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国際ロータリー会長  ロン D．バートン 氏 

国際ロータリーテーマ 

ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 
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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 

会員誕生祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間  『年次総会』～次年度理事役員選出～ 
 

 

 

左から、広川

会員・森嶋会

員・吉永会員・

増田会員 

おめでとうござい

ます！ 

 

 

 

 

 
 

また、今月７０才を

迎える増田会員に

クラブより記念品を

お贈り致しました。 

おめでとうございま

す！ 

 

 

 

 

 

 

本日はﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの時間に年次総会が開催されます。早いもので、昨

年の年次総会でご承認いただき一年が過ぎました。あっという間で

したが、皆さんのご支援、ご鞭撻に心から感謝を申し上げます。 

まだまだ半年以上残っておりますが、今後とも皆様のご協力のもと

一所懸命努めて参りますので、変わらぬご支援、ご協力をよろしくお

願い申し上げます。１１/２８には、久永洪会員と山本忠男会員の傘

寿を祝う会が、ﾋﾞｱﾛｰｾﾞﾝ流川店で開催され、５０名もの皆さんにご参

加頂き盛大にお祝いをいたしました。久永会員、山本忠男会員には

益々のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げます。また、ご参加いただき

ました会員の皆様にもお礼申し上げます。 

先ほどお礼のご挨拶がございましたが、１２/３には、粟屋充博会員

のご尊父様のお別れの会が、当ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島にて開催され、

多くの会員のご参加を頂いております。粟屋会員には、心からお悔

やみを申し上げます。 

また、親睦委員会を始め、社会奉仕委員会や奨学育英資金特別委

員会、国際奉仕委員会、４５周年実行委員会も、活発な活動を続け

ていただいておりますが、委員会の審議が終わりましたら皆様にき

ちんとご報告を申し上げたいと思いますので、ご理解いただきます

ようよろしくお願い申し上げます。師走を迎え、皆様には多忙な日々 

をお過ごしのことと思いますが、「師走」をネット検索してみますとい

ろいろな謂れあるようで、私は、「師、走る」という事で、先生でさえ慌

しく走り回るような月であると解釈しておりましたが、昔はお盆だけで

なく、暮れにも先祖の供養をする習慣があり、お坊様がお経を上げ

るために東西を馳せる月と解釈する「師、馳す」と書いて師馳す（し

はす）といわれるもの、その他、「年が果てる」意味の「年果つ（としは

つ）」が変化したとする説、「四季の果てる月」を意味する「四極（しは

つ）」からとする説、「一年の最後になし終える」意味の「為果つ（しは

つ）」から来たとする説など、様々な説がございますが皆様にはどう

解釈されるでしょうか。 多忙な月ですが、互いに健康には充分に

留意し、暴飲暴食に気をつけてお過ごし頂きますよう、お願い申し

上げまして会長の時間を終わります。 
 

 

 

*地区より「第４回日台ﾛｰﾀﾘｰ親善会議」のご案内が届いております。

詳しい資料は事務局にご依頼ください。 

*例会終了後、理事会を開催します。 

*ロータリーカレンダー配布 

*ガバナー月信（BOX 配布） 
 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会  鈴木委員長 

*祝寿の会お礼 

*１２/１９ｸﾘｽﾏｽ家族会の回答がまだの方は早急にお願いします。 

*例会終了後、委員会を開催します。 

■本日の例会    ２０１３年１２月１２日（木）   第２１６０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 

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 『映画・映画祭をとおして 

ヒロシマと世界がつながる！』 

 映画美術監督  部谷 京子 氏 

前回例報告    ２０１３年１２月５日（木）   第２１５９回 

会長時間               会長    庄子 佳良 

幹事報告               幹事   久保 豊年 

会員誕生月お祝い 

委員会報告 
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職業分類会員増強委員会 山下(正)委員長 

*次週、ゲスト見学例会の２回目を行います。 

プログラム委員会  岡部委員長 

*来年『年男の弁』の実施について 

創立４５周年実行委員会  

*本日１８時３０分より「かなわ」で第２回実行委員会を行います。 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員 本日は、

年次総会です。みなさんの熱い議論よろしくお願いします。 

粟屋会員★ 一昨日の父のお別れの会に多くの会員の方々に

お越し頂き有難うございました。心より感謝御礼申し上げます。 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会一同 久永会員、山本(忠)会員、傘寿

