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例会場 ホテルグランヴィア広島 
 

 
 

 

 

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 

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       身体改善屋 川本 陽一 氏 

             『これで解消！ 腰痛スッキリ教室』 
 

 

 

私事ですが昨日は９年間の公安委員としての任務を終えて、湯

崎県知事より感謝状をいただき、松井市長にも退任のあいさつに

伺ったところです。９年間といえば長いのですが、あっという間に

過ぎたような気がしております。警察の不祥事が生じるたびに公

安委員会による管理機能の強化が叫ばれ、委員としての時間的

制約が就任当時より大変長くなっておりました。任務を終えてほっ

としているところです。 

さて、先月１９日ポール・ハリスの誕生日には京都伏見ＲＣ４０周年

記念式典と祝宴があり、２４日には我がクラブの４４周年記念例会

と夫人同伴懇親会が行われました。ゴールデンウィークの連休を

挟んで、先週は菓子博を訪ねる職場訪問例会があり、中川良男

会員の御子息 良浩さんに卓話をして頂きありがとうございました。

菓子博では各県の展示ブースを見て歩きましたが、長崎県のとこ

ろで正面右手に文明堂の大きなカステラが飾ってあったのを見て、

大変うれしく思いました。また各県菓子を並べるだけが多い中、京

都では百人一首の情景を菓子で作った芸術的な作品を展示され

ており、さすが京都と感心しました。菓子で作られた宮島を見たり、

菓子購入もしたかったのですが、いずれも６０分待ちであきらめて

帰りました。われわれ並ぶのが苦手な年代にとっては、もう少しゆ

ったりとしたものにしてほしかったです。 

 

今週は世界平和フォーラム広島があり、次週はいよいよ新規引継

ぎがあります。いよいよ私の年度も最後の入航が近づいておりま

す。あと１か月半よろしくお願いして会長時間を終わります。 
 

 

 

 
左から、１年 吉永会員、１２年 久保(雅)会員、２年 河本会員、 

４２年 山本(忠)会員、水野会長 
 

 

 

 
左から、中山会員・猫島会員・水野会長 

おめでとうございます。 

 
 

 

＊１７日(金)に開催される｢ﾛｰﾀﾘｰ世界平和ﾌｫｰﾗﾑ｣をお手伝い頂

ける方は、例会終了後、簡単なﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行います。 

＊ガバナー月信(ＢＯＸ配布物) 

＊インターシティミーティング報告書(ＢＯＸ配布物) 

＊新会員候補者通知(ＢＯＸ配布物) 

＊次年度会員名簿校正のお願い(ＢＯＸ配布物) 

＊在広ＲＣ合同懇親ゴルフ大会成績表(ＢＯＸ配布物) 

■本日の例会    ２０１３年５月２３日（木）  第２１３３回

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 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 テレビ新広島㈱  

 報道制作ｾﾝﾀｰ ｽﾎﾟｰﾂ部長 

 矢野 寛樹 氏 

 『プロ野球中継の裏話』 

前回例会報告  ２０１３年５月１６日（木）  第２１３２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 

誕生月お祝い 
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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 

 

 

 

次年度幹事報告 久保(豊)会員 

＊本日例会終了後、被選理事会を開催します。 

＊次年度会員名簿作成のため、校正のお願いをＢＯＸに配布し

ております。回答期日をお守りください。 
 

 

 

