
 

－1－ 

  ２０１２年１１月８日発行 Vol．１３３３

国際ロータリー会長 田中 作次 氏 

国際ロータリーテーマ 

奉仕を通じて 平和を 

Peace  Through  Service 

■会長  水野  勝    ■幹事  山内 盛利 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 

 E-Mail:hnrc@world.ocn.ne,jp URL http://www.hnrc.jp/ 

例会場 ホテルグランヴィア広島 
 

 
 

 

 

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 

同好会報告 

ニコニコ箱 

臨時総会 

卓話時間       新会員卓話 

             本田 善昭 会員 
 

 

 

本日は新会員自己紹介、本田善昭会員にはよろしくお願いいた

します。また次期幹事を選出する臨時総会もあります。 

１１月はﾛｰﾀﾘｰ財団月間です。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは、次週に「そうだった

のか！財団学べるﾆｭｰｽ」を財団プログラム委員会に担当してい

ただき、わかりやすく説明していただくことになっております。 

ﾛｰﾀﾘｰ財団は１９１７年米国ｼﾞｮｰｼﾞｱ州ｱﾄﾗﾝﾀで開催された国際

大会において、ｱｰﾁ・C・ｸﾗﾝﾌが「ﾛｰﾀﾘｰが基金を作り、全世界的

な規模で慈善・教育その他社会奉仕の分野で何かよいことをしよ

うではないか」と提案したのが始まりで、１９２８年ﾛｰﾀﾘｰ財団と名

付けられ、１９８３年には米国イリノイ州法の下、非営利財団法人と

なりました。 

ﾛｰﾀﾘｰ財団のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは人道的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、教育的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ﾎﾟﾘｵ

プラスなどがありましたが、２００８年～０９年度に未来の夢計画が

発表され、大きく変更されることになりました。地区ﾛｰﾀﾘｰ財団夢

計画準備委員会委員長 伊賀さんは今回の財団改革で最も重要

なことは、今までは財団本部で作ったﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにどう乗るかであっ

たのが、これからはｸﾗﾌﾞ自ら地域のﾆｰｽﾞ、海外地域のﾆｰｽﾞを調

査して考えたものをﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして作り上げるということがﾎﾟｲﾝﾄで 

 

ある、と述べておられます。 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小委員会では岡部委員長を中心として、この新しい

制度に対応すべく、補助金管理ｾﾐﾅｰに何回も出席していただき、

新しく始まる新地区補助金、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金、ﾊﾟｯｹｰｼﾞｸﾞﾗﾝﾄにつ

いての理解を深めて頂いているところです。これらの問題は次年

度、次々年度に関連したことですので岡部委員長にはご苦労様

ですが、よろしくお願いいたします。 
 

 

 

 
左から、三保会員・泉会員・石井会員・久保田会員・塩本(能)会員 

庄子会員・松本会員  おめでとうございます！ 
 

 

 

＊例会終了後、今年度理事会を開催します。 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 

＊新制作絵画展招待券（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

ロータリー情報委員会  山坂委員長 

本日、「入会３年未満の会員を囲む会」をかなわにて行います。 

 

■本日の例会   ２０１２年１１月８日（木）   第２１１０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 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 財団プログラム委員会 

 『そうだったのか！ 

財団の学べるニュース』 

前回例会報告 ２０１２年１１月８日（木）  第２１０９回 

会長時間               会長   水野  勝 

委員会報告 

誕生月お祝い 

幹事報告               幹事   山内 盛利
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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 

 

 
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会によるｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞが、「かき船 かな

わ」にて開催されました。今回は、「入会３年未満の新会員を囲む

会」という趣旨のもと、山坂委員長が率いるﾛｰﾀﾘｰ情報委員会に

企画して頂きました。多くの参加者のもと、日ごろの例会では味わ

えない雰囲気の中で、諸先輩方々との語らう懇親の場となりまし

た。 

 

 

野球同好会 

＊広京会について  結果 １１対１１の引き分けでした。 

 
 

 

 

