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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 

入会式 

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  『有害クラゲと有益クラゲの話し』 

 広島大学 

 理事・副学長  上  真一 様 
 

 

 

金井会員の入会式を行いました。 

金井次郎 会員（ｶﾅｲ ｼﾞﾛｳ） 

都市環境整備㈱ 代表取締役 

職業分類：環境コンサルタント 

推薦者:坪内会員･三保会員 

配属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

 

 

 

 

 

 
左から、上田会員・小林会員・山村会員・河本会員・石川会員・久永

会員・山本(正)会員・岸本会員、庄子会長 

皆様、おめでとうございます。 

今月９０才を迎えるに

なります、岸本秀夫会

員にクラブより記念品

をお贈りいたしまし

た。 

 

おめでとうございます! 

 

 

 
 

 

本日の卓話の時間には、広島大学副学長の上真一様をお迎えして

おります。上先生、本日は、どうぞよろしくお願い致します。 

また、先ほど入会式を終え、新会員となられました金井次郎さん、お

めでとうございました。今後のご活躍を祈ります。１０月の誕生会員

の皆様にも、重ねてお祝いを申し上げます。 

さて、９月２７日（金）に、京都の地で広島北ＲＣと京都伏見ＲＣとの

「第２５回姉妹ｸﾗﾌﾞ友好継続調印式」に行ってまいりました。総勢２８

名が参加し、滞りなく調印式が終わりましたことを、先ずもってご報告

申し上げます。 

姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員会の久永委員長を始め、ご参加頂きました

会員の皆様には心から御礼を申し上げます。野球がご縁で始まった

この交流も、今回で２５回を迎え、いつもながら温かくお迎えいただ

き、この京都との交流が、いついつまでも末永く続きますことを心か

ら願っております。同時に、この機会を創っていただきました瀬川会

員、山本忠男会員、福田会員、久保田宏温会員ほか、御尽力いた

だきました全ての皆様に篤く感謝を申し上げます。 

調印式後のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは京都市立芸術大学の「京芸ｶﾙﾃｯﾄ」による 

■本日の例会    ２０１３年１０月１０日（木）   第２１５２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 

地区大会表彰披露 

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 『これからのﾛｰﾀﾘｰの職業奉仕の 

あり方について』 

 職業奉仕委員会担当 

前回例報告     ２０１３年１０月３日（木）  第２１５１回

会長時間                会長   庄子 佳良 
入会式 

誕生月お祝い 
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演奏を聞かせて頂き、楽しく例会を終了いたしました。その後、

ｴｸｽｶｰｼｮﾝで比叡山を訪れ、延暦寺会館で栢木寛照先生の法

話をいただきました。栢木先生は金乗院住職で天台宗宗議会

議長であり、なかなかお会いできない方と聞いておりますが、京

都伏見ＲＣの松原国内姉妹友好ｸﾗﾌﾞ委員長や会員のご尽力で

実現したと聞いております。いつもながら心のこもった設営に感

激をいたしました。法話では、人には良い心と悪い心の二面性

があること、生あるところに必ず死が訪れること、だからこそ与え

られた日々を大切にして、人それぞれが、その生き方を考えな

がら生きることの大切さを説かれました。限られた時間ではありま

したが、心が洗われる思いがいたしました。法話の後、事務長の

ご案内で根本中堂を見学し、説明を聞いた後、通常は入れない

大書院の見学をさせていただきました。夕刻には、延暦寺会館

で懇親会が開催され、友好を深め、互いの友情を確認して参り

ました。 

広島北ＲＣと京都伏見ＲＣとのご縁が未来永劫に続きますことを

祈念申し上げまして会長の時間を終えさせていただきます。 
 

 

 

*１０/６地区大会ご案内 

*例会終了後、理事会を開催します。 

*ガバナー月信（BOX 配布） 
 

 

 

東京世田谷南ﾛｰﾀﾘｰ

ｸﾗﾌﾞの海谷利宏様が

当ｸﾗﾌﾞをご訪問下さい

ました。 

また広島にお越しの際

は、是非当ｸﾗﾌﾞにお

寄り下さい。 

 

 

 
 

 

