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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 
 

 

 

暑い日が続いておりますので、皆様体調にはお気を付けください。

本日は再び地区協議会で聞いた基調講演より話をします。 

１９０５年２月２３日ｼｶｺﾞで誕生したﾛｰﾀﾘｰは、最初は会員の事業

上の利益の増大と社交ｸﾗﾌﾞに付随する親睦だけの団体で、奉仕

の概念はありませんでしたが、弁護士ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ｶｰﾀｰの入会をきっ

かけに奉仕の概念が誕生しました。 

それがすでにお話しました「奉仕の理想」の理念に発展しました。

「最も奉仕するもの最も報われる」とか「超我の奉仕」のような考え

方は日本ではずっと以前よりあり、その中で有名なのは皆様よくご

存じの江戸時代後期の農政家二宮尊徳です。道徳経済一元論

を唱え、経済を忘れた道徳は寝言である、道徳を忘れた経済は

罪悪である、私利私欲に走るのではなく社会に貢献すればいず

れ自らに還元される、とし、二宮翁夜話として、商法は売って悦び

買って悦ぶようにすべし、売って悦び買って悦ばざるは道にあら

ず、買って悦び売って悦ばざるも道にあらず、貸借の道もまた同

じ、として商法の本質を説いております。このように日本ではﾛｰﾀﾘ

ｰが始まる１００年も前からこのような実業倫理が説かれていたの

です。大阪ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの創設にも関与した土屋元作氏は二宮尊

徳のことをﾛｰﾀﾘｰ以前の「大ﾛｰﾀﾘｱﾝ」と言っております。 

 

 
 

 

＊８月例会予定表（ＢＯＸ配布） 

＊在広ＲＣ会員名簿（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

ゴルフ同好会 

＊２０１１－１２年度取り切り戦結果 

３位 上河内裕司 会員 

２位 島本章生 会員 

優勝 鈴木孝幸 会員 

鈴木会員おめでとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊７月度例会成績発表 

３位 上河内裕司 会員 

２位 上田修史 会員 

優勝 鈴木孝幸 会員 

取り切り戦に続きおめでとう 

ございます。 

 
 

 

 

【自主出宝】 

中村会員 情けない話ですが、座骨神経痛になり歩くにも支障を

きたして皆様にご迷惑をかけております。早く治して貢献したく思

っております。 

畑会員 ｢副会計｣としての就任挨拶をさせて頂きます。これで

｢副｣と名の付く役職で、副会長以外は全てやったのかな？と思い

ます。 

泉会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。今年度一年間宜しく

お願い致します。 

東会員◇ 先日、５８才の誕生日を迎えました。翌日､ｺﾞﾙﾌに行こ

うとした時、ｺﾞﾙﾌﾊﾞｯｸがなくなっていることに気が付きました。調べ

てみると、誕生日に盗難にあったことが判明しました。丸本氏にﾌﾟ

ﾚｾﾞﾝﾄして頂いたｺﾞﾙﾌ道具一式、このような結果になってしまった

ことへのお詫びと厄落としの為に出宝させて頂きます。 

上河内会員 前回、多打喜会で不覚にも２ｱﾝﾀﾞｰが出てしまいま

した。 
 

■本日の例会   ２０１２年８月２日（木）    第２０９７回

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

会員誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『ロータリーカードについて』 

  担当：国際奉仕委員会 

前回例会報告  ２０１２年７月２６日（木） 第２０９６回 

会長時間       会長   水野  勝 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 

幹事報告       幹事   山内 盛利 

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 

 

