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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 

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Ｐａｒｔ２』  理事役員委員長 
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古谷 敏明 会員 

 

 

 

 

 
 

 

 

本日の例会には、青少年奉仕委員会による昨年度からの継続支援

事業であります「小さな祈りの影絵展」の主催者の森永蓉子様にお

越し頂いています。 

先週の例会終了後、第二回のＩＭ実行委員会が山坂実行委員長の

もとで開催され、実行委員会内部の各小委員会の組織の構成が煮

詰められました。実行予算等を仔細に検討し、実りあるＩＭの開催に

向けて鋭意協議しているところです。 

また、今週の土曜日には、ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会の主催にて「夏の

家族会」を設営頂きます。楽しい家族会となりますように、大変楽し

みにしております。 

ところで、わが国の民俗学者の一人者であり、また父もとされる皆様

ご承知の柳田国男の著書に、名高い「遠野物語」がございます。 

その中に次のような一話がありますのでここにご紹介します。 

―ある夫が三陸の海岸を歩いていると、ふと津波で亡くした妻の霊

が現われたので、呼ぶと振り返って、にこりと笑います。 だが、妻に

は連れがいて、津波で亡くなった人と今は夫婦になっている、と言

います。そこで夫が「子供は可愛くないのか」と問いただしますと、一

瞬妻は顔色を変えて泣き出して、足早に立ち去り、渚から姿が消え

てゆくのです。この珠玉の短章は、異界から投影されたﾌｨｸｼｮﾝでは

ありますが、今生の生身の者には万感胸に迫りくるものがあります。 

時は流れて災害は、忘れた頃にやってくるとも申しますが、平成の

大津波の犠牲者の方々には、やがて３年目のお盆を迎えようとして

います。方々で霊を迎える火が焚かれます。門火、精霊流、茄子の

牛など様々な鎮魂祭がとり行われ、迎え火から送り火までの数日間

は、日本人の情念が最も深まるときとでもあります。人の生・人の死

はともに、人を包んでくれる自然や共同体という世界の中でこそ完

結します。本来、人間はお互いが支えあって生かされていますが、

近年核家族化が顕著で、和みあう人と人の絆はほころび、孤立無援

の難民が巷に溢れています。震災後の夏ともなれば、その功と罪を

炙り出しているようでもあります。 

本年もお盆を迎えるにあたり、東日本大震災で亡くなられた御霊を

胸に受け止め、当地区の金子ｶﾞﾊﾞﾅｰが信条とされている「出来るこ

とから行動を起こそう」の通り、一つ一つ手を差し伸べて、改めてﾛｰ

ﾀﾘｱﾝとしての使命と本分を確実に果たしてゆきたく存ずる次第です。 

本日は、これにて会長の時間を終わります。 
 

 

 

*次週３１日(木)の例会は明後日２６日(土)に変更し、広島ﾏﾘｰﾅﾎｯﾌﾟ

において ｢夜間例会並びに夏の家族会｣を開催いたします。 

 ２６日(土)をご欠席の方はﾒｰｸｱｯﾌﾟが必要です。 

*ﾛｰﾀﾘｰ財団及び米山記念奨学会寄付のお願い（ＢＯＸ配布物） 

*８月例会予定表（ＢＯＸ配布物） 
 

 

 

奨学育英資金特別委員会  丸本佳生委員長 

例会終了後、委員会を開催します。また２時より学校の先生をお招き

し、説明会を開催します。 

青少年奉仕委員会  越智健剛委員長 

８/５･６小さな祈りの影絵展紹介と委員会開催案内 

影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ代表 

森長蓉子さんに目録贈呈 

 

活動用のＴシャツと紙芝居

舞台、活動費を支援しまし

た。 

 

■本日の例会    ２０１４年８月７日（木）    第２１９０回 

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 『ガバナー補佐に就任して』 

 Ｇ６ガバナー補佐 高原 宏之 会員 

前々回例報告   ２０１４年７月２４日（木）  第２１８８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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８月５日の様子です。 

 

 

 