【お客様ご出宝】 

東京世田谷南ＲＣ海谷利宏様◆ ﾊﾞﾅｰを頂戴し、有難うござ

います。ｸﾗﾌﾞに持ち帰りご紹介します。 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員 上様、本

日はありがとうございます。卓話を楽しみにしております。 

山下江会員 上先生、今日はありがとうございます。ｸﾗｹﾞのお話

楽しみにしています。 

岡部会員 上教授、本日は楽しくためになるお話を楽しみにし

ております。 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員 金井さん、

本日は入会おめでとうございます。これから奉仕と親睦に一緒

に頑張っていきましょう。 

三保会員･坪内会員 金井さん、入会おめでとうございます。一

緒にﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しみましょう！会員の皆様、ご指導よろしく

お願いします。 

佐藤会員 金井さん、入会おめでとうございます。金井さんの入

会で私のﾛｰﾀﾘｰ人生が益々楽しくなります。 

金井会員 入会させて頂きましてありがとうございました。ご指導、

ご鞭撻の程、よろしくお願いします。 

岸本会員★★★★★ 本日は誕生祝いをして頂き、誠にありが

とうございます。私も現在は長寿に恵まれて幸せでございますが、

今後年老いても何か世の中のお役に立ちたいと考えております。

これは私のような高齢者が心がけねばならないことでございます。

尚、本日は心ばかりですがﾆｺﾆｺへ収めさせて頂きます。 

山下(正)会員 先日の京都伏見ＲＣとの継続調印式の翌日に行

われました親睦ｺﾞﾙﾌで天候にもﾒﾝﾊﾞｰにも恵まれ優勝致しまし

た。団体戦も北ＲＣの勝ちで、次回は広島でしましょうと練習をし

て来るように言っておきました。因みに準優勝は越智君でした。 

山本(正)会員◆ 先ずは岸本大先輩が今月９０才の誕生日を迎

えられます。誠におめでたい事で心よりお祝申しあげます。これ

からもお元気でご活躍を願っています。小生は８２才になります

が、７０才台に比べれば大分衰えたかなと感じます。折角ここま

で長生きしたので次は欲を出して米寿（８８才）を目指して頑張

ってみます。東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸもある事ですし！ 

久永会員 誕生日を皆様に祝って頂きましてありがとうございま

す。これからも元気で頑張っていきたいと思っています。 

久永会員☆ 京都伏見ＲＣとの姉妹ｸﾗﾌﾞ提携継続調印式と比

叡山延暦寺での法話･見学･懇親会を無事に終えることが出来

ました。ご参加の皆様方のご協力に感謝致します。/福田さん、

中川さんのﾌｫﾛｰを気持ちよくされた吉永会員･本田会員有難う

ございました。/家内の誕生日に美しい花を頂き有難うございま

した。 

中川会員◇ 京都伏見ＲＣとの調印式では多くの会員の方々に

ご配慮頂き感謝感激でした。有難うございました。 

高原会員◇ 先週９/２９(日)に第１回ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐会議が開催さ

れ、その席で正式にｸﾞﾙｰﾌﾟ６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ｴﾚｸﾄに就任しました。

今後とも宜しくお願い致します。 

水野会員 広島市医師会ｺﾞﾙﾌ大会７０才以上の部で優勝しまし

た。西条で９４点ですが、ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱに恵まれました。 

畑会員 申し訳ありません。所用につき早退させて頂きます。 
 

当日計 85,000 円（内、ｗｅｂ 11,000 円） 累計 682,000 円 

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

 

 

『有害クラゲと有益クラゲの話し』 

 

広島大学  

理事・副学長  上  真一 様 

有害ｸﾗｹﾞの代表として近年漁業被害で問題になっているｴﾁｾﾞ

ﾝｸﾗｹﾞの生態について詳しく説明して頂きました。大変迷惑なｴ

ﾁｾﾞﾝｸﾗｹﾞの大量発生も実は人間の生活活動による事が原因で

いた。魚が減り、ｸﾗｹﾞが増える「ｸﾗｹﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ」が起きています。 

また有益ｸﾗｹﾞではﾋﾞｾﾞﾝｸﾗｹﾞが有名です。中華料理の高級食

材として中国への輸出が増えています。 

以上 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

バナー贈呈 

卓話 

幹事報告               幹事   久保 豊年
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２０１３年９月２７日（金）ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて第２５回姉妹ｸﾗﾌﾞ

友好継続調印式が執り行われました。今回広島北ＲＣからは２８

名参加させて頂きました。調印式後の例会では、すばらしい食

事に、京芸ｶﾙﾃｯﾄさんによるｳﾞｧｲｵﾘﾝとﾋﾞｵﾗの演奏会も催され、

京都伏見ＲＣ様による手厚い歓待を受けました。 

また、その後のｴｸｽｶｰｼｮﾝでは比叡山延暦寺へご案内頂き栢

木寛照様の法話と、一般には未公開で国内外のＶＩＰしか入るこ

との出来ない大書院の見学をさせて頂き、大変有意義な時間を

過ごさせて頂きました。 

 
 

  
久永姉妹ｸﾗﾌﾞ友好委員長         庄子会長 

 
 

金乗院住職 

天台宗宗議会議長 

栢木 寛照 様 

 

 

 

 

 

 

 
 

９/２８(土)広島北ＲＣ＆京都伏見ＲＣ野球同好会ゴルフコンペ 

 
第２５回姉妹ｸﾗﾌﾞ友好継続調印式＆懇親会の翌日、両ＲＣ野球

同好会のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟがﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ滋賀ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞにて開催されま

した。 

朝から快晴に恵まれ、絶好のｺﾞﾙﾌ日和の中１４名でﾌﾟﾚｰを楽し

みました。 

各ＲＣ上位５名による団体戦では広島北ＲＣの勝利となりました。

成績は下記の通りです。 

１位 山下 正司会員 

２位 越智 健剛会員 

３位 木下 博之会員（京都伏見ＲＣ会員） 

次回は広島での開催を約束しております。 

 

 

 

 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年１０月３日（木） 会員数 ８５名 

出席 ７０名  欠席 １５名 

来賓  １名  来客  １名 

９月１９日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

上  真一 様(卓話者) 

海谷 利宏 様（東京世田谷南） 

■次回例会  ２０１３年１０月１７日（木） 

卓話 「大学発ベンチャー企業のご紹介」 

    神奈川歯科大学 教授 河田俊嗣 様 

食事 和食 

第２５回 姉妹クラブ友好提携継続調印式 


