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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 

誕生月お祝い 

祝寿 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間  『年頭挨拶』  

              会長  庄子 佳良 会員 
 

 

 

 
前列左から、佐藤会員・山坂会員・槇殿会員・山田会員・上野会員 

後列左から、粟屋会員・山内会員・久保(豊)会員 

おめでとうございます。 
 

 

 

 

 

今月７０才を迎える 

上野淳次会員にク

ラブより記念品を贈

りました。 

また、９０才を迎える

瀬川会員にもクラブ

から記念品が贈ら

れます。 

 
 

 

 

皆さん、新年、明けましておめでとうございます。昨年はいろいろお

世話になり本当にありがとうございました。正月３が日は、市内はとて

も穏やかな日々でございましたので、清清しい新年を迎えられたも

のと思います。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
また、昨年１２月１９日に開催されました夜間例会ならびにｸﾘｽﾏｽ家

族会には、ご家族を含めて１８１名ものご参加をいただき、盛大に開

催されましたことに心から感謝し、お礼を申し上げます。 お世話い

ただきましたｸﾗﾌﾞ管理常任委員会の神農理事や、ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦

委員会の鈴木委員長を始め、全ての会員の皆様に重ねてお礼を申

し上げます。 ありがとうございました。 
本年４月２４日には創立４５周年記念式典ならびに記念例会が開催

されますが、皆様には、その準備や記念事業の実行で色々ご苦労

をいただきますが、よろしくお願い申しあげます。 
また、１月の誕生会員の中で、正月３が日に誕生されました、山内盛

利会員、瀬川正義会員、久保豊年会員におかれましては、いつも正

月の祝賀行事に紛れて余り誕生日という実感なくお過ごしになった

のではないかとお察し申しあげますが、いかがでございましょうか。

１月の誕生会員の皆様に、重ねてお祝い申しあげます。 
本日は後ほどﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの時間をいただいておりますので、簡単では

ございますが、これで会長時間を終えさせていただきます。 
 

 

 

*ＩＭの回答期日が過ぎております。未回答方は早急に回答をご提

出願います。 

*例会終了後、今年度理事会を開催します。 

*ガバナー月信（ＢＯＸ配布）  

*地区大会特別号（ＢＯＸ配布） 

*広島１４ＲＣ合同懇親ゴルフ大会案内(ＢＯX 配布） 

*例会予定表 (ＢＯX 配布） 
 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会  鈴木委員長 

*ｸﾘｽﾏｽ家族会には多数ご参加頂き、ありがとうございました。 

■本日の例会    ２０１４年１月１６日（木）    第２１６３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 『年男の弁 Ｐａｒｔ１』  

 菅  雅則 会員/河本 浩一 会員 

 藤田 省蔵 会員/山下 正司 会員 

前回例報告     ２０１４年１月９日（木）  第２１６２回 

会長時間               会長    庄子 佳良 

幹事報告               幹事   久保 豊年 

委員会・同好会報告 

誕生月お祝い 

祝寿 
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登山同好会 山内盛利会員 

*次回登山のご案内をお配りしています。 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員  

みなさん、あけましておめでとうございます。今年度もようやく折

り返し点を迎えました。残り半年、ご協力よろしくお願いします。 

神農会員･鈴木会員･島本会員･山下(正)会員･杉町会員･小林

会員･石川会員･佐藤会員･藤田会員・松田会員･本田会員・武

部会員･渡部会員 １２/１９ｸﾘｽﾏｽ家族会では多くの会員ご家族

にご参加を頂き、大変ありがとうございました。楽しんでいただけ

ましたらとてもうれしいです。(ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会一同) 

