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ロータリーソング  ｢それでこそﾛｰﾀﾘｰ｣ 

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 

ニコニコ箱 

卓話時間  就任挨拶Ｐａｒｔ１ 

 理事役員委員長 
 

 

 

 

先週は、沖田哲義ｶﾞﾊﾞﾅｰによる公式訪問例会と、その後ﾌｫｰﾗﾑを

行いました。皆様には、ご協力を頂き本当にありがとうございました。 

例会では、ｶﾞﾊﾞﾅｰに卓話を頂き、ロンＤ・バートンＲＩ会長のﾃｰﾏと沖

田哲義ｶﾞﾊﾞﾅｰの地区信条を、詳しくお話頂きました。皆様には、地

区目標達成のためにご理解とご協力を頂きますよう、よろしくお願い

申し上げます。特にﾌｫｰﾗﾑでは、まず「職業奉仕のあり方について」、

また「東日本大震災の被災者に対する事業への補助金について」、

そして「国際奉仕の地区との役割分担と補助金について」の３つのﾃ

ｰﾏについて熱心に討議していただき、ｶﾞﾊﾞﾅｰから色々とご示唆を

いただきました。 後にｶﾞﾊﾞﾅｰ講評をいただき、地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯の運

営や、我がｸﾗﾌﾞ独自の奨学育英資金特別委員会の運営、また活発

に多くの事業に取り組む姿勢や出席率の良さなど、地区内７４クラブ

の手本になる素晴らしいｸﾗﾌﾞであるとお褒めの言葉をいただきまし

た。皆様のご協力のもと、無事に公式訪問例会ならびにﾌｫｰﾗﾑが終

わりましたことをご報告申し上げ、心からお礼を申し上げます。 

また例会の中で、新会員になられました藤田省蔵さん、小林孝憲さ

ん、松田宜久さんが、ｶﾞﾊﾞﾅｰからﾊﾞｯｼﾞの着用をしていただきました。

大変光栄なことであると思います。これからも北ＲＣ会員として、自信

と誇りを持ってご活躍いただきますようお願い申し上げます。 

また２１日の日曜日には、同好会の「洋北山歩隊」で恐羅漢山へ登り

奥様方も参加されました。特に下りのｽﾛｰﾌﾟでは足がｶﾞｸｶﾞｸになりま

したが、楽しい一日を過ごす事ができました。土井洋二隊長を始め､ 

 

幹事の山内会員、幹事補佐の本田会員ご夫婦、そして参加者の皆

様に心からお礼を申し上げます。山登りと、その後の懇親会は互い

の親睦が深まり素晴らしい会だと思います。楽しい会ですので是非

ともご入会ください。共にﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しみましょう。 
 

 

 

＊先週、地区大会本登録のご案内をＢＯＸにお配りしましたが、回答

期日は７月３１日(水)です。案内を紛失された方は事務局まで。 

＊８月例会予定表（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

社会奉仕委員会  合田委員長 

今週末（７/２７）に青少年奉仕委員会との合同事業として「アスチカ」

の会の皆さんを花火鑑賞に招待しております。 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会  鈴木委員長 

８/９(金)に開催いたします「夏の家族会」には多数の方に参加での

回答を頂きました。チケットなどは後日例会でお渡し致します。 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員 先週、ｶﾞﾊﾞﾅｰ

を迎えてのﾌｫｰﾗﾑに多数の方の出席をして頂きありがとうございまし

た。皆さんの活発な意見のおかげで、ｶﾞﾊﾞﾅｰも喜んでお帰り頂けま

した。 

泉会員･塩本(能)会員･下前会員･本田会員 この度、４５周年実行委

員会が発足致しました。来年４月２４日が開催日です。宜しくお願い

します。 

泉会員 会員組織常任委員長を仰せつかりました。会員増強に一年

間頑張りますので宜しくお願い致します。 

山下(正)会員 今年度職業分類・会員増強委員会の委員長を務める

ことになりました。ｸﾗﾌﾞにとって も重要な委員会の一つだと思って

おります。退会防止・会員増強に色々と計画を練って皆さんの力添

えを頂きたく頑張ってみますので、どうぞご指導の程よろしくお願い

いたします。 

髙原会員 ７月の洋北山歩隊での打上げは家内にも案内を頂き、大

変喜んでおりました。 

土井会員･庄子会員･神農会員･久保(雅)会員・山内会員･本田会員 

先日の日曜日に洋北山歩隊で恐羅漢登山に行ってきました。高原

の空気は涼しくとてもさわやかでした。 

広川会員 昨夕、３２～３３度、連日続く７度目のパリから帰って来ま

したが、それにも負けない３４～３５度の今日の広島の暑さには驚き

まいっています。 

久保田会員･達川光男様 松本先生 瀬戸内高校、昨日は先ず難関

突破、来週は大枚を出せるよう、あと二つ頑張ってください。 

山内会員◇ ｸﾗﾌﾞＨＰ内会員ﾌｫｰﾗﾑ活性化を目指して、投稿促進ﾌﾟ

ﾛﾓｰｼｮﾝを行いました。火曜日からの二日間で久保豊年幹事、杉山 

■本日の例会    ２０１３年８月１日（木）    第２１４３回 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

