡部会員・

東会員・桑村会員・山下(正)会員・上河内会員・石井会員・上田

会員 水野会長の一年間のご健闘とご活躍を心よりお祈りいたし

ます。 

髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 本日は

記念品を頂戴し、有難うございました。前年度の皆様のお力添え

に感謝し、出宝させて頂きます。 

合田会員 今年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長を務めさせて頂く事となりました。

会長方針の一つである「明るく楽しい例会」をめざし、頑張ってま

いりたいと思います。ご指導・ご協力の程よろしくお願い申しあげ

ます。 

福田会員・山本(忠)会員・中尾会員・岸本会員・久永会員 上野さ

ん、先日は上野学園ﾎｰﾙ、ｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。ﾎｰﾙ満

席で盛大な記念行事見事でした。これからもますますの御発展を

祈っています。 

石田会員・三保会員・粟屋会員・杉町会員・迫会員 上野さん、先

日の「上野学園ﾎｰﾙ」命名記念のこけら落し“和太鼓の楽しい夜”

にご招待ありがとうございました。これからも益々のご発展を祈念

いたします。 

髙原会員 ①上野学園ﾎｰﾙ、誠におめでとうございます。②水野

会長、順調な出航をお祝い申し上げます。 

菅会員◇ とにかく感動しました。先日の上野学園ﾎｰﾙでの７９才

天野氏の「太鼓の世界」私も７０才ﾛﾝﾄﾞﾝで頑張ります。 

中川会員 上野さん、先日の天野宣「太鼓の世界」へお招きあり

がとうございました。素晴らしい演奏会でした。 

庄子会員 上野学園ﾎｰﾙの天野宣「太鼓の世界」に行きました。７

９才と思えないﾊﾞｲﾀﾘﾃｨと迫力ある演奏に感動しました。上野さん、

おめでとうございました。そして感謝です。 

山下江会員 「上野学園ﾎｰﾙ」命名おめでとうございます。上野さ

ん、先日は和太鼓の素晴らしい演奏を聞かせて頂きありがとうござ

いました。 

吉永会員◆ 上野さん、先日は「上野学園ﾎｰﾙ・記念ｺﾝｻｰﾄ」に

御招待して頂き、ありがとうございました。子供達も途中仮眠をとっ

ていましたが、最後には感動とﾊﾟﾜｰをもらって帰る事が出来まし

た。これからも頑張って下さい。 

 

前田会員 上野さん、上野学園ﾎｰﾙ命名記念 県民ｺﾝｻｰﾄ天野

宣「太鼓の世界」にお招き頂き、誠にありがとうございました。世界

最高の太鼓の音を聞くことができ、これから上野学園ﾎｰﾙが広島

の文化芸術の発信地となっていくことがはっきりと分かりました。 

猫島会員 上野さん、広島県立文化芸術ﾎｰﾙの｢上野学園ホー

ル」命名権取得おめでとう御座います。久しぶりに、和太鼓演奏

者「天野宣」氏の迫力と気品に満ちた、ステージを堪能させて頂き

ありがとうございました。 

大之木会員 今日から気楽に出席です。誕生日のお祝いありがと

うございました。 

山下(正)会員 ５８回目の誕生日お祝い頂きありがとうございます。

これからもよろしくお願いします。 

鈴木会員 皆様、今年度も宜しくお願いします。本日はお祝いを

頂きありがとうございました。 

山下江会員 去る６/２８、広島市役所において、市長から当事務

所が「男女共同参画推進事業所」として表彰されました。ﾛｰﾀﾘｰ

においても「男女共同参画」でありたいですね。 

久保田会員 島田さん、先日あるｺﾝﾍﾟでﾍﾞｽｸﾞﾛ・ﾆｱﾋﾟﾝ総取りをさ

れましたね。おめでとうございます。おめでたい島田さんもﾆｺﾆｺ

箱へどうぞ。 

島田会員 あるｺﾝﾍﾟでｺﾞﾙﾌ人生初のﾆｱﾋﾟﾝ３本、ｳﾏ一人取りをさ

せて頂きました。ﾛｰﾀﾘｰ年度の初めに良い事があり、今年度は何

か良い事が起きそうです。ありがとうございました。 

中嶋会員 前年度最終例会は所用で欠席させて頂きました。本

年度もよろしくお願いします。 

小河会員★ 例会に出られるようになりました。これからもよろしく

お願いします。 

ニコニコ委員会(山下(正)会員・上田会員・久保田会員・槇殿会

員・原田会員・深川会員・山村会員・中嶋会員) 本年度ﾆｺﾆｺ委

員会に出宝のご協力をよろしくお願い致します。また今年から例

会場の後方に『かえるＢＯＸ』を置きましたので、途中退席される方

はそちらにお気持ちを入れて下さい。ご協力お願い致します。 
 

当日計 77,000 円（内、ｗｅｂ8,000 円） 累計 77,100 円 

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

 

 

