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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 

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』 
 

 

 

広 島 陵 北 Ｒ Ｃ

今年度の会長

幹事が年度初

めのご挨拶とい

うことで来会さ

れました。 

下田会長にご

挨拶を頂きまし

た。 

 

 

 
 

左から、東会員・

伊藤会員 

 

おめでとうございま

す！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
左から、１年 濱本会員、３年 合田会員・伊藤会員、４年 島田会

員、５年 菅会員、２６年 猫島会員、水野会長、８年 山内幹事 
 

 

 

今年度国際会議場で行われた地区協議会において第２６８０地区

パストガバナーの安平和彦氏が基調講演をされました。その中で

「奉仕の理想」とは何かについて話をされました。 

ロータリー入会１１年目になる私ですが「奉仕の理想」とは何か、

考えたこともなかったので大変感銘を受けました。既に皆様ご存

知の方も多いと思いますが、改めてお話しさせていただきます。 

奉仕の理想はロータリー綱領に３か所も出てきますし、ロータリー

ソング「奉仕の理想」にもありますように、この理念のもとに我々は

集まっているといってもよいと思います。 

安平氏は利己的な欲求と他人への奉仕の感情の調和の哲学こそ

奉仕の理想にほかならない、とされました。 

他人を押しのけても自分だけ儲けたい気持ちと、他人を思いやり

他人のためになることをしてあげたい感情と、これらは相反するこ

とかもしれないが、この二つの心の葛藤を調和することこそ「奉仕

の理想」だと思います。 

「超我の奉仕」すなわち自分のことより先に他人のために尽くすこ

とはやがて巡り巡って自分の人生を照らし明るくする、という理念

も同じ考えに基づくものと思います。本日は奉仕の理想について

お話ししました。 
 

 

 

◇８月９日（木）第１回クラブ協議会のご案内及び８月２３日（木）の

ガバナー公式訪問・フォーラムのご案内をお送りいたします。 

◇事業計画書（ＢＯＸ配布） 

◇２０１２-１３年度決算報告書（ＢＯＸ配布） 

◇ロータリーの友誌（ＢＯＸ配布） 

■本日の例会   ２０１２年７月１９日（木）   第２０９５回

ロータリーソング 「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 『就任挨拶 Part１』 

  理事役員委員長 

前回例会報告  ２０１２年７月１２日（木） 第２０９４回 

会長時間       会長   水野  勝 

幹事時間       幹事   山内 盛利 

お客様ご紹介 

誕生月お祝い 

連続出席表彰 
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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 

 

 
 

前年度出席委員会  増田会員 

＊前年度平均出席率 ９９．３３％でした。皆様ご協力頂き、ありが

とうございました。 

前年度職業奉仕委員会  丸本会員 

＊会員職業紹介誌が出来ました。お帰りの際にお持ち帰りくださ

い。ご協力ありがとうございました。 

ロータリー情報委員会  山坂委員長 

＊先ほど幹事報告でご案内しましたが、８月９日（木）の第１回クラ

ブ協議会および８月２３日（木）のガバナー公式訪問・フォーラ

ムには入会３年未満の方々は必ずご出席をお願いします。 

会報ＩＴ委員会  鈴木委員長 

＊ロータリーの友７月号紹介 

ロータリアンの３大義務は出席・会費納入・友誌購読です。ロー

タリーの友の熟読することと捉えて頂き皆様お願い致します。 

横組みＰ５～Ｐ１７ ＲＩ会長 田中作次氏について 

横組みＰ３６ 大之木精二ガバナーの紹介記事 

縦組みＰ２０ 広島安佐ＲＣの記事 

是非、ご一読下さい。 
 

 
 

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した。 

 当クラブは茨城・土浦ＲＣと対戦し、６対０で快勝しました。 
 

 

 

【お客様出宝】 

広島陵北ＲＣ下田敬三会長・瀬川長良幹事より ２０１２－１３年度

広島陵北ＲＣの会長に就任致しました下田敬三です。同じく幹事

に就任致しました瀬川長良でございます。一年間ご指導よろしく

お願い致します。 

【自主出宝】 

水野会員・増田会員・山内会員・島本会員・石井会員 広島陵北

ＲＣ下田会長、瀬川幹事ようこそお越し下さいました。ごゆっくりと

お過ごしください。 

水野会員・増田会員・山内会員・島本会員・石井会員 入会予定

者ゲストの本田善昭さん、北クラブへようこそ。来週の入会式を楽

しみにしています 

丸本会員 増田副会長、前年度職業奉仕委員からのお礼です。

会員紹介誌の作成にあたり大変お世話になりました。少ない予算

の関係上、無理なお願いを聞いて頂きありがとうございました。期

待以上の大変良い紹介誌が出来ていると思います。誠にありがと

うございました。 

猫島会員 連続出席２６年だそうです。誕生日と同じで年だけ取

っています。 

山内会員 お陰様で入会８年連続出席を達成することが出来まし

た。感謝です。 

菅会員 連続出席５年になりました。今後も続けるよう頑張ります。 

炭田会員 ７月で６６才になりました。年をとると１日１日の大切さを

身に染みて感じています。今は３７５０日を目標にゆっくり、のんび

りと自分のペースで歩んでいます。今後もよろしくお願いします。 

伊藤会員◇ 誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。又、連

続出席を表彰して頂きうれしい限りです。これからも元気に出席し

ますので、よろしくお願いします。 

上河内会員 先日、家内の誕生日に美しいﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰが届

きました。やはり、ｹｰｽから出すのが良いか出さないのか良いか、

前回と同じように悩んでいました。実際この花は水気に弱く、乾燥

しすぎるのも良くないそうです。ケースのままが正解かも。 

 