【自主出宝】 

髙原会員 ＲＩ会長賞、チェンジメーカー賞の受賞を心より喜んで

います。皆様に感謝です。 

岸本会員★ この度は国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７１０地区前年度の田村泰

三ｶﾞﾊﾞﾅｰより米寿、並びに永年連続出席４３年の表彰状を頂戴

いたしました。誠に光栄に存じます。今後も健康に留意し、会員

皆様方の御指導のもと社会に貢献したいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

山坂会員･庄子会員・久保(豊)会員・中山会員・神農会員・東会

員・山内会員・深川会員・岡部会員・越智会員・吉永会員・本田会

員 １０/２８(日)京都にて広京会親善野球大会が雨の中開催され

ました。泥んこ野球で熱戦を演じ、１１対１１のﾄﾞﾛｰ、まさにﾄﾞﾛﾝｺ

野球でした。名誉の負傷者１名と不名誉な負傷者１名が残念でし

たが、前夜祭～当日親睦会まで皆様お疲れ様でした。 

山下(正)会員 先日の京都伏見ＲＣとの親善野球は、大雨の中皆

どろんこになってボールを追いかけるという小学生も真っ青のグチ

ャグチャ野球でしたが、二度とできない楽しく貴重な経験となりま

した。 選手の皆さん本当にご苦労様でした。楽しいニコニコいっ

ぱ～い待ってます。 よろしく！！！ 

二井本会員★ 広京会では、ＭＶＰを頂きありがとうございました。

打つ方では６打点もあげる事ができ自分でもびっくりしていますが 
 

ケガをしてしまい、本日は休ませて頂きます。ﾛｯｶｰまでおぶって

いただいた神農さんや、２杯も変わりに受けてもらった越智さん、

また皆さんの温かいお言葉に感謝して出宝いたします。 

吉永会員 広京会の野球に初めて参加させて頂きました。甲子園

経験者という噂ばかりが先走り、結果を出して当然というﾌﾟﾚｯｼｬｰ

の中で試合に挑みました。案の定ﾌﾟﾚｯｼｬｰに押しつぶされました。

来年は第３０回の記念大会でもありますので、ﾒﾝﾀﾙ面を鍛えて出

なおします。 

久保(豊)会員☆◆ 広京会で８失点でした。 

岩森会員 妻の誕生日にﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰを頂きました。ｸﾘｽﾏｽに

も利用できると喜んでおりました。ありがとうございました。 

久保田会員 誕生祝ありがとうございました。永年健康に生きさせ

て頂いた事に感謝します。今後何年生きられることやら？ 

庄子会員 ６１才の誕生日となります。今後ともご指導の程よろしく

お願いいたします。 

塩本(能)会員 誕生日祝ありがとうございます。 

泉会員 お誕生日祝ありがとうございます。 

神農会員◆ 広京会で３点取られました。 
 

当日計 51,000 円（内、ｗｅｂ11,000 円） 累計 653,000 円 

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

 

 

本日、臨時総会が開催されまし

た。 

事前に行われた理事役員選考委

員会により次年度幹事として久保

豊年会員が選出され、本日の臨

時総会で賛成多数で承認されま

した。 
 

 

 

新会員卓話 
 

本田 善昭 会員 （２０１２年７月１９日入

会） 

私は、三保二郎会員、久保豊年会員のご

推薦を頂き、伝統と格式ある広島北ＲＣに

入会させて頂きました。 

本日は、私のつたない話の為に皆様の貴

重なお時間を頂き、御礼を申し上げます。

どうぞ宜しくお願い致します。 

まず、私の生業についてお話しさせて頂き

ます。 

職業分類では不動産管理としておりますが、田舎まちの大家さん

が正しい表現かもしれません。安芸区矢野を拠点として、企業様

をメインに、貸店舗や貸事務所を柱に活気ある街づくり、個人様

向けに賃貸住宅など、安心安全な生活空間を通し笑顔溢れる人

づくりを目指し、不動産を活かした地域に根ざした事業を心掛け

ながら、ひっそりとこじんまり営んでおります。 

最近耳にする言葉で、CSR と言うのだと思いますが、企業の社会

的責任の問われている時代だと考えています。私の会社は、社会

で責任を果たそうにも、しっかり納税できる様な数字もなく、マンパ

ワーを出そうにも従業員さんもいない、どうやって地域や社会に関

わって行けば良いのか思うところですが、自分が会社がと一人で

何とかしようと考えるのではなく、みんなと一緒ならできる、誰かと

一緒ならできる、の考え方でボランティア団体の一員として、社会

奉仕団体の一員として係わっていけたらと思っています。 

卓話 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 

同好会報告 

臨時総会 
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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 

