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例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１４年７月２４日発行 Vol．１４００

 

 
 
 
 
ロータリーソング  ｢われら広島北ロータリー｣ 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

寄付表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『就任挨拶Ｐａｒｔ１』  

 理事役員委員長 
 

 

 

 
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ２回目  広川  滋 会員 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ      久永  洪 会員 

ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ            粟屋 充博 会員 

第５回米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 森嶋 久雄 会員 

第２回米山功労者ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 増田 達夫 会員 

第１回米山功労者 畑  秀樹 会員 

 

これからも、ﾛｰﾀﾘｰ財団および米山記念奨学会へのご協力をお願

いいたします。 

 

 

 

 

今日は、皆様お元気のこととお喜び申し上げます。 

台風一過、憂鬱な梅雨がこれで明けるもの思っていましたが、日本

列島には梅雨前線が停滞し、梅雨明けは来週になるようでございま

す。鈍色で覆われた曇天が毎日のように続きますと、気分も滅入り

体調を崩しがちなりますので、どうかお体をご自愛願います。 

ところで健康であるということは、当然ですが今日まで呼吸を繰り返

して私たちの生命を維持してきたことにほかなりません。呼吸は昼夜

を問わず一時も休むことなく、ずーっと自動的に維持されてきていま

す。それがほんの１０分でも、怠けて呼吸が止まれば、いま、ここで

こうして居合わせることはありません。では、この呼吸を維持している

力は何かと言えば、心臓です。 

さて、内臓器官の一部である心臓、肺は、ご承知の通り私たちの自

由意思で動いているわけではありません。つまり生命を維持する重

要な部分は、自由意思が介在しない体内ｼｽﾃﾑを通して正常に動く

ようになっています。少し難しい言い方をすれば、自律神経系と呼

ばれる交換神経系と副交感神経系の下で自律的に調整して、ﾊﾞﾗﾝ

ｽを取りながら動かしています。だから私たちは自らの意志で自由に

生きていると同時に、何か偉大な力で生かされているという事実の

両義性をもって命が維持されていることに気づくと、不思議で敬虔な

気持ちになります。そこで私たちの生命維持に係る、―循環・呼吸・

消化・発汗・体温調整・内分泌等すべては、人智を遥か超えた宇宙

的な秩序でｺﾝﾄﾛｰﾙされていることになります。 

実は、最近その心臓を動かしているのは、心臓の中に電池のような

機能を果す神経細胞があることがわかったきそうです。しかもその電

池とは太陽電池だ、というのです。すると私たちの命の源は、何と太

陽だったことになります。 

ところで、本年度のＲＩ会長のﾃｰﾏが、「Light Up Rotary」と掲げてあり

ますが、当ｸﾗﾌﾞから太陽のような輝きを発信したいものです。 

本日の卓話は、当年度の理事・役員・委員長のための時間となって

います。ﾛｰﾀﾘｱﾝ各位から活動方針の決意を聞くのを楽しみにして

います。本日の会長時間はこれで終わります。 
 

 

 

*８月７日(木)に高原ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えしての｢第１回ｸﾗﾌﾞ協議会｣

を開催します。理事役員委員長及び入会３年未満の会員は出席義

務者ですので、ご出席をお願いいたします。 
 

 

 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会  迫 慎二委員長 

２０１５-１６年度ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金奨学生と地区補助金奨学生の募集

が行われます。もし優秀な候補者がいる場合は、奨学金を紹介して

あげてください。詳しくは地区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載されております。 

ＩＭ実行委員会 

例会終了後、第２回実行委員会を開催します。 

■本日の例会    ２０１４年７月２４日（木）    第２１８８回 

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   ２０１４年７月１７日（木）  第２１８７回 

寄付表彰 

委員会報告 

会長時間                会 長  河本 浩一 

幹事報告                幹 事  合田 尚義 
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【自主出宝】 