佐藤会員 伝統と格式のある広島北ＲＣに入会させて頂き、早

一年が過ぎました。これからも皆様の御指導を宜しくお願い致し

ます。 

槇殿会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

上野会員 今月満７０才を迎えます。ｺﾞﾙﾌもｺﾞｰﾙﾄﾞﾃｨｰになりま

す。ありがとうございました。 

山坂会員 明けましておめでとうございます。今月５９才になりま

す。 

山内会員☆ 誕生日のお祝い、有り難うございます。５４歳にな

りました。元旦生まれの特権で、世界中の人から「おめでとう」と

言われます。出来れば「おめでとう」の前に、「明けまして」では

なく、「誕生日」と言ってもらいたいものです。 

高原会員☆ 妻の誕生日に美しい花を頂きありがとうございまし

た。心より感謝しています。 

横田会員 昨年末には妻の誕生日にお花をありがとうございま

した。 

菅会員☆ 皆様おめでとうございます。年賀状頂きながら私は

だしておりません申し訳ありません。今年は年男であり、仕事に

ｽﾎﾟｰﾂにＲＣﾗｲﾌも頑張ります。どうぞ宜しくお願い致します 

山内会員◆ １２月１５日に行われた多打喜会１２月例会で、思

いもよらず優勝することが出来ました。２打差の中に５人がひし

めき合う混戦で優勝出来たのはﾗｯｷｰでしたが、優勝を意識せ

ずﾌﾟﾚｰした無欲の勝利だと思います。 

伊藤会員 『ものまね ｻﾞ･ﾍﾞｽﾄﾃﾝ ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ』が２/４(火)当ｸﾞﾗ

ﾝｳﾞｨｱで開催されます。２０１４年の初笑いに是非ご参加下さい。

宜しくお願い致します。 

東会員･越智会員 本日、誕生日会員の紹介で中村会員と中

嶋会員を間違えてしまいました。新年早々誠に申し訳ございま

せんでした。 

上田会員・本田会員・広川会員・松本会員･山内会員 明けまし

ておめでとうございます。昨年は会員の皆様の御協力のお陰で

活発なﾆｺﾆｺの時間の運営が出来ました。本年も引き続きまして

楽しいﾆｺﾆｺの時間の運営にお力をお貸し下さい。宜しくお願い

致します。ﾆｺﾆｺ委員会一同 
 

当日計 43,000 円（内、ｗｅｂ12,000 円） 累計 1,056,200 円 

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

 

 

『年頭挨拶』 

 