【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 

森長さん、ようこそ当ｸﾗﾌﾞにお出で下さいました。「小さな祈りの

影絵展」の活動がこれからも引続き充実していきますようお祈り

いたします。 

上河内会員･越智会員 森長さん､本日はようこそ当ｸﾗﾌﾞへ。緊

張せずにﾘﾗｯｸｽして下さい。｢小さな祈りの影絵展｣頑張りましょ

う！ 

上河内会員◇ 本日、就任挨拶をさせていただきます。一年間

よろしく御願いいたします。 

山坂会員 ７/２６より立町の炉ばた焼 弁兵衛を改装し、大衆瀬

戸内酒場『魚哲』をｵｰﾌﾟﾝします。よろしくお願い致します。 

三保会員･上田会員･坪内会員･山下(正)会員･岡部会員･越智

会員･合田会員･佐々木会員･中山会員･二井本会員･藤田会

員･吉永会員･東会員 山坂さん! 弁兵衛立町店をﾘﾆｭｰｱﾙし、

７/２６｢魚哲｣ｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。山坂さんの｢哲｣の字

の入ったお店、気合を感じます。 

松田会員◇ 本日、ﾆｺﾆｺ委員として初仕事、上手く漢字を読め

なくてすみませんでした。そして１枚ﾒｯｾｰｼﾞを紹介するのを忘

れてしまいました。 

広川会員･上野会員･前会員 先週の例会でｲｴﾛｰｶｰﾄﾞをもらい

ました。 

SAA 三保会員･藤田会員･吉永会員 広川会員、上野会員、前

会員、先週の例会でｲｴﾛｰｶｰﾄﾞにもかかわらずﾆｺﾆｺへの出宝

をありがとうございました。 

当日計 30,000 円（内、ｗｅｂ8,000 円） 累計 165,000 円 

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

 

 

 

『就任挨拶 Part２』 
 

理事･奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 

上河内裕司 会員 

今年度、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長を務め

させていただきます、上河内です。 

理事という役職も漏れなく付いてくるので、

少し気が重たかったのですが･････、受けて

しまいました。 

しかし、先日次年度幹事をやるように言われてから、一段と気の

重たさが増してきてしまいました。 

それでも、各委員会の委員長にすばらしいﾒﾝﾊﾞｰを配属してい

ただいておりますので、皆様のご協力の下、頑張って一年間活

動をしていけるのかなと思っています。 

職業奉仕に坪内会員（やっと私があごで使える立場になりまし

た）、社会奉仕に岡部会員、青少年奉仕に越智会員、そして国

際奉仕に渡部会員というすばらしい委員長となっております。 

この四名の委員長と各委員会のﾒﾝﾊﾞｰの皆さんと共に充実した

活動をしてまいります。 

私の役目は「明るく調和のとれた居心地の良い楽しい委員会」

になるようにすること、そして委員会事業が滞りなく行われるよう

にすることです。要は邪魔をしないことだと思っております。 

ということで一年間どうぞよろしく御願いいたします。 

 

職業奉仕小委員長 坪内昭吉 会員 

今年度、職業奉仕委員長を仰せつかりまし

た坪内です。 

職業奉仕委員会では、今年度も引き続き

毎月第１例会で「四つのテスト」の唱和を皆

様にお願いをいたします。 

また、「職場訪問例会」につきましても、例

年通り開催をさせて頂く予定です。訪問先につきましては、現時

点では未定です。 

それから、会長賞も踏まえて奨学育英資金特別委員会と連携し、

職業奉仕に関連した事業を検討しています。詳細につきまして

はこれから委員会内で協議して内容を決定していきます。 

どうか一年間、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

社会奉仕小委員長 岡部知之 会員 

今年度社会奉仕委員長を拝命しました岡

部でございます。実は３月末締切の地区補

助金申請をするために、合田幹事から昨年

末委員長に指名され、早速委員会ﾒﾝﾊﾞｰ

を先駆けて選考させていただきました。早く

も２月に第１回委員会を開催し、ﾄﾛｯｺ列車

奥出雲おろち号を借り切ってｻﾆｰﾋﾟｱを申請しようということにし

ました。地区財団委員会にも事前に相談し了承を得た上で、自

力で申請書を締切ｷﾞﾘｷﾞﾘ完成することができました。今まさに地

区へ申請するという寸前に、がんの子どもを守る会の方々から

実施は難しい、参加者が募れない可能性が高いという悲しい回

答をいただき、泣く泣く申請を取りやめました。短期間に準備す

ることの困難さを思い知り、今一度社会奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ立案の準

備期間を考え直すきっかけとなりました。そこで当委員会は、今

年度計画する社会奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実施すると共に、次年度地

区補助金申請対象の奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの計画を並行して行うことと

しました。じっくりと地域のﾆｰｽﾞを探り、広島北ＲＣの存在意義を

高めるような奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実現したいと思います。 

小さな祈りの影絵展 2014 

「身近なしあわせ」～あなたの幸せはなんですか？～ 

 

日時 2014 年 8 月 5 日（火）・6 日（水） 

17 時～22 時頃 

会場 元安橋東詰袂にて野外展示 

 

今年で被爆 69 年。自分たちの感じる「身近なしあわ

せ」を影絵であたたかく表現しました。みなさんの日

常に溢れる幸せに改めて気付いてほしい…と思いま

す。お参りの折にご覧ください。 

 