河本会員･中山会員･合田会員･二井本会員･佐々木会員 

本年度、理事・役員、委員長の皆さん、本日の就任挨拶宜しく

お願いします。 

高原会員◆･粟屋会員 先日行われました広島東ＲＣの金子克

也ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問には粟屋ＡＧ幹事と共に無事終える事が出

来、ﾎｯとしています。 

庄子会員◆ 本日は、理事･直前会長の就任挨拶をさせて頂き

ます。昨年度一年間お世話になり、ありがとうございました。本年

度は心と体を休める期間と致します。本年度もよろしくお願い致

します。 

山下(正)会員 次年度 会長を拝命いたしました、山下正司で

す。どんな年度になることやら不安もいっぱいですが、上河内次

年度幹事の承認頂き、今年度河本会長・合田幹事の運営をし

っかりと学んでいきたいと思っております。ご指導の程よろしくお

願いいたします。 

中根会員 今年度広報常任委員会の理事委員長に就任致しま

した。１年間よろしくお願いします。 

畑会員 本日、委員長就任挨拶をさせて頂きます。挨拶と云うよ

りも、会報ＩＴ委員会からのお願いとお知らせになるかと思います

が、何卒宜しくお願いします。 

塩本(能)会員 就任挨拶よろしくお願いします。まだ、出宝して

いない方は随時受け付けしていますので、まだ間に合います。 

合田会員 本日、就任挨拶させて頂きます。よろしくお願い申し

あげます。 

藤田会員・小林会員 無事１年を迎える事が出来ました。これか

らもよろしくお願い致します。ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｯｼﾞありがとうございます。 

水野会員 家内の誕生日に素晴らしい花をありがとうございまし

た。 

森嶋会員･岩森会員･槇殿会員･粟屋会員･山内会員 先週の

例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでﾛｰﾀﾘｰ情報委員会のｱﾝｹｰﾄにご協力を賜り、誠

に有難うございました。ｱﾝｹｰﾄの結果を今後のｸﾗﾌﾞ運営に役立

てるべく活用していく所存です。 

高原会員 粟屋さん、中国新聞を読みました。中小企業家同友

会代表理事に就任され、心よりお喜び申し上げます。 

山村会員 先週、広島ﾃﾚﾋﾞの「子どもの目の紫外線対策につい

て」出演させて頂き、岡部さんと佐藤さんに見つかってしまいま

した。 

山坂会員・坪内会員・三保会員・久保(豊)会員・藤田会員・吉永

会員･越智会員・中山会員・岡部会員 上田会員、中区ＰＴＡ連

合会会長就任おめでとうございます。子ども達の手本になる立

派な会長をお勤めください。 

山本(正)会員 先週のﾆｺﾆｺで、年に一回の頭部ＭＲＩ検査・・・・

とのﾒｯｾｰｼﾞが今週の週報では、頭部が東部と間違っています。

小生のﾐｽではありません。しっかりして下さい。 

畑 秀樹会員 山本正会員大変申し訳ございませんでした。 

※下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。 

 
 

当日計 40,000 円（内、ｗｅｂ17,000 円） 累計 135,000 円 

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

 

 

 

 

『就任挨拶 Part１』 
 

理事・幹事  合田尚義 会員 

 