職業奉仕委員会 四つのテスト唱和 

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 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 就任挨拶Ｐａｒｔ２  理事役員委員長 

前回例報告     ２０１３年７月２５日（木） 第２１４２回 

会長時間                会長   庄子 佳良 

幹事報告                幹事   久保 豊年 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

委員会報告 
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会員のお二人に投稿頂きましたので、２，０００円出宝します。 
 

当日計 23,000 円（内、ｗｅｂ110,000 円） 累計 197,000 円 

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

 

 

『就任挨拶Ｐａｒｔ１』 
 

創立４５周年実行委員会 

実行委員長 泉正夫会員 

副実行委員長 塩本(能)会員 

 

実行委員長を拝命しました泉

です。副実行委員長に塩本

能尚会員、下前会員を補佐

に本田会員をお願いしております。創立記念日に向けて頑張っ

てまいりますので、宜しくお願い致します。 

 

理事・ﾛｰﾀﾘｰ財団常任委員長 中山昌実会員 
 

ﾛｰﾀﾘｰ財団常任委員会は、「財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小

委員会」と「米山奨学小委員会」の二つの小

委員会があります。佐々木委員長・粟屋委員

長をはじめとして、ｱｸﾃｨﾌﾞで優秀なﾒﾝﾊﾞｰ構

成されており、心強く思っています。 

ＲＩ会長賞や地区運営方針には財団及び米山の寄付目標が定

められています。これを達成するには、皆様のご協力が必要で

すので、よろしくお願いいたします。 

また、本年度より「未来の夢計画」が実施されました。財団補助

金制度もかわりましたので、これをうまく活用するべきと思います。

その為には「奉仕部門」においては、「本年度の事業の実施」と

「次年度の事業の計画」を同時進行していただき、１月頃には

「次年度の事業の計画」を作成して頂くようお願いいたします。 

 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 佐々木礼正会員 
 

方針と致しましては会長方針「愛と感謝と奉仕

の心」、計画に「ＲＩ会長賞にﾁｬﾚﾝｼﾞ」を掲げら

れていますので委員会として目標達成のため

にも務めさせて頂きます。今年度７月からｽﾀｰ

ﾄした「未来の夢計画」について、学び、情報

収集をして奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会と連携を取っていきます。また、

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを少しでも会員に理解を深めて頂ける様に努めて

まいります。 

計画につきましては、まずは先日も皆様にお願い致しました年

次基金の寄付のお願いでございます。この寄付金は、また我々

の奉仕活動の資金として戻って参ります、今年度は社会奉仕小

委員会の事業の「広島いのちの電話」相談室の環境改善事業と

して地区補助金が使われる事になりました。２７１０地区における

合格した新地区補助金の合格件数１９件。（この総金額は３１８

万円）不合格１５件となっております。申請の締め切りが３月とな

っておりますので、申請に向けての準備も社会奉仕小委員会と

一緒になってやっていきます。次に国際奉仕小委員会とも連携

を取ってｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金の対象となるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについてのｻﾎﾟｰ

ﾄをしていきます。 

未来の夢計画」の理解と円滑なﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進をしていきます。 

これもまたお願いすることにはなりますがﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞ加入を促

進していきます。 ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞでお支払いをされるとその手数料

がﾛｰﾀﾘｰ財団に入るようになっておりますので、是非、加入をよ

ろしくお願い致します。入るだけではなく、実際にお支払いは、 

ｶｰﾄﾞを使って下さい。 

まだ財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小委員会は、難しくてまだまだ理解出来ていま

せんが勉強をして会員の皆様に説明を出来るようにしたいと思

っております。前年度の委員長の岡部会員が素晴らし過ぎてﾌﾟ

ﾚｯｼｬｰでございます。完璧に後任者泣かせだと思っております

が、負けないようにやっていきたいと思っております。 

 