【自主出宝】 

水野会員・増田会員・山内会員・石井会員・島本会員 

川本陽一様、本日は北クラブ卓話講師としてお越し頂き、誠に有

り難うございました。プログラム時間でのお話を大変楽しみにして

います。宜しくお願い申し上げます。 

水野会員・増田会員・山内会員・石井会員・島本会員 

京都伏見ＲＣ創立４０周年記念式典・祝賀会に、１９名のﾒﾝﾊﾞｰで

参加してきました。京都伏見の皆さんに歓待して頂き、大変楽し

い時間を過ごすと共に、姉妹ｸﾗﾌﾞの絆を深めることが出来ました。 

水野会員・増田会員・山内会員・石井会員・島本会員 

４月２４日の創立４４周年記念例会・夫人同伴懇親会では、坪内

理事、上河内委員長、畑副委員長をはじめとするﾛｰﾀﾘｰ家族親

睦委員会の皆さんには、盛り沢山の企画をして頂き、楽しい時間

を過ごすことが出来ました。厚く御礼申し上げます。 

水野会員・増田会員・山内会員・石井会員・島本会員 

先週の菓子博職場訪問例会では、中川会員、塩本理事、菅委員

長をはじめとする職業奉仕委員会の皆様にはお世話になりました。

また、例会講師を引き受けて下さった、中川会員のご子息中川良

浩さんに改めて御礼申し上げます。会場は平日にも関わらずすご

い人出で、本菓子博の人気の高さを実感することが出来ました。 

山内会員 先週の例会時の、司会の粗相により出宝します。中川

会員の奥様を、例会講師でご子息の中川良浩さんの奥さんと間

違ってご紹介してしまいました。 

上河内会員 ４月２４日の創立４４周年記念例会並びに夫人同伴

懇親会に多くの皆様にご出席頂きありがとうございました。私の能

力全てを使い果たし設営をさせて頂きました。そして大変疲れまし

た。残すは最終夜間例会のみとなりました、新会員にはしっかり頑

張って頂きますので、会員の皆様楽しみにしてください。 

岸本会員★★ 先日の創立４４周年記念例会では、ｸﾗﾌﾞより立派

な花束他お心遣いを頂きまして誠にありがとうございました。 

山本(忠)会員 昭和４６年５月１３日に当ｸﾗﾌﾞに入会しました。推

薦者は故人になられた世並さんと川村さんです。入会の時、｢ﾛｰﾀ

ﾘｰは出席が大切です。守れますか？｣と云われました。それを守り

４２年連続出席が出来たこと嬉しく思っています。感謝です。 

中川会員★ 先週の例会で愚息が卓話を行いましたが、説明不

足でした。父親として恥入っています。お詫びに！ 

菅会員･越智会員･猫島会員･久保(雅)会員･上田会員･本田会

員･塩本(千)会員 先週の職場訪問例会に多くの会員並びに御

夫人の皆さんに参加頂きありがとうございました。菓子博の動員目

標８０万人達成にも少しは役立てたと思います。 

坪内会員◆ 先日の創立４４周年夫人同伴懇親会では多くの皆

様のご参加、ご協力を頂きありがとうございました。開会挨拶の際、

上河内委員長との取り決めで噛んだ回数だけﾆｺﾆｺ出宝とのこと。 

３回噛みましたので、それだけ分出宝します。 

岡部会員 先週の職場訪問例会時に初めて菓子博に行きました。

ﾒｲﾝ会場に３０分並んで入ることが出来ました。まさか男２人での

ﾃﾞｰﾄになるとは思っていませんでした。会場を出て廣島ｸﾘｰﾑぜん

ざいをごちそうになりました。上河内さん有難うございました。 

上野会員 数年振りに優勝という立場に接しました。ﾊﾟｰﾄﾅｰには

恵まれませんでしたが､ﾊﾝﾃﾞｨに恵まれたお陰です｡幸運に感謝。 

山内会員★◆ 先月行われた１４ＲＣ合同懇親ｺﾞﾙﾌ大会並びに

多打喜会４月例会では、共に惜しくも準優勝に終わりました。 

 