『就任挨拶』 
 

会長  水野  勝 会員 

今年度のＲＩ会長は皆様ご存知のように田中 

作次氏で、日本人がＲＩ会長になるのは３０年ぶ

り、３人目です。ＲＩテーマは「奉仕を通じて平和

を」とされ、どんな些細なことでも人を助けること

がいずれ平和につながる、家族の幸せのような

小さな平和も戦争のない国家の平和も、いずれ

も奉仕によって達成できる目標であるとされ、目標達成のため今年度

は具体的方法として「ﾛｰﾀﾘｰ世界平和ﾌｫｰﾗﾑ」を広島、ﾍﾞﾙﾘﾝ、ﾎﾉﾙ

ﾙの３か所で開催されます。広島では来年５月１７日に広島南ＲＣの川

妻 二郎氏をホスト委員長として国際会議場で開催されます。 

次に大之木ガバナーは地区運営方針としてその信条を「もっとﾛｰﾀﾘ

ｰを！心と行動に」とされました。これは一言で説明するともっとﾛｰﾀﾘ

ｰを勉強しましょうよ、ということだとされ、あの強大なﾛｰﾏ帝国も外から

ではなく中から堕落して衰退していったことに例えられ、最近はﾛｰﾀﾘ

ｰを知らないﾛｰﾀﾘｰ会員が増えているとされ、もっと気を引き締めてか

からないとﾛｰﾀﾘｰもダメになることを危惧されてこの信条を掲げられま

した。この信条を実践するにあたって「ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同会員研修セミナ

ー」を地区レベルで開催されます。ﾛｰﾀﾘｰの基本の学習で入会５年

未満の会員及び希望者が対象です。どうかﾛｰﾀﾘｰについてしっかり

勉強してください。 

次に私のクラブ運営方針ですが、 「小さな奉仕を重ねよう、大きな目 

卓話 

ニコニコ箱          ニコニコ委員会 

同好会報告 
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クラブ運営方針 小さな奉仕を重ねよう、大きな目標のために 

 

標のために」としました。田中ＲＩ会長も言われるようにﾛｰﾀﾘｰにおける

奉仕とはその人の生き方であって、日頃クラブ例会に出席する、普通

に自分の仕事をこなす、家庭を大事にする、このことが奉仕だと思い

ます。したがってあまり気負わずに地道なﾛｰﾀﾘｰ活動を続けて頂けれ

ば、それが運営方針にかなったものだと思っております。 

次に各委員から素晴らしい事業計画を提出していただいております。

詳しくは次週申し述べます。 

いずれにいたしましても我がｸﾗﾌﾞ創立以来の伝統であります「明るく

調和のとれた居心地の良い楽しいｸﾗﾌﾞ」を運営の心得といたしますの

で、皆様よろしくお願いいたします。 

 

副会長兼会員組織常任委員長 

増田 達夫 会員 

このたび副会長兼会員組織常任委員長を拝命

いたしました増田でございます。 

わたしは１９４３年生まれの、現在６８歳でござい

ます。このクラブの任期中に６９歳になり古希を

迎えることになりました。 

このクラブにはＪＣ時代の先輩でありました三国

屋の故三村社長様と、やはり故人であられます谷口歯科医院の谷口

先生のご縁で１９８５年４月に入会いたしました。当時の会長は渋谷さ

んで、例会場は旧郵便貯金会館で現在は上野学園ホールでござい

ます。当時の世相はまだバブル経済を迎える前で、現在のようなデフ

レ経済ではなく、ゆったりとした時代であったように思います。 

入会して２７年を超えたわけですが、個人的に６５歳を迎え前期高齢

者になったころから考え出したことですが、残りの人生をどのように過

ごしていくのか、どんなこと今後していかなくてはならないのか、それ

まで若さに任せて人生を楽しんでいたことに不安を持つようになりまし

た。 

入会以来、クラブのお役にたったことをしたこともなく、横着で不精な

性格が災いして裏道ばかりを歩いてまいりました。まだ少し体力のあ

るうちにご恩返しをしたいと考え、副会長などをお受けすることにいた

しました。 

わたしの役目は副会長と会員組織常任委員長ですから、会長の前に

立つことなく後ろからつっかえ棒となることであり、決して出しゃばるこ

となく組織のかすがいになれるよう頑張る所存です。 

もう一つの仕事は会員組織常任委員会の理事であります。職業・会

員増強委員会に三保委員長、会員選考委員長には槇殿委員長、ﾛｰ

ﾀﾘｰ情報委会には山坂委員長を選任していただきました。これらの小

委員会は何れも新会員を増やすことが目的で、今年度の目標は８５

名の会員になることです。４名の純増をめざし、会の財政運営を円滑

にしてﾛｰﾀﾘｰ活動を活発にすることです。それでは、どうぞ１年間よろ

しくご指導くださるようお願い申し上げます。 

 