米山奨学委員長  粟屋充博会員 
 

今年度は、当ｸﾗﾌﾞはウ・レンキツさんの世話ｸ

ﾗﾌﾞとなっています。中国吉林省延吉市出身

の優秀な、とても可愛いお嬢さんです。前年

度の５月から月１回例会に出席してくれていま

すので、例会で顔を見かけられましたら、声を

掛けてやって下さい。以前と比べて米山の財

政状況は厳しくなってきており、今年度の米山への地区寄付目

標は１６,０００円/人となっています。 

ﾛｰﾀﾘｰ財団への寄付共々会員の皆様にお願いすることが多く

なると思いますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げま

す。一年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

会員組織常任委員長 泉 正夫会員 
 

会員組織常任委員長を拝命しました泉です。

常任副委員長には山下正司会員にお願いを

して私の補佐をして頂いております。 

会員組織常任委員会には３つの小委員会が

あります。１つは職業分類会員増強委員会で

委員長には山下正司会員、副委員長には上

河内会員です。２つ目は会員選考委員会で委員長には石田会

員、副委員長には髙原会員です。３つ目はﾛｰﾀﾘｰ情報委員会

で委員長には山坂会員、副委員長には杉町会員で構成されて

います。今年度は重点目標として会員増強と退会防止に努めて

参ります。会員皆様には会員増強をお願いしてこの一年間宜し

くお願い致します。 

 

職業分類会員増強委員長 山下正司会員 
 

今年度職業分類・会員増強委員会の委員長

を務めることになりました。ｸﾗﾌﾞにとって も重

要な委員会の一つだと思っております。 

退会防止・会員増強に色々と計画を練って皆

さんの力添えを頂きたく頑張ってみますので、

どうぞご指導の程よろしくお願いいたします。 

 

会員選考委員長 石田平二会員 
 

本年度会員選考小委員会は、会長方針に沿

って会員拡大に努めます。また、会員選考な

あたっては推薦された候補者が当ｸﾗﾌﾞ会員と

して相応しい資質、適性を備えた人物である

か熟慮した上で理事会に報告致します。一年間宜しくお願い致

します。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長  山坂哲郎会員 

代読  杉町 孝副委員長 

 

今年度ﾛｰﾀﾘー情報小委員会といたしましては、

会長方針の「愛（思いやりの心）と感謝と奉仕

の心」のもと、我がｸﾗﾌﾞの伝統である「明るく 

プログラム時間 
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調和のとれた居心地の良い楽しいｸﾗﾌﾞ」を運営の心得とし、会員

候補者に対するｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝや、入会３年未満の会員に対する

ﾛｰﾀﾘｰ情報だけでなく、全会員に対しても、会長のｸﾗﾌﾞ運営方

針にあるように、ﾛｰﾀﾘｰ情報を強化していきたいと思っておりま

す。 

次に計画ですが、 

１．会員候補者への入会前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝは、丁寧なﾛｰﾀﾘｰ情報

の伝達を徹底し、推薦者および同意者にも、その旨の理解を

深めて頂く。 

２．ﾛｰﾀﾘｰの原則の重要性の再認識を全会員に促すための担

当例会を行う予定です。 

３．前年度も行い多くの参加者があった、入会３年未満の会員と

入会歴の長い会員とのｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞを開催いたします

ので、皆さまのご協力の程、宜しくお願い致します。 

以上、１年間宜しくお願い致します。 

 

奨学育英資金特別委員長 丸本佳生会員 
 

奨学育英資金制度は創立１５周年記念事業と

して始めた伝統ある支援事業です。 

今年度育英資金は、基金利息やﾆｺﾆｺ資金で

は補えなくなっており、敢無く基金の取崩を検

討して頂いてる状況でございます。 

育英資金年間給付額は、一人当たり年間約１５万円必要で、現

在今年３年生の３名分の約４５万円は、確保出来ておりますが、２

年生からの予算は無い状況で継続困難になっております。 

基金を取崩す事が出来れば、２年生を始め、社会奉仕事業でも

支援しています東日本大震災で被災された避難者の会「アスチ

カ」に数人高校生がいると聞いております。その「アスチカ」の高

校生や、今年２年生にも育英資金の給付を考えております。 

伝統ある奨学育英資金制度を、是非継続していきたいと考えて

おります。以上よろしくお願いします。 

 