多打喜会より(久保(豊)会員･下前会員･坪内会員･濱本会員･渡

部会員) 年に１２回開催の多打喜会例会を不手際により今年度

は１１回しか開催することができません。取り切り戦参加ﾎﾟｲﾝﾄを変

更することになってしまい申し訳ございません。 

原田会員・水野会員・大之木会員・庄子会員・神農会員・下前会

員・島本会員・渡部会員 先月に行われた｢１４ＲＣ合同懇親ｺﾞﾙﾌ

大会｣にてﾁｰﾑ戦に貢献できなかった為、出宝します。 

山坂会員 福岡でＢＭＷｼｮｰﾙｰﾑ２店舗目が４月３０日にﾌﾟﾚｵｰﾌﾟ

ﾝし、５月１８日にｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝします。山下君いつもありがとう。 

山下(正)会員・東会員･久保(雅)会員･久保(豊)会員・中山会員･

中根会員･越智会員・島本会員・上田会員 山坂さんへ、５月１日

にＢａｌｃｏｍ ＢＭＷ ＢＰＳ博多の新築ｵｰﾌﾟﾝをされました。日本一

のＢＭＷｶｰﾃﾞｨｰﾗｰとして西へ東へどんどん伸び行くﾈｯﾄﾜｰｸ。

益々の発展を心よりお喜び申し上げます。私達も応援しておりま

す。 

土井会員・高原会員・石井会員・中山会員・山内会員 

５月３、４日の両日、土井隊長以下洋北山歩隊８人のﾒﾝﾊﾞｰで、石

鎚山登山に行ってきました。今回は標高１９８０メートルにある山頂

小屋に宿泊するという一泊二日の行程でした。素晴らしい眺望を

堪能してきました。 

土井会員・高原会員・石井会員・中山会員・山内会員 

２日目無事下山し、しまなみ海道、瀬戸田ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱにﾄｲﾚ休憩

の為、立ち寄りましたが、ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱを出発して目が覚めた土井

隊長、｢あれ、ウチのかみさんは?｣という一言の後、石井隊員が｢あ

っ、奥さんを忘れた!｣と絶叫。隊長奥様置き去り事件が起きたので

した。もちろん引き返して合流はしました。 

合田会員・山下(正)会員・中根会員・佐々木会員・山田会員･石田

会員･杉町会員･東会員･槇殿会員 久保雅史さん、待望のお孫さ

んの誕生、おめでとうございます！娘さんからの、何よりの還暦お

祝いですね！これからは、お孫さんのためにも、益々のご活躍を

お祈り申し上げます。 

○未 久保(雅)会員 祝!! 初孫が生まれました。じいさんになりました。

とっても可愛いです。 

○未 猫島会員 なんとか無事大病もなく６８年間健康で生きてきまし

た。 

○未 広川会員 創立４４周年記念例会で頂きました花束の生花が、

なお元気に咲いています。永く持つのも上田君の商売への良心

と誠意に深く感じ入っております。 

○未 吉永会員 連続出席を祝って頂きありがとうございます。あっと

いう間の１年間でしたが、これからも仕事にﾛｰﾀﾘｰに一生懸命頑

張りますので、今後ともご指導の程、宜しくお願い致します。 
 

当日計 131,200 円（内、ｗｅｂ 37,000 円） 累計 1,358,200 円 

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

 

 

『これで解消！ 腰痛スッキリ教室』 

 

身体改善屋 川本 陽一 氏 

 

卓話時間 

ニコニコ箱           ニコニコ委員会 

委員会報告 

 

●日本コアコンディショニング協会 

           マスタートレーナー 

●日本ストレングス＆コンディショニング協会 

      公認パーソナルトレーナー 

 

学生時代はプロサッカー選手を目指してサッ

カーに明け暮れる。現在はトレーナーとしてホ

テルや地域で活動、またフィットネススタッフと

してレッスンも担当している。 

痛み・不調改善の為の運動指導を得意として

いる。 
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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 

 

 

 

 
 

何個当てはまりましたか？ 

 

①姿勢が崩れている。 

②コアが使えていない。 

③背中が固い。 

④股関節の動きが固い。 

⑤骨盤が歪んでいる。 

 

１個でも当てはまったら・・・ 

筋肉がうまく機能していない状態です。 

と、いうことで簡単な運動を教えていただきました。 
 

 

 
ライフサポート 代表 川本陽一 氏 連絡先 
ＴＥＬ 080-3053-7089 

ホームページ http://lifesupport2012.jimdo.com/ 

ライフサポート 川本 陽一 検索 

 

 

 

ロータリー世界平和フォーラム広島、広島北ＲＣは会場ＳＡＡ役を

担いました。当日、お手伝い頂いた皆さん、お疲れ様でした。 

 
↑次年度ＲＩ会長と記念撮影 

  
 

  
↑大会ＳＡＡとして壇上に上がった中山ＳＡＡ長 

 

■出席報告 

２０１３年５月１６日（木） 会員数 ８０名 

出席 ６７名  欠席 １３名 

来賓  １名  来客  １名 

４月２４日例会出席率  ９８．６８％ 

４月度平均出席率  ９８．６７％ 

■来客者紹介 

川本 陽一 様（卓話者） 

橋本 宗利 様（広島） 

■次回例会  ２０１３年５月３０日（木） １８：３０～ 

『ワイン例会』  ※昼の例会を夜に変更します。 

ロータリー世界平和フォーラム 


