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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 

直前正副会長幹事記念品贈呈 

会員誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間  正副会長幹事 

 『就任挨拶』 
 

 

 

 
左から、直前副幹事 島本会員、直前幹事 山内会員、直前副会長 

増田会員、直前会長 水野会員、また本日ご欠席でしたが、直前副

幹事の石井会員にも記念品が贈られました。 皆様、一年間大変お

疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 
７月生まれの皆さん。左から東会員、鈴木会員、山下（正）会員、大

之木会員、島本会員、炭田会員、（伊藤会員） おめでとうございます! 
 

 

 

本年度のスタートを迎え、会員の皆様には一年間よろしくお願いを

申し上げます。また、本日は小城林勲ガバナー補佐をお迎えしてお

り、例会終了後には第１回クラブ協議会が開催されます。小城ガバ

ナー補佐にはよろしくお願い申し上げます。 

本年度は創立４５周年という節目の年でございまして、この年に会長

をさせていただくことに対しまして、光栄に思いますとともに、大変、

身の引き締まる思いがしております。 

後ほど就任挨拶に時間をいただいておりますので、会長時間はこ

れくらいにさせていただきますが、最後に、現在療養中の三宅会員

より退院のご挨拶が届いております。「ご心配をおかけ致しました。

あせらず回復に向かってがんばります」とのことです。 

 
 

 

 
＊例会終了後、第１回クラブ協議会を開催します。 

＊本日１８時３０分より、第１回理事会を「かなわ」で開催します。 

＊次回例会は１２日（金）に開催します。お間違えのないようお願い

いたします。 

■本日の例会   ２０１３年７月１２日（金）  第２１４０回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

お客様ご紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

連続出席表彰 

寄付表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 2012-13 年度決算・監査報告 

 2013-14 年度事業計画・予算報告 

祝電披露 

広島北ＲＣ新年度初例会おめでとうございます。 

庄子会長様をはじめ貴クラブのますますのご発展と、会員ご家

族皆様のご健勝をお祈り申し上げます。９月２７日に京都にてお

会いできるのを楽しみにお待ちいたしております。 

京都伏見ロータリークラブ

会長  木下 博之

前回例報告     ２０１３年７月４日（木） 第２１３９回 

直前正副会長幹事記念品贈呈 

会員誕生月お祝い 

会長時間                会長   庄子 佳良 

幹事報告                幹事   久保 豊年 
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＊ガバナー月信２冊（ＢＯＸ配布） 

＊会員証（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

野球同好会  中山昌実 会員 

全国ＲＣ親善野球大会が７日（土）に開催されます。第１試合で

鹿沼東ＲＣとの対戦です。同好会の皆さんは、前夜祭も含め遅

れない様お願いします。 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員・泉会員・久保(豊)会員･東会員･越智会員 

小城ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、畠中ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事、本日はようこそお越し

下さいました。 

庄子会員・泉会員・久保(豊)会員･東会員･越智会員 

いよいよ新年度が始まりました。みなさん、１年間ご協力よろしく

お願い申し上げます。 

高原会員 庄子会長年度の出発を喜んでいます。活躍を心より

期待しております。 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会一同 今年度ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会は

「おもてなしの心」で一年間頑張って参りますので、皆様よろしく

お願いします。 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会一同 今年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会は｢楽しく、ためにな

