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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 

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       『年男の弁Ｐａｒｔ１』 

福田 拓造 会員 

             岡崎 陽一 会員 

             中尾 建三 会員 
 

 

 

５年 迫  慎二 会員 

 

 

 

    
 

 

 

アルジェリアでの人質事件では、多くの日本人犠牲者を出して大

変痛ましい結果となりました。テロや人質事件に対する有無を云

わせぬアルジェリア政府、軍部のやり方は時間をかけて説得し、

犠牲者を出すまいとする日本式の対応とはだいぶ違ったものでし

た。しかしこれでアルジェリアでは次のテロは起きにくくなったかも

知れません。人質をあちこちに連れ去られ、身代金を払っていた

のではテロの思うつぼになったと思います。アルジェリアの特殊部 

 

隊の名称が「ニンジャ」であったことには何か皮肉なものを感じま

す。いずれにしても犠牲になられた方々とその家族に心よりお悔

やみ申し上げたいと思います。 

さて、海外から広島に目を転じてみますと、介護施設での介護士

がライターで布団に火をつけ入所者が亡くなられた事件、孫がお

じいさん、おばあさんを刺殺した事件が立て続けにありました。介

護士の事件では職場の人間関係に不満がたまっていたようです

し、孫による殺人事件では不登校をいつも意見されていたようで

すが、誰かに不満を打ち明け、それを真正面から受け止めて時

間をかけて話を聞いてあげていたら、あのような爆発的な行動は

防げたのではないかと思い残念でなりません。この事件の記事を

読んだ時、すぐに呉の地区大会で姜 尚中さんの話された「無縁

社会」ということが頭に浮かびました。彼は話の中で無縁社会とい

う言葉は仏教からきた言葉で難しい言葉であるが、この言葉の中

には「人間の孤立」ということが含まれている。人は孤立していくと

どうなるかというと、非常にネガティブな感情がいろいろな形で出

てくるわけで、その一つが不安、場合によっては憎しみ、あるいは

敵対的な感情、さまざまな否定的感情が出てきます。このように話

しておられ、まさに無縁社会が引き起こした事件ではなかったかと

思いました。ロータリーがお互い何でも話し合える有縁社会である

ことを願っております。 
 

 

 

＊次週３１日(木)の例会は広島陵北･広島安佐RCとの3RC合同例

会です。 

＊本日例会終了後、第２回クラブ協議会を開催いたします。 

＊会員手帳追加貼りシール（ＢＯＸ配布） 

＊２月例会予定表（ＢＯＸ配布） 

＊２０１３-１４年度地区大会チラシ（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

次年度幹事報告  久保豊年会員 

本日、ＢＯＸに次年度地区大会のチラシを配布しております。次

年度地区大会は下関において開催されます。是非、参加を予定

しておいてください。 
 

 

 

【自主出宝】 

水野会員・増田会員・山内会員・島本会員・石井会員 本日クラ

ブ協議会を開催致します。本年度の折り返し点を通過したところ

で、過去半年の振り返りと今後半年の計画再確認を行います。出

席予定者、皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。 

福田会員 本日、｢年男の弁｣として、卓話の指示を頂きました。宜

しくお願いします。 

中尾会員 今年７２才になる年男です。本日「年男の弁」を申しあ

げますが、よろしくお願い申しあげます。 

■本日の例会   ２０１３年２月７日（木）   第２１２０回 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「われら広島北ロータリー」 

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 

委員会等報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『年男の弁 Part２』 

 森嶋 久雄 会員 

 杉町  孝 会員 

 渡部 哲生 会員 

前々回例会報告 ２０１３年１月２４日（木） 第２１１８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

連続出席表彰 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 
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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 

 

岡崎会員 今日は｢年男の弁｣を申し述べさせて戴きます。今年一

年を頑張ってよい年に自分ですると共に、北ﾛｰﾀﾘｰの為、社会の

為、世界の為に奉仕したいと思っております。 

中根会員・久保(豊)会員・中山会員・畑会員・島本会員・越智会

員 山坂さん、先日行われたﾊﾞﾙｺﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ経営方針発表会にお

招き頂きましてりがとうございました。改めてﾊﾞﾙｺﾑｸﾞﾙｰﾌﾟの勢い

を感じました。 

迫会員 連続出席の祝いを頂きました。あの事件から５年です。あ

りがとうございます。 

岸本会員･中尾会員・福田会員 山本忠男会員のご三男、山本

高義君には岸田文雄議員の東京在中秘書として、大変な活躍振

りでした。今度は外務大臣秘書官としてご活躍になり、外相と共に

世界中を飛び回っておられます。一層のご活躍とご自愛をお祈り

します。 

久保田会員 広島ＲＣ筒井様、よくおいで下さいました。お父上に

はｶﾞﾊﾞﾅｰ杯親善野球大会の創始者として北ＲＣが大変お世話に

なっております。よろしくお伝えください。 
 

当日計 19,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 839,000 円 

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

 

 

『年男の弁Ｐａｒｔ１』 

 