幹事・理事  山内 盛利 会員 
本年度、クラブ幹事の大役を仰せつかりました

山内です。 

私は、２００４年７月、三宅徹也さんと久保豊年

会員のご紹介でこの北ｸﾗﾌﾞに入会させて頂きま

した。以来、丸８年が経ちました。 

その８年を振り返ると、一言で言えば「とても有

意義な時を過ごさせて頂いた」と言えます。ﾛｰﾀ

ﾘｰに入会して最初にたたき込まれたのは、「ﾛｰﾀﾘｰにＮＯは無い」と

いう事でした。入会以来の私の歴史を振り返ってみたいと思います。 

入会初年、森嶋年度。新会員としてﾛｰﾀﾘｰ家族親睦姉妹クラブ友好

委員会に配属され、ﾛｰﾀﾘｰを学び始めました。 

２００５－０６年、古谷年度では、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会副委員長を拝命し、

当時の委員長が殆どお見えになられない中、実質委員長代理として

例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの企画をさせて頂きました。 

２００６－０７年、鵜飼年度。この年はｸﾗﾌﾞが岩森ｶﾞﾊﾞﾅｰを輩出し、ｸﾗ

ﾌﾞとして大変重要且つ多忙な一年を送った年でしたが、副幹事として

活動させて頂きました。 

２００７－０８年、上野年度。この年の思い出は何と言っても新世代奉 

 

仕の委員長として交換留学生のｶｳﾝｾﾗｰをさせて頂いたことです。詳

細は省きますが、広島北ＲＣのﾒﾝﾂを守る為に、それこそ真夜中、早

朝と時間を問わず、はたまた大阪、成田と飛び回り、必死に活動しま

した。 

２００８－０９年、山坂年度。この年はﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員長として、

自分のやりたい家族会、親睦会をさせて頂きました。広島空港中央

森林公園で行った、夏の野外納涼家族会は良き思い出です。でも、

この年度の最大の思い出は、広島北ＲＣ創立４０周年記念事業の、懇

親委員会を担当させて頂いたことです。私が若き日にﾌｧﾝだった､ｱｸﾞ

ﾈｽ・ﾁｬﾝをｱﾄﾗｸｼｮﾝｴﾝﾀｰﾃﾅｰとして選び、我ながら成功だったなと

思っています。 

２００９－１０年、槇殿年度。一度したからもう二度と無いだろうと思って

いた副幹事の役を仰せつかりました。これも「ＮＯは無い」というﾛｰﾀﾘ

ｰを実践したつもりですが、さすがに二回目ともなると慣れから出てく

る油断が有ったのでしょう。山下正司幹事には随分とご苦労をお掛け

したような気がします。 

２０１０－１１年、石田年度。入会７年目。ＳＡＡ長を拝命しました。２回

目の副幹事を終え、この頃になると前年度に増して、初心を忘れてい

たのでしょう。この年はＳＡＡが例会進行の司会役を務めましたが、反

省連続の一年でした。 

２０１１－１２年、高原年度。広報委員長を仰せつかり、３年ぶりにひな

壇から一般席に戻った年でした。しかし年度が始まって間もなく、内

定していた今年度の幹事の役に心を奪われ、広報委員長としての役

を全う出来なかったのではないかと思います。 

そして今年、水野年度の幹事です。今までの８年間の経験を活かし、

今一度初心に返り、水野丸の航海が平穏無事且つ素晴らしきものと

なる様、一生懸命に幹事役を務めたいと思っています。 

元来私は性格的に思い込みが激しく、人の意見をあまり聞かないとい

う悪い傾向が有ります。水野会長が出される方針の下、皆さんのご意

見を頂戴しながら、２０１２－１３年度という大海原で、ﾍﾞｽﾄな航海が出

来るように水野船長の参謀役を務めたいと思います。皆様のご指導、

ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げまして、私の歴史発表会

の様なお話しとなりましたが、幹事就任の挨拶とさせて頂きます。有り

難うございました。 

 

副幹事  島本 章生 会員 
久保豊年さんと坪内昭吉さんの推薦を受けて

入会し２年が経ちました。 

副幹事の声をかけて頂いたとき、副幹事の仕事

が何なのか良く分からないまま、山内さんがＪＣ

の同期だったので承諾しました。しばらくは副

幹事を担当幹事と言い間違っていました。多打

喜会の担当幹事と名称を混同していました。副

幹事と間違わないで言えるようになったのは最近のことです。副幹事

の役割は、思うところ幹事を補佐して、ＲＣの運営を支えることは理解

しております。仮に幹事に事故などあったときは副幹事が幹事を代行

するのかと思うと恐ろしいです。石井さんが筆頭の副幹事とはいえ、

山内幹事の健康のためｽﾄﾚｽ軽減に努めます。水野会長は、運営の

心得として、「明るく調和のとれた居心地の良い楽しいクラブ」と掲げら

れております。これを心に置き、私自身、ＲＣも仕事も、昼も夜も楽しく

することを心がけ、水野会長と北ＲＣの皆さまが１年をより満足してい

ただけるよう楽しく頑張っていきたいと思います。 

 

 

■出席報告 

２０１２年７月５日（木） 会員数 ８１名 

出席 ６５名  欠席 １６名 

６月２１日（木）修正後出席率  ９８．７２％ 

■次回例会  ２０１２年７月１９日（木） 

卓話：「就任挨拶 Part1」 

   理事役員委員長 

食事：和食