り、そしてたまに泣けるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設営｣を心掛けます。どうぞ１年よ

ろしくお願いします。 

中村会員 本日より出席小委員会委員長を務めさせて頂きます。

各ﾒﾝﾊﾞｰ共々よろしくご指導願います。 

坪内会員･上河内会員･畑会員 ６月２７日最終例会並びに新会

員歓迎懇親会に多くのﾒﾝﾊﾞｰの皆様に出席を頂き、ありがとうご

ざいました。これで全ての事業を無事終了することが出来ました。

改めて皆様のご協力に感謝申し上げます。 

本田会員･佐藤会員 前回例会では、新会員として出し物を担

当させて頂きました。つたない芸ではありましたが、明るく調子の

良い調和のとれていない本田と佐藤をお見せ出来たのではない

かと思います。今後も、皆様には温かく見守って頂きますようお

願い致します。 

吉永会員◇◇ 先日、新会員歓迎懇親会で司会をさせて頂きま

した。進行が固かったという事で１枚。三回不手際があったという

事で３枚させていただきます。本年度も親睦委員会なので、司会

をする事があったら宜しくお願いします。 

広川会員◇ 先週の最終例会でははからずもﾀｲﾑﾘｰな当て物と

して傘を頂き、ありがとうございました。忘れ物にならないよう大事

に使わせてもらいます。 

山坂会員 本日、私が推薦した入会予定者の藤田さん、小林さ

んがｹﾞｽﾄとして例会に参加されています。１８日のｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪

問の時に入会されます。よろしくお願いします。 

粟屋会員･神農会員・迫会員 松田さん、ようこそ広島北ＲＣへ。

１８日の入会式を楽しみにしています。 

炭田会員 ６７歳になります。今年も患者さんのことでご迷惑かけ

ると思いますが、よろしくお願いします。 

大之木会員 誕生祝いありがとうございました。ﾀﾊﾞｺは控えて健

康に留意しておきます。 

ﾆｺﾆｺ委員会一同 本日よりﾆｺﾆｺ委員会もｽﾀｰﾄして行きます。

｢明るく調和のとれた居心地の良い楽しいｸﾗﾌﾞ｣のもと、楽しいﾆｺ

ﾆｺの時間を作って行きたいと思いますので、ご協力をお願い致

します。尚、本年度もｶｴﾙＢＯＸをよろしくお願いします。 
 

当日計 56,000 円（内、ｗｅｂ10,000 円） 累計 56,000 円 

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

 

 

 

今年度、ｸﾞﾙｰﾌﾟ６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の

小城林勲(ｵｷﾞ ｼｹﾞﾉﾘ)様より、ご

挨拶を頂戴しました。 

 

 

 

 
 

 

 