会長  庄子 佳良 会員 
 

皆さん、改めまして明けましておめでとうございます。本年もどう

ぞよろしくお願い申しあげます。 

さて、１月はﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間となっており、１月２１日から２７

日までがﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ追悼記念週間となっております。ﾛｰﾀﾘｰ情

報委員会では、山坂委員長をはじめとした委員の皆様のお世

話で、新会員入会時にﾛｰﾀﾘｰ情報委員会を開催して頂いてお

りまして、ﾛｰﾀﾘｰに対する理解を深めて頂いております。これか

らも継続して会員の皆様にﾛｰﾀﾘｰへの理解を深めて頂きますよ

うお願い申し上げます。ﾛｰﾀﾘｰに入会して多くの会員と親睦を

深め、いろいろな事業を通じて多くの経験を重ね、自らの成長

の一助にすることが大切であると考えております。 

当ｸﾗﾌﾞは、現在８５名の会員を擁しておりますが、これまでｸﾗﾌﾞ

を支えて頂きました経験豊富な年長会員と、近年入会された若

い会員のﾊﾞﾗﾝｽが良く、１００％出席の継続とｸﾗﾌﾞの活発な活動

が、第２７１０地区でも高く評価されており、ｶﾞﾊﾞﾅｰからもお褒め

を頂いております。ﾛｰﾀﾘｰは「出席命」でございます。まず、例会

やいろいろな事業に参加をしてﾛｰﾀﾘｰへの理解を深める努力を

していただくようお願い申し上げます。 

昨年７月から会長として活動させて頂いておりますが、当ｸﾗﾌﾞは

伝統的に活発な活動をしておりまして、偏に会員の皆様のご尽

力のお陰であると感じております。すばらしい会員の皆様に恵ま

れ事業も順調に進んでおりますが、前期の活動を振り返って見

たいと思います。 

私は、「愛と感謝と奉仕の心」をﾃｰﾏに掲げ、特に私のﾗｲﾌﾜｰｸ

とも言うべき青少年健全育成に力を入れて方針を立てさせてい

ただきました。若いころから地域の子ども会やＰＴＡや青少年健

全連絡育成協議会などで活動し、区の子ども会連合会会長や

市子連副会長、地区青少協会長などをさせていただき、多忙で

ﾛｰﾀﾘｰの会長はできないと思っておりましたが、５９歳で会長の

ご指名を頂き、不器用なため地域の会長を全て辞退させていた

だきました。久保豊年幹事や、個性あふれる活発な役員の皆様

に恵まれ、また、会員の皆様の暖かいご支援をいただき本当に

嬉しく思っております。当クラブの基本的精神である「明るく調和

のとれた居心地の良い楽しいクラブ」の実現を目指しております

が、各理事さんや委員長さんのご理解を頂きながら事業が進ん

でおりますことに、心から感謝しております。  

前期活動報告ですが、まず、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会三保理

事や社会奉仕委員会の合田委員長のお世話で、７月２７日に福

島から広島に避難しておられる「アスチカの会」のご家族を５０名

程度招待して、「広島みなと夢花火大会」を海上からご覧いただ

く事業を開催いたしました。避難者の方から、海上から花火大会

を見るのは初めてで素晴らしい経験であると喜んでいただきまし

た。 

８月５日･６日には、青少年奉仕委員会の島田委員長の事業で、

「小さな祈りの影絵展２０１３」の支援活動に参加いたしました。 

また、８月９日には、神農理事、鈴木委員長のお世話で、「夏の

家族会」がﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑで開催され、１４０名を越す会員やご家

族の参加を頂き、楽しい一夜を過ごしました。 

９月２６日には、「広島いのちの電話」に備品を寄贈した贈呈式

が行われ、山本正会員のお世話で、中国新聞に取材していた

だきました。 

９月２７日には京都伏見ＲＣで開催された、第２５回姉妹ｸﾗﾌﾞ友

好継続調印式に総勢３０名で参加し、比叡山延暦寺にて根本

中堂を訪問し、栢木寛照氏の法話を聞き、素晴らしい経験をさ

せていただきました。京都伏見ＲＣの皆さんには心から感謝をし

ております。 

１０月５日・６日・７日には下関で地区大会が開催され、大変多く

の会員の皆様にご参加頂き、また前日に博多で行ったｲﾝﾌｫｰﾏ

ﾙ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞにも多くの皆様にご参加頂きました。 

１２月１９日には、神農理事、鈴木委員長他、会員の皆様のご協

力で、１８５名を越す参加をいただき、楽しいｸﾘｽﾏｽ家族会となり

ました。 

卓話 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 
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また、新しい試みとして、職業分類会員増強委員会の山下正司

委員長の企画で、会員候補者を招いて、ｹﾞｽﾄ見学例会を１１月

２８日と１２月１２日の２回に開催いたしました。すぐに効果は無く

とも、いずれ成果が現れるものと思っております。 

その他、各委員会の会議や、広島陵北ＲＣと広島安佐ＲＣとの

合同親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟや小城ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐も参加された大竹ＲＣと

の親睦ｺﾝﾍﾟなども開催されました。活発に活動して頂いた前期

であったと思います。ありがとうございました。 

創立４５周年記念事業でございますが、現在、泉実行委員長、

塩本、下前各副実行委員長の下、着々と進んでおりまして、ま

ずはﾀｲ･ｽﾘｳｫﾝＲＣと連携して、ﾀｲ郊外の小学校３校に寄贈した

浄水器の贈呈記念式典が開催されます。子供たちに文房具を

持っていくことにしておりますで、ぜひともご協力をお願い致しま

す。この事業は、国際奉仕委員会の企画でございますが、ﾀｲの

水事情の劣悪さを鑑みると、ﾀｲの水資源環境整備に大きく寄与

できるものと考えております。 

４５周年記念事業につきましては、その他も進行中でございます。

詳しくは、いずれ実行委員長からご報告があるものと思いますの

で私からはこれくらいにしておきます。 

今後の予定でございますが、今、分かっているところでは、３月２

日にｸﾞﾙｰﾌﾟ６､７合同ｲﾝﾀｰｼﾃｨ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞが開催されますので多

くのご参加をお願い申し上げます。また、４月２７日には広島１４

ＲＣ合同懇親ｺﾞﾙﾌ大会が開催される予定ですので、ご参加頂き

ますようお願い申し上げます。 

当ｸﾗﾌﾞのために、粉骨砕身の努力する所存でございますが、こ

れからも健康に留意しながら職責を全うしていきたいと考えてお

りますので、ご理解の程どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

その他のお写真はＨＰをご覧ください｡ 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年１月９日（木） 会員数 ８５名 

出席 ７３名  欠席 １２名 

来客  １名 

１２月１２日例会出席率  １００％ 

■来客紹介   ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

橋本 宗利 様（広島） 

■次回例会ご案内 ２０１４年１月２２日（水） 

【広島北･広島陵北・広島安佐３ＲＣ合同例会＆懇親会】 

※２３日（木）の例会を変更し、２２日（水）１８時３０分か

ら、会場はリーガロイヤルホテル広島で開催されます。 

お間違えのないようお願い致します。 

クリスマス家族会 