おめでとうございます。そして１１/２８の祝寿の会では、多くの会

員に出席頂き、ありがとうございました。 

久永会員☆◆ 傘寿という説目を多くの皆様方に祝って頂き、

有難うございます。先日の卓話でﾗｲﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ曰く「８０才の人

は１００才までの計画を立てなさい」と言われ、ふんどしを締め直

さねばと気合を入れられました。皆様の元気な｢気｣を頂いて、も

うひと踏ん張りします。８０ということで８枚をﾆｺﾆｺ箱へ。 

山本(忠)会員☆◆ 私と久永さんの傘寿の御祝の会を、１１/２８

の夜、多くの会員の皆様の出席のもとして頂きありがとうございま

した。又、新会員の方達にも出席して頂き感謝しています。又、

花束や記念品等も頂き御礼申し上げます。次の目標は、叶うか

どうか分かりませんが、米寿を目指して頑張りたいと思っていま

す。無理かな？ 皆さん、ありがとう。８０際記念にﾆｺﾆｺ箱へ。 

久永会員◇ ﾃｨﾌｧﾆｰが福屋八丁堀店１階に改装ｵｰﾌﾟﾝしまし

た。歴清社の銀ｼﾘｰｽﾞの特注品が壁に貼られています。東京銀

座ﾃｨﾌｧﾆｰ本店から始まって名古屋、大阪、福岡の店、そして

広島と順次改装が展開されています。近くに行かれた時には見

て頂ければ幸いです。 

森嶋会員◆◆ 誕生日を始めいろいろとお世話になります。半

年ありがとうございました。まとめて出宝させてもらいます。 

広川会員 誕生祝い、誠にありがたく感謝申し上げます。 

吉永会員◇ 先日は妻の誕生日お花をありがとうございます。

新しい家にはきれいな花がよく似合います。また本日は私の誕

生日を祝って頂きありがとうございました。 

二井本会員 三越屋上にて「ｵｲｽﾀｰ＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｶﾞｰﾃﾞﾝ」をｵｰ

ﾌﾟﾝいたしました。通常の飲食店とは一味違う楽しさが味わえま

す。是非一度ご来店下さい。 

山村会員 本日、ﾃﾚﾋﾞ派宣言(広島ﾃﾚﾋﾞ)に出演します。ﾄﾞﾗｲｱｲ

についての話をさせて頂きます。よろしくお願いします。 

増田会員・土井会員・泉会員・久保(雅)会員・粟屋会員・石井会

員・鈴木会員・丸本会員・佐藤会員・小林会員・山内会員 １１/

３０日（土）、釣り同好会（釣鯛会）で秋季例会を開催しました。昼

間は大畠瀬戸で１０名、夜はかなわで家族・ｹﾞｽﾄを含めて１４名

の参加でした。穏やかな冬空の下、ﾁﾀﾞｲを中心とした大漁で参

加者一同大いに楽しみました。 

久保(豊)会員 吉永会員を吉田と間違えました。すみません。 
 

当日計 71,000 円（内、ｗｅｂ26,000 円） 累計 955,200 円 

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

 

 

 

今年度の年次総会が会員総数８５名の内、出席会員数７９名を

もって開催されました。議長の庄子長により理事役員選考委員

が指名され、選考委員会により次年度理事・役員（２０１５-２０１６

年度会長含む）が選出され、全会一致で承認されました。 

また、直ちに第１回被選理事会が開催され、各常任委員長の決

定とＳＡＡ長及び副幹事・副会計・副ＳＡＡの選出がなされまし

た。 

【２０１４－２０１５年度理事役員】 （敬称略） 

会 長（理事・役員）  河本 浩一 

直前会長（理事・役員）  庄子 佳良 

会長エレクト（理事・役員）  山下 正司 

副会長兼会員組織常任委員長（理事・役員） 中山 昌実 

理 事（クラブ管理運営常任委員長） 山坂 哲郎 

理 事（広報常任委員長） 中根 弘幸 

理 事（奉仕プロジェクト常任委員長）  上河内裕司 

理 事（ロータリー財団常任委員長）  中尾 建三 

幹 事（理事・役員）  合田 尚義 

会計長（役員）  久永  洪 

ＳＡＡ長（役員）  三保 二郎 

副幹事  二井本浩司 

 佐々木礼正 

副会計  畑  秀樹 

副ＳＡＡ  藤田 省蔵 

 吉永 征史 
 

 

 

先ほどは次年度理事・役員

を満場一致でご承認下さり、

厚く御礼申し上げます。 

次年度は、この理事役員方

の力強い実践力の支えによ

り、伝統ある広島北ＲＣの会

長として最善を尽くして参る

所存です。 

改めて会員名簿を見ますと、会長としては４６人目になることが

分かりました。その錚々たるお歴々に接し、その責務の重さがず

しりと伝わってきます。会員各位におかれましては、変わらぬご

協力・ご支援を賜りますようお願いを申し上げます。 

次年度で当クラブは４６周年を迎えますが、これを人間に例えれ

ば、まさに脂の乗り切った働き盛りに当り、クラブの発展と各奉仕

活動への探究心を絶やすことなく、当クラブの未来責任を果た

したく存じています。 

最後にクラブ運営の要は幹事にあると聞いています。どうか合田

幹事には、会長同様ご支援・ご協力をお願い申し上げてご挨拶

と致します。 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年１２月５日（木） 会員数 ８５名 

出席 ７９名  欠席 ６名 

来客  １名 

１１月２１日例会出席率  １００％ 

■来客紹介   ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

宮内 直孝 様（広島東） 

■次回例会  ２０１３年１２月１９日（木）１８：００～ 

【夜間例会＆クリスマス家族会】 

※昼の例会を変更しております。お間違えのないようお願

いいたします。 

年次総会 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

次年度会長挨拶            河本 浩一 会員 


