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ロータリーソング   「手に手つないで」 

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       会報ＩＴ委員会担当 

             『ロータリー雑誌月間に因んで』 
 

 

 

左から、 

岡崎会員２３年 

上野会員２７年 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

月は雑誌月間ですが、このようにﾛｰﾀﾘｰにはﾛｰﾀﾘｰの特別月間と

いうのがあります。これはクラブだけでなく、ﾛｰﾀﾘｱﾝの一人一人が

ﾛｰﾀﾘｰの活動に参加するように促すため、RI 理事会が指定した

月間です。 

殆どの方はご存じのことですが、８月は会員増強及び拡大月間、

９月は新世代のための月間、１０月は職業奉仕月間とともに日本

のみ米山月間となっております。１１月はﾛｰﾀﾘｰ財団月間、１月は

ﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間、２月は世界理解月間、３月は識字率向上

月間、４月今月ですが雑誌月間、６月ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間です。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ雑誌といえば日本では「ﾛｰﾀﾘｰの友」ですが、１９５３年から

毎月発行され、今年は６０年目に当たります。今年１月号「ﾛｰﾀﾘｰ

の友 ６０年のあゆみ」によりますと、１９８０年の７月号からＲＩ公式

地域雑誌となりました。そして公式地域雑誌の要件の一つに「毎

年、年度の始まる７月号の表紙は国際ﾛｰﾀﾘｰの会長の写真を掲

載する」ということがあり、昨年の７月号には表紙に田中作次氏夫

妻の写真が掲載されております。 

２００３年１月の５０周年に合わせて、２００２年７月号からｻｲｽﾞをＢ５

判からＡ４に変更、用紙もｶﾗｰ写真がきれいに出るように白い紙に

替えられました。２００３年７月１日にはﾛｰﾀﾘｰの友ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞも開

設されております。 

同じ１月号で、「ﾛｰﾀﾘｰの友」この１０年を振り返って、と題して歴

代委員長が話し合っておられますが、その中で安平和彦氏は、

読みやすくなったのはｶﾗｰ写真をうまく入れるようになったこともあ

るかと思います、ｸﾞﾗﾋﾞｱ誌的な感じになっていますが、写真でパッ

と注目していただき、内容を読んでいただけたらそれでいいと思

います、しかしこんな雑誌を編集長を含めてたった６人で作ってい

るというのは、これは驚異的なことだと思います、と話しておられま

す。あの雑誌がたった６人で作られているのは初めて知りました。 

皆様「ﾛｰﾀﾘｰの友」しっかり読んでください。私も会長になる前は

パラパラとめくるだけでした。読んでみるとよいことがたくさん載っ

ております。 

 
 

 

＊次週の例会は２４日(水)１８時から【創立４４周年記念例会】を開

催します。 お間違えのないようお願いいたします。 
 

 

 

４月から世話クラ

ブとなります米山

奨学生 于 廉吉

さんのカウンセラ

ーとして次年度米

山奨学委員長の

粟屋会員が決まり

ました。 

 

 
 

 

 

【自主出宝】 

会報ＩＴ委員会 

本日ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを担当します。皆様よろしくお願いします。 

岡部会員・佐々木会員 

本日、卓話の時間を少し頂戴して、財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会が「ＥＮＤ 

ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ」の世界 大ＣＭを広報しようｷｬﾝﾍﾟｰﾝのご説明

■本日の例会    ２０１３年５月１６日（木）  第２１３２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 

誕生月お祝い 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 身体改善屋  川本 陽一 氏 

 『これで解消！腰痛スッキリ教室』 

例会報告    ２０１３年４月１８日（木）  第２１２９回 

幹事報告               幹事   山内 盛利

会長時間              会長   水野  勝 

連続出席表彰 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 

米山奨学生カウンセラー任命 
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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 

 

をします。皆様ご協力よろしくお願いします。 

上野会員 本日、本ｸﾗﾌﾞ在籍２７年(連続出席)の表彰を受けまし

た。皆様のお陰で長期間に亘り、勤めることが出来ました。ありが

とうございました。 

岡崎会員 もう２３年になりました。皆様大変ありがとうございます。

これからもどうぞよろしく。 

山本(忠)会員･福田会員 第１９回ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯野球大会も１４日に無

事終了致しました。大会１日目には小村呉市長さんの始球式で始

まり、 終優勝選には松井広島市長さんの始球式で試合が始まり、

多くの方に御協力頂き感謝しています。ありがとうございました。

お礼申しあげます。 

森嶋会員 今週の初めに所用で上京した折に、去年退会したﾎｰ

ﾑﾃﾚﾋﾞの木下さんと一杯やりました。元気そうでした。皆さんによろ

しくお伝え下さいとのことでした。 

釣鯛会大分遠征参加者(増田会員･土井会員･泉会員･三保会員･

山内会員･石井会員･桑村会員･丸本会員･渡部会員･鈴木会員) 