島本会員 先日の多打喜会７月例会で入賞出来ませんでしたが、

ﾈｯﾄ１ｱﾝﾀﾞｰでしたので、ｱﾝﾀﾞｰ分出宝させて頂きます。 

土井会員 ７月で１ｱﾝﾀﾞｰでした。今後はもうｱﾝﾀﾞｰを二度と出さ

ないように思います。 

上田会員☆◆ ２２日の多打喜会では、一打及ばず鈴木会員と

同ﾈｯﾄ、年齢の差で準優勝でした。次回頑張ります。 

鈴木会員★★☆ ①本日就任挨拶をさせていただきます。皆様

一年間よろしくお願いいたします。 

②先日開催の今年度第１回多打喜会及び前年度の取り切り戦で、

ﾀﾞﾌﾞﾙ優勝をしました。ﾊﾝﾃﾞｨｰも多く顰蹙者でしたが、練習ﾗｳﾝﾄﾞ

にも行き当日頑張りました。当日一緒にﾗｳﾝﾄﾞしていただいた鵜飼

会員、上河内会員、合田会員、また、練習ﾗｳﾝﾄﾞに付き合ってい

ただいた山内会員、越智会員、上田会員、そして、当日参加され

ました皆様のおかげで優勝できました。ありがとうございました。 
 

当日計 9,000 円（内、ｗｅｂ33,000 円） 累計 182,000 円 

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

 

『就任挨拶Ｐａｒｔ２』 
 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長  山坂 哲郎 会員 

今年度の大之木ｶﾞﾊﾞﾅｰの信条である「もっとﾛｰﾀﾘ

ｰを!心と行動に」を実現するために、会員候補者に

対するｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝや入会３年未満会員に対するﾛ

ｰﾀﾘｰ情報だけでなく、全会員に対しても「もっとﾛｰ

ﾀﾘｰを」の精神で、ﾛｰﾀﾘｰ情報のより一層の充実を

はかります。担当例会を８月９日、１月２４日に予定しています。 

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞを１１月と５月に開催し、入会３年未満の会員の

方々には、ﾛｰﾀﾘｰ経験の長い会員の方々との交流の中で、ﾛｰﾀﾘｰを

勉強していただこうと思っています。 

入会３年未満会員の出席義務であるｸﾗﾌﾞ協議会、ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ、地区

大会、IM へも必ず出席していただけるよう、早めに日程のご案内をし

たいと思っています。現在確定しているのは、８月９日１３時４０分から

のｸﾗﾌﾞ協議会、８月２３日１３時４０分からのｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問ｸﾗﾌﾞﾌｫｰ

ﾗﾑ、１０月２１日の地区大会(呉)です。 

入会３年未満会員は以下の方々です。 

島本会員、小河会員、山村会員、佐々木会員、濱本会員、中嶋会員、

前田会員、中村会員、渡部会員、二井本会員、吉永会員、杉山会員、

本田会員 

また、大之木ｶﾞﾊﾞﾅｰが、今年度はｸﾞﾙｰﾌﾟ合同会員研修ｾﾐﾅｰを入会

５年未満会員対象に行う予定です。日程はまだ確定していませんが、

決まりしだいご案内致しますので、出席をお願いします。 
 

ニコニコ委員長 山下 正司 会員 
皆様から楽しい、うれしい報告がたくさん頂けますよ

う、又、各委員会活動同好会活動等がより活発にな

りｸﾗﾌﾞ全体が明るく若々しい活気ある雰囲気を盛り

上げていける様、積極的に活動して行きたく思って

おります。社会奉仕活動の資金となりますので、会

員皆様のご協力を一年間どうぞよろしくお願い致し

ます。 
 

理事・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 塩本能尚会員 
昨年、今年度の理事・役員が決まり、その初顔合わ

せで、ｻﾆｰﾋﾟｱｷｬﾝﾌﾟを始め、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの神様

みたいな石井副幹事と奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて、

色々と話をしていたら「あんたの考えは間違ってい

る」と駄目だしされ、前途に暗雲が漂っていると感じ

ていたところに加え、よく考えてみれば前任の理事は土井さんなので、

これは荷が重いと気が重たくなっていたところ、事業計画作成の為の

参考にする為、ここ３年間の事業計画を取り寄せたところ、土井さんの

前が、三保さんと豊年さんだったので、いくらか気を取り直していると 

 