『就任挨拶』 

 
会長  庄子 佳良 会員 

本年度、会長を仰せつかりまし

た庄子でございます。ﾉﾐﾆｰ、ｴﾚ

ｸﾄと準備期間があり、心の準備

が整い、本当にいい仕組みだな

と感じております。 
幹事に久保豊年会員を、副幹事に東正治会員と越智健剛会員

を、そして副会長を泉正夫会員にお受けいただき、個性的で素

晴らしい三役となったと感じております。 

また、理事・役員も実力のある素晴らしい皆さんにお受けいただ

き、特に、副ＳＡＡとして久保田宏温会員には、長老として御指

導いただきたいと願っております。 

一年間、このﾒﾝﾊﾞｰで頑張ってまいりますので、会員の皆様の御

指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。 

本年度の国際ﾛｰﾀﾘｰ会長ロンＤ・バートン氏は「ﾛｰﾀﾘｰを実践し、

みんなに豊かな人生を」（Ｅngage Ｒotary Ｃhange Ｌives）をＲＩ

ﾃｰﾏとされ、強調事項に、会員増強の推進として、７月１日から３

月１日までの間に、会員を少なくとも１名純増させること、第２にﾛ

ｰﾀﾘｰ財団を通じた人道的奉仕として地元または海外で、少なく

とも１つのﾛｰﾀﾘｰ重点分野に関連する奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参加する

として６つの重点分野をかかげておられます。平和と紛争予防／

紛争解決、疾病予防と治療、水と衛生、母子の健康、基本的教

育と識字率向上、経済と地域社会の発展の６つでございます。

第３に、ﾛｰﾀﾘｰ・ﾌｧﾐﾘｰを通じたﾈｯﾄﾜｰｸの強化として、全てのｸﾗ

ﾌﾞ会員とその家族が参加する親睦活動または奉仕活動を少なく

とも１回行う。または、地元地域の奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいて、ﾛｰﾀﾘ

ｰ以外の団体と協力するということのいずれかを達成することと言

われ、これらが会長賞の必須項目となっております。本年度も会

長賞に挑戦させていただきたいと考えておりますので、皆様の御

協力をよろしくお願い申し上げます。 

また沖田哲義ｶﾞﾊﾞﾅｰは、奉仕活動を見直そう。「新しい奉仕活

動への挑戦」をｶﾞﾊﾞﾅｰ信条とされております。 

私のｸﾗﾌﾞ運営方針でございますが、私が４０歳過ぎたころに知り

あった言葉で、ある奉仕施設の信条でございます「愛と感謝と奉

仕の心」という言葉をﾃｰﾏとさせていただきました。愛とは思いや

りの心であり、思いやりの心を持って、全てのものに感謝し、他者

に奉仕するという、ﾛｰﾀﾘｰの「超我の奉仕」に通じるものがあると

考えております。 

計画といたしましては、３年目となる東日本大震災の被災地に対

する継続支援を行います。また、私が永年手がけております青

少年健全育成に対する、または青少年とともに奉仕活動を展開

したいと考えております。内外のｸﾗﾌﾞ広報に努め、ｸﾗﾌﾞの活性化

を図ります。ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞを活発に行い、会員の親睦を深

めます。また、ﾛｰﾀﾘｰ情報を強化し理解を深め、会員増強及び

退会防止に努力します。 

同好会報告 

ガバナー補佐挨拶 

卓話時間 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 
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ＲＩ会長賞にも挑戦させていただきます。そして、ｶﾞﾊﾞﾅｰの地区

目標及び活動計画に挑戦し、これを実行します。最後にﾛｰﾀﾘｰ

活動の真髄とも言える五大奉仕部門の活動の充実を図ります。

現在、地区では職業奉仕はｸﾗﾌﾞ管理運営部門に入っておりま

すが、我がｸﾗﾌﾞでは研究・審議中であるということをご報告申し

上げておきます。以上が本年度の事業計画でございますが、す

でに各理事さんを始め、各小委員長の皆さんに御理解をいただ

き活発な活動をしていただいておりますことに対し、心から感謝

を申し上げます。 

私は、岩森ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度に米山記念奨学会の委員長をさせて頂

き、前後３年間米山奨学生と関わり、彼らの純粋で青雲の志に

燃える素晴らしく真摯な態度に感銘し、以来、米山学友会顧問

として奨学生の支援をしておりますが、会員の皆様には御理解

をいただきまして、本年度も米山記念奨学会ならびに地区学友

会への御支援をよろしくお願い申し上げます。実のところ私自身

も中国や韓国の学生に対する支援に疑問を感じたことがござい

まして、本当にこれでいいのだろうかと迷っておりましたが、先日

の世界平和ﾌｫｰﾗﾑ広島に参加させていただき、ｼﾞｱｲ元ＲＩ会長

やロンＤ・バートン会長の話を聞き、各国から来ていた世界平和

を願う青少年の話を聞かせていただき、ﾛｰﾀﾘｱﾝとしての「超我

の奉仕」の意味を理解いたしました。国同士の思想の問題は、

それぞれが心に秘めて、人と人との交流が互いの理解を深めて

いく、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが大切であると言う海外の青少年の言葉に感

銘し、私の活動が間 9 違っていなかったと言う確信が持てました。

皆様には御理解いただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

また、本年度は我がｸﾗﾌﾞの記念すべき創立４５周年の節目の年

でございますので実行委員会を立ち上げております。私は、４０

周年の時に山坂会長が行われたように、これまで我がｸﾗﾌﾞに在

籍しておられた元会員を招待させて頂きたいと願っております。 

創立以来、我がｸﾗﾌﾞの発展に御尽力いただきました多くの皆様

に感謝する会にしたいと考えておりますので御理解と御協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。また、実行委員会の皆様に記