４/１３釣同好会にて大分に関ｱｼﾞ釣りに行ってきました。大漁を願

いましたが、皆様へお配りに歩くほどの釣果はなく、残念な結果で

した。次回に期待します。強行ｽｹｼﾞｭｰﾙの責任者は鈴木でした。 

越智会員 この前の日曜日、息子が入っている中学校の野球ﾁｰ

ﾑに強盗が逃げ込んできました。「誰か捕まえて！」という声に、真

っ先に反応したのが吉永じん君！そうです。ｶﾞｯﾂこと吉永会員の

息子です。殴られながらも犯人逮捕に協力しました。犯人がﾅｲﾌ

等を持っていたら危ないと監督に注意されましたが、ﾅｲｽｶﾞｯﾂで

した。ちなみにうちの息子は真っ先に逃げ出しました。 

吉永会員 今週の日曜日、中学２年になる息子が野球の練習中

に神社の賽銭泥棒みたいな不審者を捕まえました。ｱｺﾞを殴られ

ながらも必死で捕まえた右腕を離さなかったそうです。いまだに唇

が腫れていますが、本人は感謝状がもらえないのかと心配してい

ます。日に日に心や体がたくましくなっていく息子をうれしく思いま

す。 

吉永会員 本日、例会終了後、東京への出張の為、次年度第１

回姉妹ｸﾗﾌﾞ友好委員会及び野球の練習を欠席させて頂きます。 
 

当日計 27,000 円（内、ｗｅｂ 0 円） 累計 1,227,000 円 

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

 

 

会報ＩＴ委員会担当 

『雑誌月間に因んで』 

 

４月の[ロータリー雑誌月間]

に因んで、会報・ＩＴ委員会と

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会が卓話

時間を担当し「ﾛｰﾀﾘｰの友

誌」を活用して討議会を開催

しました。 

山下(江)会員の進行のもと、

「ﾛｰﾀﾘｰの友誌」の仕組みや

ﾛｰﾀﾘｰの歴史・綱領などを解説し、RI 指定記事等、校正について

ﾛｰﾀﾘｱﾝ共通のﾂｰﾙとしての説明がありました。 

その後、各ﾃｰﾌﾞﾙにおいて討議を行い以下のような意見が出まし

た。 

１．ロータリーの友誌を読む時間 

３０分以上読むという意見が一番多く、中には１時間以上隈なく

読むという方も居られました。それぞれ興味を惹く表題につい

ては熟読される方が多いという結果でした。 

２．友誌の活用方法や感想について 

・ロータリーのことを知る上でのテキストとして活用している 

・会社の朝礼等で活用している 

 

・事業計画を作る際の参考にしている 

・他クラブの事業がとても参考になる 

・過去に訪れた土地や友人を観ると楽しい 

・写真も増えとても読みやすく理解しやすくなった 

・「卓話の泉」は心を打つとても良い話がある 

・各地区大会での基調講演の記事がとても興味がある 

・理容院に寄贈し地域の方々に読んでいただき、ロータリークラ

ブを理解していただくよう活用している 

 

今回の討議会で、皆様それぞれの視点でロータリークラブの会員

としての意識向上に活用されておられることと感じました。 

 
 

 
 

また、財団プログラム委員会による世界 大のＣＭ、「ＥＮＤ ＰＯ

ＬＩＯ ＮＯＷ」ついての説明があり、会員の皆さんに出演していた

だくよう働きかけました。 

 
 

 
 

 

 

『創立４４周年記念例会＆夫人同伴懇親会』 

国歌斉唱 

ロータリーソング   「奉仕の理想」 

会長時間 

祝辞        広島陵北ＲＣ会長  下田 敬三 様 

幹事・委員会報告 

４０年以上在籍会員花束贈呈 
続いて懇親会 

■出席報告 

２０１３年４月１８日（木） 会員数 ８０名 

出席 ６６名  欠席 １４名  来客  ０名 

４月４日例会出席率  ９８．６７％ 

卓話時間 

例会報告    ２０１３年４月２４日（水）  第２１３０回 
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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 

 

 

 

創立４４周年記念例会並びに夫人同伴懇親会に多数ご参加いた

だきありがとうございます。陵北ＲＣの下田敬三会長、瀬川長良幹

事、そして米山奨学生のウ・レンキツさん、ようこそおいでいただき

ました。本日はしっかりと楽しんでいただきたいと思います。後ほ

ど素晴らしい懇親会を用意していただいております坪内理事とﾛｰ

ﾀﾘｰ家族親睦委員の皆様に感謝いたします。 

当クラブは１９６９年４月２４日に誕生し、本日で４４年目を迎えてお

ります。皆様ご存じのように広島ＲＣをｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞとして、２１名の

ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰで設立され、広島では５番目に古いｸﾗﾌﾞです。 

本日は４０年以上の長きにわたり、クラブの発展に貢献していただ

いた５人の方々に花束をお贈りすることになっております。 

この４月１９日、姉妹ｸﾗﾌﾞの京都伏見ＲＣの創立４０周年記念式典

に出席してまいりましたが、我がクラブの４０周年は山坂会長の時

で、記念ｱﾄﾗｸｼｮﾝにｱｸﾞﾈｽ・ﾁｬﾝさんを呼んで盛大に行われまし

た。その時の情景が今でも目に焼き付いておりますが、あれから４

年がたっております。その後槙殿会員、石田会員、高原会員が会

長を務められ、それぞれ素晴らしい会運営をされております。 

次年度は節目の４５周年です。次年度庄子会長、久保豊年幹事

によろしくお願いして、挨拶とさせていただきます。 
 

 

 

広島陵北ＲＣ 下田敬三会長様

よりご祝辞を頂戴いたしました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
在籍４０年以上の方々へ感謝の気持ちを込めて花束を贈りました。

左から、水野会長・広川会員・山本(忠)会員・中川会員・岸本会員 

代表して広川会員にお話しして頂きました。 
 

 

 

小鼓と謡いによるオ

ープニングで始まり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   開会挨拶 坪内理事         乾杯  山内幹事 

 

  
４４周年を祝うケーキの登場！ 

 

  
歌にダンスに多彩なｱﾄﾗｸｼｮﾝでした 

 

 
 

 
閉会挨拶  増田副会長 

 

 

■出席報告 

２０１３年４月２４日（木） 会員数 ８０名 

出席 ６９名  欠席 １１名 

来賓  ２名  夫人 ２８名  ゲスト  １名 

４月１１日例会出席率  ９８．６７％ 

■来客者紹介 

広島陵北ＲＣ会長  下田敬三 様 

広島陵北ＲＣ幹事  瀬川長良 様 

米山奨学生      于  廉吉 様 

会長時間              会長   水野  勝 

祝辞         

花束贈呈 

懇親会風景 
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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 

 

 

 

『職場訪問例会』 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

卓話時間    ㈱文明堂総本店 

取締役営業本部長兼広島支店長 

中川 良浩 氏 

『ひろしま菓子博について』 
 

 

 

連休でお疲れのところ、本日の職場訪問例会、このように多数ご

出席いただきありがとうございます。卓話者の文明堂広島支店長

の中川良浩さんには大変お忙しい中、本日の菓子博についてご

説明いただきます。会員の中川良男さんのご子息でございます。

本日はよろしくお願いいたします。また米山奨学生の于 廉吉、そ

してゲスト出席者の７名のご夫人方ようこそおいでいただきました。

菓子博をしっかり楽しんでお帰りいただきたいと思います。 

本日の職場訪問例会を企画いただきました塩本理事、菅委員長

をはじめ職業奉仕委員の方々に感謝申し上げます。後ほど菓子

博入場もありますので、本日の会長時間は以上で終わります。 
 

 

 

＊次週例会よりクールビズといたします。 
 

 

 

プログラム委員会 合田委員長 

５月３０日（木）の例会はプログラム委員会の主催により夜間に変

更し、『ワイン例会』を開催します。ご案内は本日お送りいたします

ので、多数ご出席いただきますようお願いいたします。 
 

 

 

『ひろしま菓子博について』 
 

 

㈱文明堂総本店 取締役営業本部長兼広島支店長 

中川 良浩 氏 

 
ひろしま菓子博についてのお話をいただきました。 

中川様ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      塩本能尚理事         菅 職業奉仕委員長  

 

 
 

 
 

 
 

 

■出席報告 

２０１３年５月９日（木） 会員数 ８０名 

出席 ６２名  欠席 １８名 

来賓  １名  夫人  ７名  ゲスト  １名 

４月１８日例会出席率  ９８．６７％ 

■来客者紹介 

中川 良浩 様（卓話者） 

会員夫人 

中川 聰子 様  久保 彰子 様  迫  幸子 様 

桑村 佳世 様  越智 陽子 様  本田 実保 様 

佐藤 裕美 様 

于  廉吉 様（米山奨学生） 

■次回例会  ２０１３年５月２３日（木） 

卓話  テレビ新広島㈱ ｱﾅｳﾝｻｰ・ｽﾎﾟｰﾂ部長 

矢野 寛樹 氏 

前回例会報告   ２０１３年５月９日（木）  第２１３１回

会長時間              会長   水野  勝 

幹事報告               幹事   山内 盛利

委員会報告 

卓話時間 

職場訪問 

商工会会議所での例会を

終え、『ひろしま菓子博』会

場に移動しました。 

当日は天気に恵まれ、かな

りの来場者で会場は混雑し

ていました。 


