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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 

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 

ニコニコ箱 

卓話時間       年次総会 
 

 

 

 
左から、広川会員・森嶋会員・吉永会員・増田副会長、水野会長 

おめでとうございます。 
 

 

 

本日は後ほど年次総会を開催し、次年度理事、役員の選出、承

認を行いますのでよろしくお願いいたします。 
 

 

１２月は家族月間です。１９９５～９６年度ハーバード・ブラウン会長

は、世界平和は地域、家族から始まる、との考えを表明しました。

そして１９９５年１１月のＲＩ理事会において、２月の第２週を「家族

週間」と指定することになりましたが、２００３～０４年度ジョナサン・

マジィアベ会長が家族の重要性を主眼にしたことを称え、２００３

年７月のＲＩ理事会において１２月を「家族月間」と指定しました。こ

れに伴って「家族週間」は廃止されました。 

世界中のロータリアン、クラブ及び地区は毎年１２月に「家族月

間」を祝い、ロータリアンにプロジェクトや活動、行事を通じて、家

族と地域社会への心配りや献身を示すとともに、クラブ及び地区

はロータリー家族委員会を設置し、適切な会員の退会防止プログ

ラムの実施が奨励されております。 

今月２０日は我がクラブのロータリー家族親睦委員会担当で、「冬

の家族会」が開催されます。多数の会員ならびに家族の出席をよ

ろしくお願いいたします。 
 

 

 

マルチプル・ポール・ハリスフェロー 

 
 

 

 

＊例会終了後、理事会を開催します。 

＊２０１３年ﾛｰﾀﾘｰｶﾚﾝﾀﾞｰをお持ち帰りください。 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 

＊１２月例会予定表（ＢＯＸ配布） 

＊広島三育学院ｸﾘｽﾏｽﾁｬﾘﾃｨｰｺｻｰﾄﾁﾗｼ（ＢＯＸ配布） 

＊２０２０年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ日本招致ﾊﾟﾝﾌ､ﾊﾞｯｼﾞ（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

ロータリー家族親睦委員会  上河内委員長 

１２/２０家族会のご案内をお送りしています。回答期日を過ぎてお

りますので、まだの方は至急返信をお願いします。 

新世代奉仕委員会  深川委員長 

１２月１２日（水）１８：３０～ 広島県民文化センターで「広島三育

学院ｸﾘｽﾏｽﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ」が開催されますので、多数の参加を

お願いいたします。 

 

■本日の例会   ２０１２年１２月１３日（木）  第２１１４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 

連続出席表彰 

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 伊藤  保 会員 

            『ラーメンとロータリー』 

前回例会報告 ２０１２年１２月６日（木） 第２１１３回 

会長時間               会長   水野  勝 

委員会報告 

幹事報告               幹事   山内 盛利

誕生月お祝い 

ロータリー財団寄付認証 

松本豊彦会員 

坪内昭吉会員 
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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 

 

 
 