福田 拓造 会員（昭和４年生まれ） 

今年７回目の年男を迎えて、８４

才となりました福田でございま

す。 

神様は私が生まれる時、手と足の

指を１０本づつ揃えてくださいまし

た。親の教え、学校の教育で、壱，

拾，百，千，万の即ち、万国共通

の十進法の指導を受けてきました。

併し、この十進法で計算出来ないものが通用しています。 

その代表的なものが、時刻です。１分間は何故６０秒なのか？１時

間は何故６０分なのか？ 小中高の学校教育は何故６，３，３制な

のでしょうか。人の歩みは竹の節に等しいと言われています。その

歩みを６進法で並べてみました。 

回 進  行 年度 摘  要 

１ 誕生 ６ 稚児、幼児期 

２ 小学校 １２ 児童期 

３ 中学校，高等学校 １８ 生徒期 

４ 結婚 ２４ 成人期，女性売出し中 

５ 事業の中枢 ３０ 一般社会と事業の中心

６ 運命決定 ３６ 進路役職の決定 

７ 厄年 (身体の分水嶺) ４２ 要注意，過労，走り過ぎ

８ 桑年(桑の木,捨てる所なし) ４８ 桑年､万能の利用価値あり 

９ 功成り遂げる,事業の定着 ５４ 役員,社長の要職,事業の成功

10 還暦 （再生ｽﾀｰﾄ） ６０ 還暦０才、もう一度始めから 

 

岡崎 陽一 会員（昭和１６年生まれ） 

７２才になりました。今日は布の持

つ意味をお話しさせて頂きます。

布は“結ぶ”“包む”という事に使

われ世界でも広く古来より活用さ

れています。 

日本では四季がある事から独特

な使い方があり、家紋を入れて家

族の“結びつき”を表現したりして 

 

います。 

江戸時代末期に風呂屋に持って行く包みとして「風呂敷」という名

称で確立されたようです。服を包んでも型崩れせず、大小様々な

形に対応し、自由自在で非常に重宝する物です。 

又、進物等を“包んで”渡す事により心が伝わります。要は、自ら

の思いを包んで結んで届ける事が大事です。ﾛｰﾀﾘｰ活動もこの

結びの精神で皆さんと一緒に行動をして参ります。 

 

中尾 建三 会員（昭和１６年生まれ） 

今年は｢巳年｣という事で、｢ヘ

ビ｣ですが、ヘビといえば気持ち

悪いという印象をお持ちの方が

多いと思います。 

しかしヘビは学問商売の神様

の象徴です。しめ縄もヘビを表

したものです。今日の話しは、

自分自身は世界でたった仁の

自分、たった一回の人生ということです。巳年にちなんでヘビは執

念深いと言われますが、逆に言えば、思いを忘れないという事で

す。ﾛｰﾀﾘｰ活動も思いを忘れずに、続けて行きたいと思います。 

 

土井 洋二 会員（昭和１６年生まれ） 

新年あけましておめでとうございます。昭和１６年８月生まれの土

井洋二でございます。ネットで調べておりましたら、詩経の歌の中

にでてくるのだそうですが、「蛇蛇(いい)」のびのびと安らかな様、

というのがありました。生まれ年でいきますと、九星の中で最強運

の星で、辛巳の五黄土星だそうでありますが、なんとか良い年に

なってくれればいいなと思っております。 

ﾛｰﾀﾘｰには、３９歳からここまで３３年以上もお世話になり誠にあり

がとうございます。 

３～４歳の頃、原爆にあい又、終戦といった悲惨なことはありまし

たが、幼かったのであまり覚えておりませんし、その後世の中が活

気づき、日本の高度成長にあわせたように生活がありましたので、

平々凡々とこの歳まで生きてきたように思っております。 

本年度は、蛇足ではありますが、是非とも現在の、この閉塞感から

脱却して一皮むけて、かなり歳をとっておりますが、少しでも自分

を高めていきたいと思っておりますが、龍頭蛇尾にならないように

したいものです。皆様にとっても良い年でありますように願ってお

ります。 
 

 

 

１月２６日(土)リーガロイヤルホテル広島において昨年１１月２７日

にご逝去された武田学千会員のお別れの会が行われ、武田会員

との最後のお別れをするため、当クラブからも多くの会員が参列

いたしました。お別れの会ではクラブを代表して水野会長が弔辞

をされたので、ご紹介いたします。 

 

故・武田学千先生の御霊に対し、広島北ロータリークラブ会員を

代表し、謹んでお別れの言葉を申しあげます。 

八十八才の米寿もお迎えになり、私達はあと１０年はご指導を頂き

たく思っておりましただけに、残念でたまりません。 

病状の悪化により、入退院の繰り返しをされつつも、ご自分で病

状分析をされ、ご自身の運絵名を定められた由、さすが大人のな

された方と感動と驚嘆を致しております。看病付添いの方に「儂は

未だしなくてはならん事が一杯ある」と語られ、最後の広島県病院

病棟に入院される迄、遺筆などに努めておられたそうで、その一

枚を有難く頂戴致しております。 

先生は、戦後、お母上と共に教育指導を志され、現在の武田学

園を創学され、幼稚園から大学までの一貫教育を遂行される、今 
 

卓話時間 

武田学千氏お別れの会 
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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 