今年度、幹事を務めさせて頂きます

合田でございます。一年間、どうぞ、

ご指導、ご支援の程、よろしくお願

い申し上げます。 

私は２００９年７月に、山坂会員と久保雅史会員にご推薦を頂き、

広島北ＲＣに入会させて頂きました。丁度、今月でまる５年にな

った所でございます。入会当初は当分の間、右も左もわからな

いまま、緊張しながら例会や同好会等の行事に参加をしており

ましたことを思い出します。そして、入会して３年目の年に、粟屋

幹事のもとで副幹事を務めさせて頂き、おぼろげながら、クラブ

全体の事をほんの少しだけ勉強させて頂いたように思います。 

その頃から頭の中に「自分も何時かは幹事の仕事をやる時が来

るのだろうな。」という、ぼやーっとした思いはありましたが、でも、

それは１０年位は先の話だろう思っておりました。ですから、昨年

に幹事就任のお話をお聞きした際には、本当にびっくりとしまし

たし、また無理な話だと感じました。しかし、なかなかＮｏとは言

いにくい元来の性格に加えまして、入会時のﾛｰﾀﾘｰ情報で山本

忠男会員より教えを受けました「ﾛｰﾀﾘｰにはＹｅｓはあってもＮｏ

はない！」という言葉が頭の中を駆け巡りまして、何故か、その

場で「わかりました。」と即答してしまいました。即答する自分に、

心の中のもう一人の冷静な自分がびっくりしておりましたが、正

に覆水盆に返らずで、あっという間に幹事をお受けする話が決

まってしまいました。 

今、入会して５年になりますが、自分は広島北ＲＣが本当にとて

も好きですし、今の自分には、無くてはならない存在のように感

じております。ですから、まだまだ経験不足の私ではございます

が、一年間、とにかく、大好きな広島北ＲＣのために頑張ろうとい

う気持ち、その一心だけでおります。 

とは言え、ポカ・ミスの多発は避けられないと思いますので、皆さ

んも覚悟の上、どうか、温かい目でお見守りください。 

なかなかＮｏと言えない自分ではありますが、来年からはＮｏと言

える日本人になる事を、ここに固くお約束を致しまして、幹事就

任の挨拶とさせて頂きます。一年間、どうぞ、ご指導、ご支援の

程、宜しくお願い申し上げます。 

 

理事・直前会長 庄子佳良 会員 

 

昨年度は、皆様にお世話になりまし

て本当にありがとうございました。会

長として皆様に支えられ、多くの素

晴らしい経験をさせていただきまし

た。 

心から感謝を申し上げ、御礼を申し上げます。本年度は直前会

長ということで、大したお役目もないと思いますので、ゆっくりと

心と体を休める一年間としたいと思っております。 

また、河本会長からご相談がございましたら出来る限りの協力を

させていただきたいと思っております。北ＲＣ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」の実現に

努めてまいりたいと思っております。 

本年度も、ご指導ご鞭撻をいただきますようお願いを申し上げま

して、簡単ではございますが就任挨拶とさせていただきます。 

一年間よろしくお願い申し上げます。 

山本(正)会員◆(先週分) 年に一回の頭部のＭＲＩ検査を

先日行い、例年と同じくどの部位にも異常は認められず一

安心したところです。この調子が続けば生涯、呆け・認知

症･ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ等々とは無縁なのか？とも思いますが、ＭＲＩ

やＣＴ検査では全く異常所見を認めないものもあるらしいの

で、油断禁物ですが。 （１３９９号週報訂正） 

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 卓話時間 
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理事・会長エレクト 山下正司 会員 

 

次年度 会長を拝命いたしました、

山下正司です。 

どんな年度になることやら不安もい

っぱいですが、上河内次年度幹事

の承認頂き 今年度河本会長・合

田幹事の運営をしっかりと学んでいきたいと思っております。  

ご指導の程よろしくお願いいたします。 

 

理事・副会長・会員組織常任委員長 

中山昌実 会員 

 

本年度の副会長を賜りました中山

です。副会長の仕事は河本会長・

合田幹事を蔭から支えることと思っ

ています。会員組織常任委員長と

しましては、河本会長のｸﾗﾌﾞ運営方針にもありますように、会員

数９０名に挑戦し、各小委員長と力を合わせて達成を目指しま

す。また、本年度は当ｸﾗﾌﾞがＩＭのﾎｽﾄとなることが決定しており

ます。山坂実行委員長を支えてこれより準備を進めていこうと思

っています。会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

職業分類･会員増強小委員長 

石井清司 会員 

 

本年度ＲＩ会長賞を獲得するために

は、会員の増強が不可欠です。河

本会長も会員を９０人に増強したい

と、今年度会長方針で述べておられます。私は歴代の委員長さ

んのように能力が高いわけではないので、会員の皆様の力を借

りて目標を達成して行きたいと思っています。今年は８１人でｽﾀ

ｰﾄしましたが現在は既に８５人と順調に増強出来ていますが、

今後も油断することなく、緊張感を持って委員会の運営をしてい

きます。昨年入会候補の方を例会にご招待してﾛｰﾀﾘｰを体験し

ていただきましたが、少なくともその人達には昨年に引き続き入

会を勧めていきます。会員の皆様の協力をお願いします。 

 

会員選考小委員長 髙原宏之会員 

 

会員の選考に当たり、推薦を受け

た人が広島北ＲＣの一員として、ﾛｰ

ﾀﾘｰ会員としての、適格性を備えた

方であることを当委員会で、慎重審

議し次に述べる４つの実施計画に掲げた検討項目に従って会

員選考小委員会の結果を速やかに理事会に報告します。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報小委員長 

ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ  森嶋久雄 会員 

 