念事業の計画をお願いしておりますが、５年区切りの年でござい

ますので、あまり華美にならず、我がｸﾗﾌﾞにふさわしい記念事業

を展開したいと考えております。 

最後になりましたが、我がｸﾗﾌﾞの永遠のｸﾗﾌﾞﾋﾞｼﾞｮﾝでございま

す「明るく調和のとれた居心地の良い楽しいｸﾗﾌﾞ」造りに努力し

てまいりたいと考えておりますので会員の皆様の御協力をいた

だきますようお願い申し上げまして就任挨拶とさせていただきま

す。一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

副会長  泉  正夫 会員 

今年度、副会長を仰せつかりました

泉です。副会長の務めは会長の補

佐をすることと締めの挨拶だと思っ

ております。 

私はこの様なところで話をするのが

苦手ですので、庄子会長には体調に気を付けて頂き、元気に１

年間出席をして頂き、私がﾋﾟﾝﾁﾋｯﾀｰで出る事のない様お願い

します。また、今年度は創立４５周年を迎えます。副会長が実行

委員長になっております。実行副委員長には塩本(能)会員と下

前会員で心強く思っております。そして会員の皆様には御協力

の程、よろしくお願いしてこの１年間を頑張ります。 

 

幹事  久保 豊年 会員 

本年度、庄子会長の下、幹事を拝

命しました。本日までに既に各常任

委員会・小委員会での議論をして

いただいて、会長方針である「愛と

感謝と奉仕の心」が浸透してきたと

思っています。ようやく、本日ｽﾀｰﾄﾗｲﾝに立つことが出来ました

のも皆さんのおかげです。 

これからは、各常任委員会・小委員会の活動を陰ながらｻﾎﾟｰﾄ

しつつ、庄子会長の女房役として精一杯幹事を勤めたいと思い

ますので、皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。また、今

年度は創立４５周年の節目の年でもあります。素晴らしい４５周

年に出来るよう皆様のお知恵をお借りしたいと思っています。 

どうか、１年間宜しくお願い申し上げます。 

 

副幹事  東  正治 会員 

今年度、副幹事を務めさせていた

だきます、東正治でございます。一

年間どうぞ宜しくお願いします。平

成１６年に当ｸﾗﾌﾞに入会させていた

だきましてから７月の第一例会が９

回目にあたると思いますが、今回第一例会に初めて出席させて

いただきました。 

二十数年前より、毎年７月１日から７月１０日までの石鎚山の山

開き期間中の第一水曜日に三十名ほどの団体で登拝をしてお

ります。数時間かけ登拝をし、下山したのち休息をとり、翌朝、出

発して広島へ戻るため例会の時間に間に合わず出席できませ

んでした。 

今回、登拝の日程を変更しようかどうか悩みましたが、当日、別

行動をとり、早朝のｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄで広島へ戻り出席しました。 

その思いで、一年間、会長と幹事の足をひっぱらないよう努めて

まいりますので宜しくお願い致します。 

 

副幹事  越智 健剛 会員 

今年度、副幹事を仰せつかりました

越智です。今から４年前に山坂会

員から呼びだされ、ﾛｰﾀﾘｰに関する

説明を受けました。入会して４年目

になります。 

今から１年程前、庄子会長と久保幹事に呼び出され次年度副

幹事をするようにと命令を受けました。大変驚きましたが、ﾛｰﾀﾘ

ｰにＮｏはないと教わっておりましたのでＹｅｓと即答させていただ

きました。それ以上に驚いたのがもう一人の副幹事を聞いた時

でした。大変驚きましたが、楽しい一年になるだろうと思いました。

既に今年度の活動が動き始めて半年になりますが、大変楽しく

活動させていただいています。今月から始まる一年間も楽しく活

動していきたいと思います。 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年７月４日（木） 会員数 ８０名 

出席 ７１名  欠席  ９名 

来賓  ２名  来客  １名  ゲスト  ３名 

６月２０日例会出席率  ９８．７２％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

小城 林勲 様（Ｇ６ガバナー補佐・大竹） 

畠中  透 様（ガバナー補佐幹事・大竹） 

若林 和明 様（広島安芸） 

藤田 省蔵 様（入会予定者） 

小林 孝憲 様（入会予定者） 

松田 宜久 様（入会予定者） 

■次回例会  ２０１３年７月１８日（木） 

沖田哲義ガバナー公式訪問 

食事：幕の内 

例会終了後、フォーラムを開催します。 