ころであります。 

事業の方は、４つの委員会がありますが、それぞれ素晴らしい委員長

さんが率いていらっしゃいます。おまかせして、私は出る番がほとんど

ないと思いますが、水野会長が任命責任を問われないよう１年間頑張

っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
 

職業奉仕委員長 菅  雅則 会員 
ﾛｰﾀﾘｰで言う、この職業奉仕と言うことが、初めはな

んであるかよく理解していませんでした。 

５月２０日の｢地区協議会｣の分科会に出席し、先輩

方の話を聞き、｢職業は､奉仕の一つの機会である

と考えること｣であると、少しですが分かってきた気

がします。本年度の事業内容は計画書の通りでありますが、社会奉

仕委員会の方と連携して、特別養護老人ﾎｰﾑ「悠々ﾀｳﾝ江波」での職

場訪問例会を行い、その企業の経営方針、理念、地域社会への貢献

度を深めたいと思います。塩本担当理事をはじめ、委員会ﾒﾝﾊﾞｰそし

て全会員のご指導、御協力をよろしくお願いいたします。 
 

社会奉仕委員長 迫  慎二 会員 

社会奉仕委員会は江波の特別擁護老人ﾎｰﾑ

「悠々ﾀｳﾝ江波」へ電動車椅子の寄贈を計画してお

ります。既に地区の補助金申請も完了し１０月２５日

に職場訪問例会と同時に寄贈式を執り行う計画で

す。また、前年度に引き続き東北地方の復興支援

を計画しております。福島県の原発被災地域へ何かお役に立てない

かと検討しましたが、なかなか深刻な問題が多く、良い奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

が見つけられません。引き続き気仙沼ＲＣとの情報交換を続けて漁師

さんたちへの支援を実施しようと考えておりますので、１年間よろしく

お願いします。 
 

国際奉仕委員長 久保豊年会員 
担当例会でもお話させて頂きますが、今年度国際

奉仕委員会では会員全員にﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞを作成頂

き、ﾎﾟﾘｵ撲滅に協力していきたいと思っています。 

是非、ご協力をお願いします。 

 
 

新世代奉仕委員長 深川泰志会員 
新世代奉仕委員会では昨年度から復活した委員

会なのですが、昨年度だけで終了する活動ではな

く継続性をもった活動を通じて青少年の社会奉仕

活動への支援を行っていこうと思っております。 

具体的な計画につきましては、 

①新世代奉仕への理解促進のための例会の実施ということで新世代

奉仕月間である９月１３日の例会にて時間を頂戴しております。 

②１２月に青少年主体によるｲﾍﾞﾝﾄへの支援、これは昨年と同様、広

島三育学院のｸﾘｽﾏｽﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄへの支援を行います。かれらはこ

のﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄを行うことによって口唇口蓋裂、俗称みつ口への支

援を行っております。多くの皆さんの参加・募金をよろしくお願いいた

します。 

③ＲＹＬＡ(ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者育成ｾﾐﾅｰ)が９月２２日･２３日に廿日

市ＲＣ主催で宮島におきましておこなわれますが、ＲＹＬＡへの出席

につきましてはお陰様で１名の参加をいただいております。 

④２０１３ﾛｰﾀﾘｰ世界平和ﾌｫｰﾗﾑへの出席、これは来年の５月１７日･

１８日に広島で開催されます。まだ詳細は分からりませんが、新世代

奉仕委員会としてもかかわっていきたいと思っております。以上、今

年度どうぞよろしくお願いいたします。 
 

理事・ﾛｰﾀﾘｰ財団常任委員長 中根弘幸 会員 
本年度は、財団プログラムに岡部委員長、米山に

杉町委員長をお願いしております。二人とも非常に

熱心なので安心してお任せ出来る体制が出来たと

思っております。 

ところで、財団というとどうしても寄付をお願いする 

卓話 
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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 

 