本年度ﾛｰﾀﾘｰ情報小委員会委員

長に、就任することになりました、森

嶋です。ﾒﾝﾊﾞｰは、副委員長に山

内、委員に岩森・槇殿・粟屋の５名で委員会を運営することにな

りました。皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

本年度会長のクラブ運営方針「ﾛｰﾀﾘｰ・ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄに―新たな光

を！」をふまえ、我がｸﾗﾌﾞの伝統である「明るく、調和のとれた、

居心地の良い、楽しいｸﾗﾌﾞ」の運営をより一層進化させてゆくこ

とを決意されています。これらを念頭に、当委員会の責務である

（１）会員候補者にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会員の特典と責務に関する情報

の提供、（２）会員にあらゆるﾚﾍﾞﾙのﾛｰﾀﾘｰの歴史、綱領、活動

に関する情報の提供、（３）入会してから最初の１年間、新会員

のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝを監督する。以上の方針をふまえ、計画を実行

する所存です。皆さんのご協力を、よろしくお願いいたします。 

 

理事･ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長 

山坂哲郎 会員 

 

例会は、会員に「出席して良かっ

た。楽しかった。」と言っていただ

けることを目指し、会員相互の親

睦を深める。家族会は、より多くの家族の皆様にご参加いただき

楽しんでいただく中で、親睦を深める。ﾆｺﾆｺ委員会は、より多く

の方から出宝いただけるよう努力する。 

 

ﾆｺﾆｺ小委員長 塩本能尚 会員 

 

ﾆｺﾆｺ小委員会は、桑村副委員

長・炭田会員・深川会員・松田会

員の５名がﾒﾝﾊﾞｰです。慶事･お

めでたいことを中心に些細な失

敗には眼をつむって、明るく楽しくやっていきたいと思いますの

で、一年間よろしくお願いします。 

 

理事･広報常任委員長 

中根弘幸 会員 

 

今年度広報常任委員会の理事・

委員長を拝命いたしました、中根

です。昨年度の広報常任委員会

の委員長は、坪内さんでした。非常に熱心な委員長であったた

めに、ﾌﾟﾚｯｼｬｰを感じています。広報常任委員会は、内部に会

報・ＩＴ委員会しかない、こじんまりとした委員会です。ただ、会

報・ＩＴ委員会の委員長には畑会員、副委員長に佐藤会員という、

非常に実行力のあるﾒﾝﾊﾞｰを配置していただきました。大変感

謝しております。二人の実行力が第一例会から早速発揮された

のが、ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙです。皆さん、ｻｯｶｰの試合終了後のｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

などで、見た事があると思いますが、これを背景に写真を撮ると、

非常に綺麗に取れるし、宣伝にもなるので、今後活用していき

たいと思っています。 

ところで、最終夜会例会において、前年度幹事の久保会員から、

「広報の理事とか、中根さんらしくないな～」と言われてしまいま

した。確かに、私はｽﾏﾎも持っておりませんし、ｱｲﾊﾟｯﾄﾞのようなｱ

ｲﾃﾑも使っていません。また、恥ずかしい話、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸやﾂｲｯﾀ

ｰもやっていない極めてｱﾅﾛｸﾞな人間です。今回、広報常任委

員会の理事委員長を拝命してから、慌ててＦＢを始めて見たも

のの、やり方も分からずいじっていたら、かつて私の事務所で修

習した女性修習生（現弁護士）とお友達になっておりました。こ

の経緯は恥ずかしいので、ここでは省略します。 

ただ、伝統ある北ｸﾗﾌﾞの広報常任委員会を拝命した以上、これ

を機会にＩＴ人間になって、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの対外広報の枠を広げ

ることをお約束して、就任挨拶とさせていただきます。一年間よ

ろしくお願いします。 
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会報ＩＴ小委員長 

副会計       畑 秀樹 会員 

 

