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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 
 

 

 

本田善昭氏の入会式が

執り行われました。 

本田 善昭 会員 

㈲本司 代表取締役 

職業分類：不動産管理 

推薦者：三保会員・久保

(豊)会員 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族

親睦委員会、職業奉仕委員会 
 

 

 

檜山謙二会員が７月１４日に亡くなられました。檜山会員は当クラ

ブ設立の次の年昭和４５年５月７日にご入会で、４３年の永きにわ

たって活躍されました。心よりご冥福をお祈りいたします。 

本日入会されました本田善昭さん、ご入会おめでとうございます。

親睦と奉仕にご活躍を願っております。 

本日は広島のロータリークラブ(ＲＣ)の歴史について話をさせて頂

きます。明治３８年シカゴでＲＣが設立され、大正９年に日本で最

初の東京ＲＣが誕生し、大正１１年に大阪で２番目のＲＣが誕生し

ました。広島ＲＣは昭和７年にこの大阪ＲＣをスポンサークラブとし

て設立され、その後時局により一時ＲＩを脱退、昭和２４年に再興

されました。この広島ＲＣをスポンサークラブとして南ＲＣが昭和３１

年に、東ＲＣが３４年に、東南ＲＣが３５年に設立され、我が北ＲＣ

は昭和４４年４月２４日に設立されました。 

 

それぞれのクラブが設立後、南ＲＣが中央ＲＣを、中央ＲＣが城南

ＲＣを設立され、北ＲＣは平成２年に陵北ＲＣを設立し、その後陵

北ＲＣが安佐ＲＣを設立しました。以前２７１０地区は８つの分区に

分かれ、これらのクラブは第４分区とされていました。現在は１２の

グループに分かれ、グループ６が広島、東、大竹、北、安芸、陵北、

安佐で、グループ７が南、東南、西、中央、西南、城南、廿日市と

なっております。 
 

 

 

米山奨学委員会  杉町委員長 

＊米山記念奨学会より毎月『米山便り』が発行されます。来月より

各テーブルにお配り致しますので、是非ご一読下さい。 
 

 

 

【自主出宝】 

水野会員・増田会員・山内会員・島本会員・石井会員 本田善昭さん、

ご入会おめでとうございます。一日も早くﾛｰﾀﾘｰに慣れられ、奉仕と

親睦活動に御活躍下さい。 

三保会員・久保(豊)会員 本田君、ようこそ広島北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへ! 

今後のご活躍を期待しております。 

菅会員◇ ７/１３中国新聞の夕刊に「山陽高校ＯＢ世界へ挑戦」とﾎｯ

ｹｰ男子 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ ﾛﾝﾄﾞﾝ大会に日本代表で出場。とｶ

ﾗｰ写真で報道されました。また、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞで２０日まで放送されて

おります。 

山村会員 菅さん、ﾎｯｹｰのﾃﾚﾋﾞ放映おめでとうございます。８月１４

日よりﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟがんばって下さい。 

鈴木会員 ７/１３中国新聞の夕刊に菅 会員が大きく掲載されていま

した。「走り負けない」気迫で活躍してきて下さい。応援しています。 

土井会員・髙原会員・神農会員・迫会員・石井会員・山内会員 

名医 山村基成先生に一言御礼申し上げます。先日の祝日でお休

みの日に、洋北山歩隊・土井隊長の緊急事態の際、ｺﾞﾙﾌ帰りでお疲

れにもかかわらず土井隊長の目の治療をして頂き有難うございました。

名眼科医の姿を見させて頂きました。 

山下(正)会員◇ ﾆｺﾆｺ委員長に就任しました。実質の委員長は上田

副委員長です。一年間、皆さんのご協力どうぞよろしくお願いいたし

ます。各理事・委員長さんからのﾆｺﾆｺをお待ちしております。（→上

田会員も一枚どうぞ） 

庄子会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。よろしくお願いします。 

原田会員 久保田会員が会長を務められていた会のｺﾞﾙﾌ大会で私

の妻が特別賞（ｼﾞｬﾝｹﾝ）の大型ﾃﾚﾋﾞを頂きました。 

久保田会員 ２２年振りにﾆｺﾆｺの読上げをさせて頂きます。よろしく。 

迫会員 所用にて早退します。すみません。 

当日計 23,000 円（内、ｗｅｂ4,000 円） 累計 140,000 円 

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

 

 

■本日の例会   ２０１２年７月２６日（木）   第２０９６回

ロータリーソング 「それでこそﾛｰﾀﾘｰ」 

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 Part２』 

  理事役員委員長 

前回例会報告  ２０１２年７月１９日（木） 第２０９５回 

会長時間       会長   水野  勝 

卓話 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 

委員会報告 

入会式 
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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 

 