委員会ということになります。毎年毎年寄付をお願いするのは心苦し

いのですが、分割でのお支払い等の方法もありますので、本年度もご

協力をお願いします。 

実は、８月に入ったら財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと米山奨学の両委員長が、皆様に

特別寄付をお願いする予定となっております。昨年度は全員の方に

特別寄付にご協力いただきました。感謝を申し上げると伴に、今年度

も特別寄付をよろしくお願い申し上げます。 

２人の委員長が特別寄付をお願いした時に、気持ちよく応じていただ

くことをお願いしまして、私の就任挨拶とさせていただきます。 

今年一年よろしくお願いします。 
 

財団プログラム委員長 岡部知之 会員 

中根理事から当委員会へのﾐｯｼｮﾝは、「ﾛｰﾀﾘｰ財

団への寄付協力依頼＋未来の夢計画を学び、会

員が理解を深められるようにすること」でした。 

そもそもﾛｰﾀﾘｰ財団自身をほとんど理解していない

私が、なぜ委員長に指名されたのか、任命された

時には戸惑いました。そこで手当たり次第、わから

ないことをﾈｯﾄなど調べながら手元に得られるだけの資料を読みまし

た。理解できないことを質問しても、明快な答えがなかなか得ることが

できない。特に今までのことならわかるけど夢計画はよくわからないと

いう方が多い。なるほど、「お前みたいに理解していない会員でも、ﾛ

ｰﾀﾘｰ財団と未来の夢計画について理解できるように代表して学

べ！」という風に理解しました。昨日今日入会した会員でも、今年度

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会の活動によって、わかりやすく理解できるようにす

ることが、今年度の重要な役目と思い、重責を果たせるように精進い

たします。中根理事からいただいたﾐｯｼｮﾝを実現できるように、自分

自身が学び、皆様に伝えられるように頑張ります。１年間よろしくお願

い致します。 
 

米山奨学委員長 杉町  孝 会員 
今年度は、当ｸﾗﾌﾞには米山奨学生の引き受けの要

請は有りませんでした。少し寂しい気も致しますが、

前年度と同様全国の米山奨学生へのご支援、ご協

力をお願い致します。米山の財政状況は年々厳し

くなっており、奨学生の採用人数も２００５年より８００

人に減少しております。今年度水野会長の方針の１つに、「小さな奉

仕を重ねよう、大きな目標のために」とあります。それを会員の皆様と

共に達成すべく、中根理事を始め、当委員会全員で寄付のお願いに

上がりますので、その節には何卒宜しくお願い致します。またその他

の委員会の行事予定と致しましては、１０月の米山月間においてﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑを企画しており、より会員の皆様に米山奨学生事業のご理解を

深めて頂きたいと思っております。１年間宜しくお願い致します。 
 

理事・広報常任委員長 泉  正夫 会員 

広報活動と言うのは幅が広く今年はどの様に広報

をしていくか考えているところです。とりあえず、対

外広報と対内広報を重点に置いて参ります。対外

広報については奉仕活動や行事等を外部の方に

知って頂くためﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを活用するよう考えており

ます。対内広報については会員の皆様にﾛｰﾀﾘｰの理解、親睦、新会

員の為の情報提供としてﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用していきたい

と考えています。例会後方でｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用出来るようノートＰＣを

設置しておりますので、一度ご利用下さい。 
 

会報ＩＴ委員長 鈴木 孝幸 会員 

今年度会報ＩＴ委員会は、泉常任委員長の下、山

本正会員、山下江会員、神農会員、二井本会員、

島田副委員長と私を含め７名で、ｸﾗﾌﾞの対外広報

及び会員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを推進するためにﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞやﾌｪｲｽﾌﾞｯｸを活用した情報発信してまいりま

すので、皆様一年間宜しくお願いいたします。 

例年同様、ﾛｰﾀﾘｰの友誌を毎月第２例会時に紹介してまいりますの

で、皆様も熟読を宜しくお願いいたします。 

 

また、例会時、その他での写真撮影や、原稿の提出依頼を会員の皆

様にお願いしたしますので、ご協力を宜しくお願いいたします。 

尚、今年度より当ｸﾗﾌﾞで、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸの正式運用しておりますので、一