その上でも、この広島北RC が私や私の会社にとって、社会とご縁

を頂く大切な団体だと思っています。 
 

その誇れる広島北ＲＣで一番最初に頂いた大役は、上河内委員

長率いられるロータリー家族親睦委員会で先日開催されたお月

見例会でのお役でした。 

お月見例会では、スクリーンに満月が映し出され笙の音色と共に

幻想的な世界を思わせるしつらえで、私に与えられた大役は「鈴

虫を手配してその場で必ず鳴かせろ」と言うものでした。 

「この鈴虫が鳴くか鳴かないかで例会の良し悪しが決まる」とも言

われ、大変プレッシャーを感じておりました。 

とりあえず駆け込んだのが家の近所のペットショップでした。 

交渉の甲斐あって、何とか当日用意できると言うこととなりまずは

一段落。しかしながら、ホテルは飲食が伴うので虫かごから外へ

出るような事があれば一大事、さらに事前事後の保管場所の気温

の管理ができないと生死にかかわるなど、もっと言えばその場で

必ず鳴いてある程度の音量を確保するということまで、たかが鈴

虫されど鈴虫様という思いでした。結果は、皆様ご承知の通り無

事初めての大役をこなすことができましたが、ひとえに鈴虫様のお

力によるものだと無力さを感じさせられました。 

話は変わりますが、私は仕事の時間の調整がしやすい方なので、

それ以外の時間は時々ボランティア活動ができるよう心掛けてい

ます。幾つか係わらせてもらっているのですが、先月の例会に卓

話者として来られたアイセック広島委員会の学生さんとも親しくさ

せて頂いています。昨今近隣の国々との関係が政治レベルで危

ぶまれる中、民間のしかもこれからの未来を担う学生さんが先頭

に立って、広島の地から国際交流を推進しているので頭の下がる

思いです。 

また、ＮＰＯ法人ひろしま点灯虫の会という所で理事をさせてもら

っています。今年も１７回目の事業を終えた訳ですが、毎年８月６

日の夜原爆ドームを子供たちの平和への願いを込めたキャンドル

で明るく灯すという事業です。 

また、広島で平和を考える者の一人として、時々思っている事が

あります。 

私がやりたいと思っている事は平和の聖地広島で、オリンピックを

開催したいという事です。東京が開催するより、福岡が開催するよ

り、本来の開催の趣旨を考えると広島以外に考えられません。私

個人で、オリンピックを引っ張って来るような事ができると思いませ

んが、招致に携わった一人になれれば幸せです。 

その他の活動として、宮島てらこやという団体でも理事をさせても

らっています。子供たちを集めて、学校や家庭ではできない経験

を主にお寺などをお借りして、社会性を身に着けてもらう取組を、

教育課程を取っている学生さんを中心に運営をしてもらい、我々

大人はそれを見守りながらアドバイスや支援をする活動をしてい

ます。 

特に今年は、宮島てらこやがＮＰＯ法人全国てらこやネットワーク

を通じ、東日本大震災で被災した福島の子供たち１０数名と、全

国からの子供たち１０数名に広島の子供たち２０数名の合計５０名

と、全国からの学生と大人スタッフの応援３０名合わせて８０名で１

１月２３・２４・２５日の３日間、宮島の大聖院さんをお借りして事業

を開催致します。 

現在広島の学生さんは、皆さんをお迎えする企画と準備に追わ

れているところです。 

被災地からの子供たちを中心に、県外からの皆さんを負担無くお

招きできるように、就活前の学生さんが一足早く、ダークスーツに

身を包み、企業さんに協賛をお願いして廻っています。 

もし、皆さんの会社にお邪魔させて頂く事がありましたら、話だけ

でも快く聞いてやって下さい。 

つたない話を色々とさせて頂きましたが、私が広島の人と街そし

てこの広島北ＲＣに情熱を持っているということが伝わりましたら幸

いです。 

ご清聴有難う御座いました。 

 
 

 

 

この度、鵜飼興治氏が１０月末付けでクラブを退会され、本日退

会のご挨拶にお見えになりましたので、クラブより在籍記念品をお

渡しいたしました。長い間、クラブのためにご尽力いただきありがと

うございました。 

 
 

 
 

 

 

１１月 ２２日（木） 休会（定款第６条第１節） 

 ２９日（木）  職場訪問例会 場所：広島東照宮 

 ２９日（木） 長寿を祝う会（ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会主催） 

１２月 ６日（木） 通常例会 『年次総会』 

 １３日（木） 通常例会 

 ２０日（木） 夜間例会＆家族会 

 ２７日（木） 休会（定款第６条第１節） 

１月 ３日（木） 休会（正月） 

 １０日（木） 通常例会 

 １７日（木） 通常例会 

 ２４日（木） 通常例会 

 ３１日（木） ３ＲＣ合同夜間例会＆懇親会 

 

※皆様のスケジュール帳にご記入ください。 

 

 

また、他クラブの予定については

月末にお配りするプログラム予定

表をご覧いただくか、クラブのホ

ームページの【他クラブ情報】をご

確認ください。常に最新の情報を

掲載しております。 

 

 

■出席報告 

２０１２年１１月１日（木） 会員数 ８０名 

出席 ６５名  欠席 １５名 

１０月１８日例会出席率  １００％ 

■来客者紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

高橋 秀富 様（広島） 

■次回例会  2012 年１１月１５日（木） 

卓話：会報ＩＴ担当 

    『フェイスブックの上手な活用法』 

(有)大蔵笑 

代表取締役 中本 真吾 氏  

食事：幕の内 

退会挨拶 

広島北ロータリークラブ今後の予定 