中川会員 菅さん、ﾎｯｹｰｼﾆｱﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ･ﾛﾝﾄﾞﾝ大会出場おめで

とうございます。ﾅｲｽﾌﾟﾚｰを期待します。 

原田会員 岡部さん、先日中国新聞の夕刊で食文化についての

御高説を拝読しました。お店の発展を祈念します。 

岡部会員 先日、中国新聞夕刊「でるた」というｺｰﾅｰに出させて

頂きました。 

山坂会員･山下(正)会員・中山会員・庄子会員・東会員・坪内会

員・鈴木会員・吉永会員・山村会員・越智会員・深川会員 七夕

の日、全国ＲＣ野球大会が甲子園球場で行われました。我々広

島北ＲＣは茨城の土浦ＲＣと対戦し、６対０で勝利しました。野手

陣はｻｰﾄﾞ東会員の好ﾌﾟﾚｰやｼｮｰﾄ吉永会員のﾌﾗｲ落球など色々

ありましたが、神農投手の好投や抑えの山下党首の相手ﾁｰﾑの

女性会員に対しての容赦ない三振もあり勝つことが出来ました。 

吉永会員 先日は約２５年振りに甲子園の土を踏む事が出来まし

た。感極まるものがあり、試合では何でもないｼｮｰﾄﾌﾗｲをﾊﾞﾝｻﾞｲ

してしまいましたが、思い出に残る試合になりました。ﾛｰﾀﾘｰに入

って甲子園でﾌﾟﾚｰ出来た事に感謝します。有難うございました。 

小田会員 所用により早退致します。 
 

当日計 40,000 円（内、ｗｅｂ6,000 円） 累計 117,000 円 

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

 

 

■２０１１-２０１２年度決算・監査報告 

決算報告書に基づき、中山前年度会計長より説明があり、松本

監査より監査報告がなされた。 

■２０１２-２０１３年度事業計画・予算説明 

今年度の事業計画を水野会長が説明をした後、土井会計長よ

り予算についての説明がなされた。 

 

『事業計画説明』 

会長  水野  勝 会員 

・会員組織常任委員会  増田 常任委員長 

会員数８５名を目標とし、各方面に働きかけるとともに未充填部

分の充足についても充足に努める。ロータリー情報では新入会

員のみならず、すでに入会されている会員についても研修をす

すめるためフォーラムを開催していただく。また地区が行うグル

ープ合同研修セミナーに積極的に参加する。 

・クラブ管理運営常任委員会  坪内 常任委員長 

 １００％出席をめざし、会員家族の親睦が深まり、思い出に残る

ような企画運営をする。ロータリー月間に基づき各小委員会活動

と連動した担当プログラムを実施する。また各小委員会に卓話

者の紹介をお願いし、幅広い分野の卓話を提供する。ロータリ

ー情報委員会と連携し、広島北ＲＣについて熱く議論できるよう

なフォーラムを開催する。ニコニコでは「かえる箱」を用意してお

く。 

・広報常任委員会  泉 常任委員長 

 フェイスブックを活用した情報発信をさらに進めるとともに、資料

保存規定についても引き続き検討する。 

・奉仕プロジェクト常任委員会  塩本能尚 常任委員長 

 特養「悠々タウン江波」に高機能車椅子寄贈、職場訪問例会の

実施、引き続き「東日本大震災」への支援活動、「ロータリー世界

平和フォーラム」への協力、ロータリーカードの普及、ＲＹＬＡへ

の参加、などを計画。 

・ロータリー財団常任委員会  中根 常任委員長 

 ポリオに関する新しい取り組みを行う。 

補助金管理セミナーにすべて出席し、未来の夢計画について

理解を深める。 

米山奨学委員会では当クラブで引き受けたOB奨学生を卓話者

として招聘する。 

卓話 

ニコニコ箱          ニコニコ委員会 

委員会報告 

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 

 

・姉妹クラブ友好特別委員会  神農委員長 

 ９月２７日広島で２４回目の調印式を行い、その後大河ドラマ平

清盛にちなみ大崎下島観光、瀬戸内海クルージングを計画し

た。 

・ＳＡＡ  中山SAA長 

 ＳＡＡマニュアルの作成を検討する。 

・長期ビジョン検討委員会   

単年度主義と３年委員制の両立と夢計画への備えもあって次年

度幹事等を早めに任命するために定款細則の変更を検討す

る。 

そのほかにも各委員会素晴らしい事業計画を立てて頂いており、

詳しくは事業計画書をご覧下さい。改めて感謝いたします。 

 
 

 

 

 
大会をお世話される役員の皆様と広島北ＲＣのメンバーです。 

大会ｺﾐｯｼｮﾅｰの瀬川会員もお元気でした。 

 
ガッツ吉永会員 甲子園初打席！ 

 

 
甲子園初参加の山村選手。セカンドを守りました。 

 
甲子園初マウンドの山下選手。土浦ＲＣの女性選手を相手に優し

いボールを投げました。（結果は容赦なしでしたが。。。） 

 
山坂監督からおっつけバッティングの指示が出ました。 

 
茨城・土浦ＲＣとの対戦は６対０で広島北ＲＣが快勝しました。 

ＨＰ、Ｆａｃｅbook もご覧ください。 

■出席報告 

２０１２年７月１２日（木） 会員数 ８１名 

出席 ７０名  欠席 １１名 

来客 ３名 ゲスト１名 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

下田 敬三 様（広島陵北） 

瀬川 長良 様（広島陵北） 

小川 嘉彦 様（広島陵北） 

本田 善昭 様（次回入会予定者） 

■次回例会  ２０１２年７月２６日（木） 

卓話：「就任挨拶 Part２」 

   理事役員委員長 

食事：和食 

全国ＲＣ野球大会（写真報告） 