人でも多くの方々に参加していただき、ﾀｲﾑﾘｰな情報発信をお願い

いたします。このﾌｪｲｽﾌﾞｯｸに関しましてですが、撮影した画像は不特

定多数の方々がご覧になりますので、ｸﾗﾌﾞのﾌｪｲｽﾌﾞｯｸにｱｯﾌﾟされま

す情報は、当ｸﾗﾌﾞの公式な活動に限り可能ですので、皆様のご理解

とご協力を宜しくお願いします。 
 

姉妹クラブ特別委員長 神農洪明 会員 

この京都伏見ＲＣとの姉妹ｸﾗﾌﾞ提携継続は今年度

で２４回目を迎えます。これまでの２３年の歴史を創

ってこられました、歴代諸先輩委員長の皆様方に

は改めまして、心より敬意を表したいと思います。 

今年度は９月２７日広島にて調印式が行なわれます。

調印式・例会が終りますと京都伏見ＲＣの方を名所案内を致しますが、

今年の案内先は当クラブの越智君の出身地であります呉市大崎下島

に行きます。平清盛時代水軍が活躍した瀬戸内海の海を高速艇で

走る計画もあります。瀬戸内の島々には歴史のいぶきを感じさせる場

所は多々ございますが、この大崎下島には、又違った歴史を感じさせ

られるところでもあります。そして京都伏見ＲＣの方々にも喜んでいた

だけるものと確信しております。この９月２７日だけの特別委員会では

ございますが、諸先輩委員長の築いてこられました、「おもてなしの

心」を持って委員会全員の力を持って取り組んでいきます。皆様方の

ご協力よろしくお願いいたします。 
 

会計長 土井洋二 会員 

予算執行については、収支状況を常に把握し、伝

票・稟議書をﾁｪｯｸしていきます。又、３か月毎には

予算執行状況を理事会に報告し、適切な運営を図

って行きたいと考えております。先日、予算説明を

報告させて頂きましたが、素晴らしい会員を紹介頂

き、会員増強をして頂いて、会計にゆとりが出来ますといいなと思って

おりますので、どうかよろしくお願いします。 
 

副会計 畑  秀樹 会員 

仕事柄、一般的な会計には毎日接しております

が、ﾛｰﾀﾘｰの会計についてはまだまだ不勉強で、

まずはﾛｰﾀﾘｰそのものについて、もっと学ぶこと

から始めなければならないと感じています。この

機会に、しっかり勉強したいと思います。土井会

計長を陰ながら支えつつ、とにかく１年間、土井さんが、怪我なく、

事故なく、また、ご病気などされませんようにお祈りするのも、副会

計である私の役目ではないかと思っております。１年間、どうぞ宜し

くお願い申し上げます。 
 

副ＳＡＡ 越智健剛 会員 

今年度、副ＳＡＡを務めさせてさせていただく、越

智です。推薦者でもある中山ＳＡＡ長からﾛｰﾀﾘｰ

のことをもっと勉強するようにということで、副ＳＡＡ

に指名されました。昨年度は、例会中に坪内ＳＡ

Ａ長から１番注意を受けていた私が務まるかどう

か心配ですが、一生懸命勉強していきたいと思いますのでよろしく

お願いします。 

 

■出席報告 

２０１２年７月２６日（木） 会員数 ８１名 

出席 ７２名  欠席 ９名  来客 １名 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

清水 信明 様（広島東） 

■次回例会  ２０１２年８月９日（木） 

卓話：『ﾛｰﾀﾘｰｸｲｽﾞ』 ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 

食事：和食 



 

－4－ 

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 

 

 

 

ホッケーの「グランド・マスターズ・ワールドカップ」ロンドン大会に

日本代表選手として出場される当クラブ、菅雅則会員の激励壮行

会を７月３０日（月）ホテルグランヴィア広島２２Ｆ地中海ビアテラス

「ＴＨＥ ＭＥＤ２２」にて行いました。日本代表選手がクラブから出

るのはクラブ史上初の快挙です。 

８月１４日～２４日まで、イギリス・オックスフォードにおいて熱戦が

繰り広げられます。 

菅会員のご活躍とご無事を心より祈念申し上げます。 

頑張れ「ニッポン」！！！ 

頑張れ「菅 さん」！！！ 
 

 
胸に輝く「日の丸」です！ 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
寄せ書きをお渡ししました。 

 

   
ホッケーに関して質問がいっぱいありました。皆さん興味津々で

す。 

 

  
 

 
 

例会での報告を楽しみにしております。 

菅 雅則会員ＧＭＷＣロンドン大会出場 激励壮行会 