本年度会報・ＩＴ委員会を担当させて

頂きます畑です。 

本日は就任挨拶ですが、挨拶と言う

よりも「お知らせとお願い」になるのではないかと思いますが、ご

了承頂きたいと思います。 

まず、一つめは、広島北ＲＣのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞが新年度からﾘﾆｭｰｱﾙ

しております。ぜひ一度ご覧頂き、会員ﾍﾟｰｼﾞのﾌｫｰﾗﾑへの積極

的な投稿をお願いします。また、事前にﾆｺﾆｺ箱への出宝も出来、

後日会費とともに請求となりますので、ご利用下さい。 

二つめは、このﾘﾆｭｰｱﾙしたＨＰにも掲載しておりますが、『ﾛｰﾀﾘ

ｰの友』誌のＷｅｂ版が年内いっぱいお試し期間ということで無料

にて閲覧出来るようになっております。普段からｉＰａｄなど活用さ

れていらっしゃる方には非常に便利だと思います。 

三つめは、既にお気づきの方も沢山いらっしゃると思いますが、

演台の後方にこのようなものを製作いたしました。記者会見やﾋｰ

ﾛｰｲﾝﾀﾋﾞｭｰなどでもお馴染みだと思いますが、これは「ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚ

ｲ・ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ」と言うのだそうです。ｱｯﾌﾟで写真を撮っても何の写

真だかよく分かり、また広島北ＲＣのＰＲも兼ねております。 

そして、最後になりましたが、本日から二日間に亘って行われま

す就任挨拶の原稿のﾒｰﾙによる提出へのご協力をお願いしたい

と思います。週報などに掲載させて頂きますので、出来る限りﾒｰ

ﾙにて、また、それがどうしても難しい場合には、少なくとも原稿の

提出をお願いします。 

以上、お知らせとお願いばかりになりましたが、就任挨拶に代え

させて頂きます。１年間、どうぞ宜しくお願いいたします。 

それから、本年度副会計も担当させて頂きます。 

久永会計長をｻﾎﾟｰﾄして参りますので、こちらも宜しくお願いいた

します。ありがとうございました。 

 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事 粟屋充博 会員 

 

今年度、２７１０地区Ｇ６の高原ｶﾞﾊﾞﾅ

ｰ補佐の補佐幹事を務めさせて頂く

ことになりました。当ｸﾗﾌﾞに入会させ

て頂き丸９年が経過し、ようやくｸﾗﾌﾞ

のことは少しずつ解りかけてきたように思いますが、他のｸﾗﾌﾞのこ

とや地区のことは正直ほとんど知りませんし理解も出来ておりま

せん。高原ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の補佐役が務まるかどうか自信はありま

せんが、ﾛｰﾀﾘｰをより広く、深く理解するよい機会を与えて頂い

たことに感謝し、一生懸命務めさせて頂こうと思います。 

特に来年２月のＩＭにつきましては、会員の皆様方に何かとお世

話になりますが、一年間ご指導とお力添えを頂きますようよろしく

お願い申し上げます。 

 

財団プログラム小委員長 

迫 慎二 会員 

 

今年度、財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小委員長に

任命されました迫です。 

本来、来週が順番でしたが都合が

悪く今週無理やり挨拶させていただきます。今年度の財団ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑは例年どおりに運営させていただきますので、皆様のご協力

をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

７月３日にご入会した４名の方をご紹介いたします。 

 

岡田 清治 会員 

（おかだ せいじ） 

 

推薦者：久保田会員 

推薦同意者：岸本会員 

職業分類：ホテル 

 

 

勤務先：㈱ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 取締役副総支配人・宴会営業部

長 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会・社会奉仕委員会 

 

岡本 勝幸 会員 

（おかもと かつゆき） 

推薦者：山坂会員 

推薦同意者：東会員 

職業分類：地方銀行 

 

 

 

勤務先：㈱西京銀行 広島支店長 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会・社会奉仕委員会 

 

大川畑 文昭 会員 

（おおかわばた ふみあき） 

推薦者：古谷会員 

推薦同意者：髙原会員 

職業分類：損害保険 

 

 

 

勤務先：あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱執行役員中国本部長 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会・青少年奉仕委員会 

 

竹内 剛 会員 

（たけうち つよし） 

推薦者：粟屋会員 

推薦同意者：坪内会員     

職業分類：室内装飾 

 

 

 

勤務先：竹内装飾㈱ 代表取締役 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会・職業奉仕委員会 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年７月１７日（木） 会員数 ８５名 

出席 ７７名  欠席  ８名  来客  ０名 

７月３日例会出席率  １００％ 

■次週例会  ２０１４年７月２６日（土）１７：３０～ 

 『夜間例会＆夏の家族会』  

 会場：広島ﾏﾘｰﾅﾎｯﾌﾟ 

 ※７月３１日(木)の例会を変更して、開催いたします。 

新会員紹介 