姉妹クラブ友好特別委員長 久永 洪会員 
 

土井副委員長を始め１６人の委員の皆様と一

緒に姉妹ｸﾗﾌﾞ友好のお世話をさせて頂きます

ので、どうぞよろしくお願い致します。 

９月２７日(金)に京都での姉妹ｸﾗﾌﾞ調印式は、

既に案内しました通りですが、そこに至るまで

に京都伏見ＲＣの松原友好委員長が広島北ＲＣの皆様をどうし

ても世界文化遺産の比叡山・延暦寺にご案内したいと４月頃から

行動を起し、平素は見られない迎賓館、大書院も何とか見せても

らうように色々と手を尽くされたと聞き及んでいます。この又とな

い機会に古き良き京都の精神文化の一端に触れ、日本のﾙｰﾂ

を是非訪ねて頂きたいと思います。会員の皆様方、特に入会５

年未満の若い次を担う方には是非参加して頂いて、京都伏見Ｒ

Ｃとの交流を深めて頂き、ｸﾗﾌﾞ友好の継続発展のためにもよろし

くご参加をお願い致します。 

 

長期ビジョン検討委員長  庄子佳良会長 
 

長期ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討委員会の委員長をさせていた

だきます庄子でございます。この委員会は、そ

の年度の会長が委員長となって我がｸﾗﾌﾞの運

営について検討し、理事会に上程するもので

ございます。 昨年度の山内幹事が、ＲＩの戦

略計画立案ｶﾞｲﾄﾞ並びに戦略計画立案ﾜｰｸｼｰﾄに基づいて、我

がｸﾗﾌﾞの長期計画案を策定されておりまして、本年度もそれに

基づき中・長期計画の策定、検証を行ってまいります。 また、本

年度から「未来の夢計画」の実行年度に入りますので、特に補助

金申請の必要な委員会には、３年委員の配属などを検討してま

いります。 単年度事業、中長期的事業について整理し、継続

的に検討いたします。会員増強につきましては、 終目標８５名

を目指して取り組みます。また、単年度主義と３年委員制の両立

に関する協議とｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの立案に取り組みます。 後に、久保

豊年幹事が昨年から取り組んでおります､ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞの普及・促

進に努力します。ｶｰﾄﾞは無料のものもございますので、まずｶｰﾄﾞ

を作っていただき、ご利用いただきましたらﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽの支援にも

なりますので、よろしくお願いします。一年間、よろしくお願い申

し上げまして就任の挨拶を終わります。 

 

ＳＡＡ長 伊藤 保会員 

 

本年度ＳＡＡ長を勤めさせていただきます、伊

藤でございます。私が入会した当時、ＳＡＡの

赤いタスキには威圧感を覚えました。 

例会中は、ジロジロと睨み付けられているような

気がしました。でも例会が終わると、やさしく声

を掛けてくれたのを覚えています。 

そんな経験をもとに本年度ＳＡＡは、庄子会長が掲げた「思いや

りの心と感謝と奉仕の心」をしっかりと心に刻んで、ＳＡＡの業務

に当りたいと思います。 

ＳＡＡは監視役ですが、そもそも、真のﾛｰﾀﾘｱﾝである皆さまに、

厳しい監視など必要ありません。学校ではあるまいし、いちいち

「座りなさい」「静かにしてください」「起立、礼、着席」など必要な

いのです。たとえば、例会前にｱﾅｳﾝｽしているのは「命令」では

ありません。間もなく例会が始まりますよという「お知らせです」。 

ジロジロ睨み付けているのは、身だしなみﾁｪｯｸでも不審者のﾁｪ

ｯｸでもありません。国旗、ﾛｰﾀﾘｰ旗、ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞや料理のｽﾀﾝﾊﾞ

ｲなど、会場のﾁｪｯｸです。 

ＳＡＡは別名「鬼軍曹」という厳めしい名称がありますが、厳しく監

督するのではなく例会運営がうまくいっているのは、会員のみな

さんの協力のお陰だと感謝の気持ちを持ちたいと思っています。 

携帯電話のﾏﾅｰﾓｰﾄﾞ切替の協力に感謝。 

例会中の私語を慎むことの協力に感謝。 

禁煙例会継続の協力に感謝。 

楽しい例会に感謝。 

本年度ＳＡＡ、伊藤、久保田、桑村をよろしくお願いいたします。 

 

 
 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年７月２５日（木） 会員数 ８３名 

出席 ６５名  欠席 １８名  来客  ０名 

７月１２日例会出席率  １００％ 

■次回例会  ２０１３年８月８日（木） 

卓話 「新会員卓話」  

    藤田省蔵 会員/松田宜久 会員 

食事 和食 

会報ＩＴ委員会からのお知らせとお願い 

 

今年度のフェイスブックの運用ですが、例会報告、事業報告

だけではなく予告についても積極的に行うこととしました。 

是非、掲載を希望する事業やお知らせがございましたら会報

ＩＴ委員会にお知らせください。 

また、ホームページの会員フォーラムについても積極的な活

用をお願いします。 