 

や、県内は無論のこと、西日本教育界に盤石の名声を博しておら

れ、学園の運営も、立派なご子息に承継され、万全な態勢となっ

ておられます。 

先生は「心を育て・人を育てる」武田学園の心を、その侭、教えて

頂き、温厚そのもののご指導を賜わりました。 

広島北ロータリークラブ全会員は、等しく先生のお人柄を今後とも

忘れ去る事はないでありましょう。今後は毎週のクラブ例会にも、

学園や綾ヶ谷の山荘にお伺いしても、先生の温顔にお目見えす

ることが出来ません。悲しみの極みであります。 

先生は平成２年１２月にわが広島北ロータリークラブに入会される

や、忽ちにして、その温厚なるご性格は、全会員の敬慕するところ

となり、クラブ運営の理事・委員長の要職を立派に勤めて頂き、数

年にしてクラブ会長就任の要請がありましたが、これは固辞された

ようであります。国際ロータリーは、社会奉仕・国際奉仕などの世

界的事業を手懸けておりますが、先生には格段のご協力を頂き、

おかげさまにて私どもクラブも大いなる面目を保っております。 

今、先生の微笑を浮かばれた、温顔にまみえつつ、遠き黄泉に飛

び立たれた武田先生。これからも武田家と武田学園、そして私達

広島北ロータリークラブを、お見守りください。 

悲しみと寂しさを抱えつつ、追悼の言葉と致します。 

広島北ロータリークラブ 

会 長   水野  勝 
 

 

 

『広島陵北・広島安佐・広島北３ＲＣ合同夜間例会』 
【例会】 

国歌斉唱 

ロータリーソング   「奉仕の理想」 

物故会員へ黙祷 

会長挨拶（歓迎）      広島北ＲＣ会長  水野  勝 

幹事報告（各幹事） 

【懇親会】 

開会挨拶          広島陵北ＲＣ会長 下田敬三 

乾杯  広島安佐ＲＣ会長 森本真治 

食事・歓談 

各クラブ現・次理事役員紹介および新会員紹介 

アトラクション 

閉会挨拶  広島北ＲＣ副会長 増田達夫 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

閉会 
 

 

 

３ＲＣ合同夜間例会、今年度

は北ＲＣがお世話させていた

だいておりますが、このように

多数の方々のご出席をいただ

きありがとうございます。広島

北ＲＣは１９６９年に発足し、今

年４月で４４年目を迎えます。

陵北ＲＣは１９９０年に発足し、

昨年９月には２２周年を迎えられました。安佐ＲＣは１９９９年に発

足し、今年３月には１４年目を迎えられます。 

昨年度の地区活動報告書をみますと、２００１年に東広島２１ＲＣ

が誕生して以来、１１年余りもこの地区から新しいクラブの誕生は

なく、また会員数も昨年度３３２名が退会し、２８６名が入会して、４

６名減少しております。会員増強は我々に課された大きな命題で

あります。今年度陵北ＲＣでは７名もの会員を増やしておられると

のことで、ぜひそのノウハウを教えて頂きたいと思います。 

いずれにいたしましても３クラブは何かにつけて相談しながらお互 

 

い発展していかなければ、と思っております。 

さて、ロータリーの友１月号に南園パストガバナーが書かれており

ますが、「ロータリーの綱領」が「ロータリーの目的」に、「奉仕の理

想」が「奉仕の理念」に改められました。１９３５年にまとめられた「ロ

ータリーの綱領」ですが、その日本語訳をもっと平易な文章にす

ることが日本のロータリー長年の宿題でした。昨年１１月第４１回ロ

ータリー研究会において、これがようやく改訂発表されたものです。

今一度改めて新しくわかりやすくなった「ロータリーの目的」につ

いて読み返し、再認識していただきたいと思います。 
 

 

 

 
 

    
 

 「手に手つないで」 

※その他の写真はＨＰをご覧ください。 

 
 

■出席報告 

２０１３年１月２４日（木） 会員数 ８０名 

出席 ６４名  欠席 １６名  来客  ３名 

１月１０日例会出席率  ９８．６８％ 

■お客様ご紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

筒井 幹治 様（広島） 

石井 幸治 様（広島南） 

若林 和明 様（広島安芸） 

 

□合同例会出席報告 ２０１３年１月３１日（木） 

広島北ＲＣ会員   出席 ６６名  欠席 １４名 

広島陵北ＲＣ会員  出席 ４１名  欠席  ４名 

広島安佐ＲＣ会員  出席 １８名  欠席  ４名 

米山奨学生 １名 

事務局 ３名                （合計 １２９名） 

懇親会 

前回例会報告 ２０１３年１月３１日（木）  第２１１９回 

ホストクラブ会長挨拶        会長   水野  勝 