『就任挨拶Ｐａｒｔ１』 
 

理事・直前会長  髙原 宏之 会員 
今回、御陰で、会長としての一年間を無事務めさせ

て頂きました。これからは私自身、健康に留意しな

がら、今もなお、日々の暮らしの中で、絶えず会員

とそのご家族皆様の健康と御多幸を祈る日々が続

いています。今後ともクラブの繁栄ために絶えず気

配りをしたいと考えていますので、何卒よろしくお願い致します。 
 

理事・会長ｴﾚｸﾄ 庄子 佳良 会員 
昨年還暦を迎え、その第一歩に会長候補にご推薦

をいただき、光栄に思いますとともに、自分でいい

のだろうかと不安もございますが、皆さまのご支援を

お願いいたしまして、自分の責務を果たしたいと思

っております。入会１７年目ではございますが、まだ

まだ未熟でございます。この１年、水野会長の下で勉強させていただ

きたいと思っております。ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 
 

副幹事  石井 清司 会員 
２００２年の入会以来ほとんど社会奉仕畑を歩みな

がら、毎年委員長か副委員長を拝命してきましたが、 

これまで理事、役員の経験は有りませんでした。 

今年度初めてクラブの運営に携わり、自分の知識

不足を痛感すると同時に、これまで広島北ＲＣを支

えてこられた諸先輩方のご苦労が少し分かったような気がします。 

社命での出張が多く、山内幹事や島本副幹事に負担をかける事が多

いので心苦しいのですが、水野会長を盛り立てて一生懸命頑張りま

すので、ご指導よろしくお願いします。 
 

職業分類･会員増強委員長 三保二郎 会員 
本年度、水野会長より会員数８５名必達の至上命

令を受けております。会員の皆さんのお知り合いで

まだﾛｰﾀﾘｰに入られてない方がいらっしゃいました

らお声掛け頂きたい。委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆さんだけで

はなかなかこの目標は難しいので是非ともよろしく

お願いします。また、皆さん健康には留意され、くれぐれも退会される

ことの無いようよろしくお願い申し上げます。 
 

会員選考委員長 槇殿  透 会員 
委員の石田会員、髙原会員と共に頑張って参りま

す。増強委員会からも新会員の推薦が上がってくる

と思いますが、皆様もどうぞ多くの方の推薦をお願

いします。今年度どうぞよろしくお願い致します。 

 
 

理事・ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長 坪内昭吉会員 

本年度、クラブ管理運営常任委員会、委員長を仰

せつかりました坪内です。水野会長の計画にござ

います、例会は「明るく楽しい例会」を目指し運営を

行うに基づき、出席委員会･桑村委員長、ﾛｰﾀﾘｰ家

族親睦委員会･上河内委員長、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会･合

田委員長、ﾆｺﾆｺ委員会･山下正司委員長を始めとする委員会ﾒﾝﾊﾞｰ

の皆様と共にその実現に向けて取り組んでまいります。１年間、ご指

導、ご協力よろしくお願いいたします。 
 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員長＆奨学育英資金委員長 

上河内裕司 会員 
今年度、ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会の委員長と奨学

育英資金特別委員会委員長をさせて頂くことになり

ました。例によって、親睦委員長に関しては坪内理

事からのお願いということで、担当いたします。私は

一番やりたくなかった委員会ですが、坪内理事は私に一番やらせた

かった委員会だったようです。やるからには、私の出来る範囲で皆さ 

 

んの親睦を図っていきたいと思っております。水野会長の運営方針

「小さな奉仕を重ねよう、大きな目標のために」の言葉を胸に、奉仕の

気持ちを持って一年間やってまいります。 

また、奨学育英委員会は先輩の思いのこもった委員会です。基金の

利息によって奨学育英資金にあてることになっておりますが、ここ何

年かは、なかなか利息だけでの運営は難しくなっており、ﾆｺﾆｺ箱に

頼っているのが現状です。これからも、先輩の思いを存続させるため

にも、何らかの変化が必要な時期に来ているのではないかと思ってい

ます。しかし、委員会ではどうにもなりませんので、長期ﾋﾞｼﾞｮﾝ委員会

あたりで、より良い方法を考えて頂きたいと思います。今年度につい

ては、今までどおり、二年生、三校 3 名を選考し、継続の三年生３名、

トータル６名の奨学生を受け入れることにしております。以上どちらの

委員会も一年間よろしくお願い致します。 
 

出席委員長 桑村  守 会員 
幸いにも当委員会には、東副委員長をはじめ、上

野会員、石川会員、岡崎会員というﾍﾞﾃﾗﾝの諸先輩

方に囲まれ、皆様と協力しあって、連続出席１００％

が達成できるように頑張って行きたいと思いますの

で、今後ともよろしくお願いします。 
 

プログラム委員長 合田 尚義 会員 
今年度、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長を務めさせて頂くこととなり

ました。大変に重要な役目を頂きましたので、坪内

常任委員長、岡部副委員長、また委員の鵜飼会員･

粟屋会員･丸本会員･佐々木会員の皆さんのご指導

とご協力を賜わりながら、充実したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、粗相の

ないﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施に一生懸命、取り組んでまいりたいと思います。よ

ろしくお願い申し上げます。 
 

ＳＡＡ長 中山 昌実 会員 
本年度ＳＡＡとしましては、一つ目として「ＳＡＡマニ

ュアルの作成」を検討したいと思っています。二つ

目としては、例会における監督を厳しく行いたいと

思います。私語等あった場合、私は小心者ですの

で私に代わって越智副ＳＡＡがびしびしと指導をお

こないますので、よろしくお願いします。 
 

副ＳＡＡ 伊藤  保 会員 

広島に来てから３年が過ぎ、家族親睦委員を２年と、

職業奉仕委員会、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会を経験させていた

だきました。クラブの役職名と役割も少しは理解して

きました。仕事は役職に付くのではなく、人に付くも

のだと思っています。副ＳＡＡの役目だけではなく、

私ができることは何かを考えて広島北ＲＣに貢献したいと思います。 

 
 

■出席報告 

２０１２年７月１９日（木） 会員数 ８１名 

出席 ６７名  欠席 １４名  来客 ２名 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

佐藤 悟朗 様（広島） 

賀谷 俊幸 様（広島陵北） 

■次回例会  ２０１２年８月２日（木） 

卓話：『ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞについて』 国際奉仕委員会 

食事：中華 

【訃 報】 
檜山謙二 会員(恵愛会安佐病院 理事長)が７月１４日(土)

にご逝去されました。(８９才)謹んでお悔やみ申し上げます。
《ﾛｰﾀﾘｰ歴》 

１９７０年５月７日入会 １９９８－９９年度 会長 

１９９２－９３年度 分区代理 

ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ、第６回米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ  