【自主出宝】 

水野会員・増田会員・山内会員・島本会員・石井会員 先週の祝

寿の会では、岸本会員、瀬川会員の卒寿、松本会員の傘寿のお

祝いを多くの会員と共に行う事が出来ました。企画設営を担当さ

れた上河内委員長、畑副委員長他、ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会の

皆様、有り難うございました。そして岸本会員、瀬川会員、松本会

員おめでとうございました。これからもお元気で、ご活躍されること

を祈念申し上げます。 

上河内会員･坪内会員・畑会員・前田会員・吉永会員・本田会員・

渡部会員 先日の祝寿の会に多くのメンバーの皆様に出席を頂

きありがとうございました。皆様のお陰をもちまして、すばらしい会

を開催することが出来ました、心より感謝申し上げます。 

岸本会員★ 先週の祝寿の会には会員の皆様方多数お集まり下

さいましてありがとうございました。身に余るお祝辞を賜わり感謝い

たしております。お世話下さった委員会の方々にも心よりお礼を

申し上げます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

水野会員・増田会員・山内会員・島本会員・石井会員 先週の東

照宮での職場訪問例会、企画頂いた塩本能尚理事、菅委員長、

越智副委員長他、職業奉仕員会の皆様、そして東照宮の一員と

してお世話頂いた上河内会員、有り難うございました。宮司の久

保田様、日本画家＆絵師の荒木様のとても良い話を聞かせて頂

き、有意義な職場訪問例会となりました。 

菅会員◆ 先週の広島東照宮での職場訪問例会に多くの会員の

出席いただき、ありがとうございました。委員会の方々、上河内会

員大変お世話になりました。また、妻の誕生日に可愛い花をいた

だき、部屋が明るくなりました。ありがとうございました。 

水野会員・増田会員・山内会員・島本会員・石井会員 本日は年

次総会となっています。スムースな総会運営に、皆様のご協力を

賜りますようお願い申し上げますと共に、次年度体制の成功裡な

発足を祈念申し上げます。 

島本会員◆ １１/２８の中国新聞朝刊の「人ネット」欄に、恥ずか

しながら私が掲載されました。山本正会員が、「ニコニコに出さに

ゃぁいかんで」と、満面の笑みで仰られたので、素直に出宝させて

いただきます。 

合田会員 山坂さん、バルコムモータース、会社創立４５周年、お

めでとうございます。今後の更なるご発展をお祈り申し上げます。 

森嶋会員◇ 今年もあと少しです。誕生祝いありがとうございます。

家内の誕生祝いもあわせて出宝させてもらいます。 

広川会員 文字通りのｻﾝｾｯﾄ７７の私にも誕生祝いを戴き、恐縮

ながら、ありがとうございます。 

吉永会員 本日は誕生祝いをして頂きありがとうございます。４２

歳になりましたが、まだまだ若い人には負けない様に頑張ります。

また、妻の誕生日にもきれいな花を届けて頂き、ありがとうござい

ました。私が何年もﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしていないので、とても喜んでおりまし

た。 

久保田会員 今日は大事な年次総会ですが、所用により早退い

たします。 
 

当日計 46,000 円（内、ｗｅｂ23,000 円） 累計 744,000 円 

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

 

 

今年度の年次総会が会員総数７９名の内、出席会員数６７名をも

って開催されました。議長の水野会長により理事役員選考委員が

指名され、選考委員会により次年度理事・役員（２０１４-２０１５年

度会長含む）が選出され、全会一致で承認されました。 

また、直ちに第１回被選理事会が開催され、各常任委員長の決

定とＳＡＡ長及び副幹事・副会計・副ＳＡＡの選出がなされました。 

 

【２０１３－２０１４年度理事役員】 （敬称略） 

会 長（理事・役員）  庄子 佳良 

直前会長（理事・役員）  水野  勝 

会長エレクト（理事・役員）  河本 浩一 

副会長兼会員組織常任委員長（理事・役員） 泉  正夫 

理 事（クラブ管理運営常任委員長） 神農 洪明 

理 事（広報常任委員長） 坪内 昭吉 

理 事（奉仕プロジェクト常任委員長）  三保 二郎 

理 事（ロータリー財団常任委員長）  中山 昌実 

幹 事（理事・役員）  久保 豊年 

会計長（役員）  槇殿  透 

ＳＡＡ長（役員）  伊藤  保 

副幹事  東  正治 

 越智 健剛 

副会計  三宅 信博 

副ＳＡＡ  久保田宏温 

 桑村  守 

 
 

 

 

先ほどは、理事・役員をご承認頂き

ましてありがとうございました。次年

度は、このﾒﾝﾊﾞｰに支えていただき

まして伝統ある広島北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

の会長として恥じることのない様、

努力して参りたいと考えております。

会員の皆様には、変わらぬご理解

とご支援をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのﾓｯﾄｰであります、「明るく調和のとれた居心地の

良い楽しいｸﾗﾌﾞ」の運営を心がけてまいります。 

次年度は創立４５周年という節目の年でもございますので、１０年

ごとのようには行きませんが、周年行事を行うことを考えております。

また、未来の夢計画への対応も、まだまだ手探りではありますが、

迅速に行っていきたいと考えております。 

久保豊年幹事を信頼し、理事・役員の方々と力をあわせて、頑張

ってまいりたいと思いますので、今後とも力強いご支援をいただき

ますようお願い申し上げましてお礼の挨拶とさせていただきます。 

次年度よろしくお願い申し上げます。 
 

 

■出席報告 

２０１２年１２月６日（木） 会員数 ７９名 

出席 ６７名  欠席 １２名  ゲスト １名 

１１月１５日例会出席率  １００％ 

■来客者紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

松尾 龍一 様（広島安芸） 

佐藤 忠寛 様(入会予定者) 

■次回例会  ２０１２年１２月２０日（木）１８時～ 

『夜間例会＆冬の家族会』 

年次総会 

次年度会長挨拶            庄子 佳良 会員 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 