影絵ユースワークショップ代表：森長蓉子

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 

卓話時間 
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ぜひとも皆様、いろんなご意見やご協力をお願いしたいと思い

ます。今年度の計画の中で、東日本大震災被災地への支援活

動をぜひ実施したいと思っております。当委員会ﾒﾝﾊﾞｰに限ら

ず現地に一緒に行っていただける会員を募りたいと思います。

また、何れかの社会奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施日をﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰとして、ﾛ

ｰﾀﾘｰに関心を持ってもらう機会を作りたいと思います。また、そ

の事業を動画に収め、ｙｏｕｔｕｂｅにｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞし国際ﾛｰﾀﾘｰ優秀

作品に選ばれれば、来年国際大会で上映される可能性がありま

す。ぜひﾁｬﾚﾝｼﾞしたいと思います。 

 

国際奉仕小委員長 渡部哲生 会員 

国際奉仕委員会では、昨年度に引き続き、

ＲＩ会長賞の挑戦項目の一つ「水と衛生」に

対して活動して行く予定です。 

昨年度は、丸本委員長のもと、ﾀｲ郊外の小

学校へ浄水器の取付けを行いました。ﾀｲ

にも数回行き、準備にお金と時間がかかっ

た事業でしたが、取付た小学校の皆さん、協力頂いたｽﾘｵﾝＲＣ

の皆さんには、とても喜ばれ、終わって見ると、とても達成感のあ

る充実した事業でした。 

この事業を今年もｽﾘｵﾝＲＣに協力を頂き、行う予定です。 

２番目に会長の計画に「国際社会への奉仕活動の強化」とあり

ますので「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金事業」を念頭に置いた、国際奉仕活

動が何が出来るかを１年間で調査する予定です。 

１年間頑張りますので宜しくお願い致します。 

 

青少年奉仕小委員長 越智健剛 会員 

青少年奉仕委員長を仰せつかりました越

智です。 

青少年奉仕委員会は、新世代奉仕委員会

と呼ばれていた時を含め、復活して数年し

か経っていません。そこで今年度、当広島

北ＲＣでの青少年奉仕についての在り方、

考え方を検討して行きたいと思います。その他にも、本日ご案内

した小さな祈り影絵展への支援、ＲＹＲＡへの協力等を行ってい

きます。また、他の奉仕プロジェクトと協力し、青少年にむけての

事業を行っていきたいと思います。 

 

理事･ﾛｰﾀﾘｰ財団常任委員長 

 中尾建三 会員 

ﾛｰﾀﾘｰ財団常任委員会には２つの小委員

会があり、財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小委員会と米山奨

学小委員会で構成されています。委員会

の主な役割としてはﾛｰﾀﾘｰ財団と米山記念

奨学会の意義を会員に理解してもらう為に

活動することと、両会への寄付をお願いすることです。米山記念

奨学会への寄付は法人としても行えます。本日、ＢＯＸに寄付の

お願いをお配りしていますので、是非協力をお願いします。前

年度は目標を達成し、会長賞の獲得にも貢献出来ております。

今年度も是非目標を達成したいと思います。次回例会時に寄付

のお願いに伺いますので、是非協力をお願いします。 

 

米山奨学小委員長 岡崎陽一 会員 

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会は、勉学、研究を

志して日本に在留している外国人留学生

に対し、日本全国のﾛｰﾀﾘｱﾝの寄付金を財

源として、年間７００人に奨学金を支給し支

援する民間最大の奨学団体です。将来母

国と日本との懸け橋となって国際社会で活

躍する優秀な留学生を奨学することを目的とし、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを

通して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢献の意

識を育て、将来ﾛｰﾀﾘｰの理想とする国際平和の創造と維持に

貢献する人となることが期待されます。 

当ｸﾗﾌﾞも留学生の徐 星云君をお世話しており、久保雅史会員

がｶｳﾝｾﾗｰとして厚いお世話をしてくれております。 

最後に当委員会とて今年度寄付金一人当たり１６，０００円以上

を目標としており、今年度は法人寄付」についても是非お願い

をしたいと思っておりますので、協力をお願いいいたします。 

 

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を今後も

給付事業を継続と東日本大震災の発生以

降、当ｸﾗﾌﾞにおいても震災復興支援事業

に取組んできていますが、特に青少年に対

する支援事業を行う方針であり、そうした事業の一環として、昨

年度、創立４５周年記念事業「東日本大震災の避難者高校生に

対する奨学育英資金の給付事業」を、今年度も継続します。 

今年度は下記の３点について事業を実施します。 

①奨学育英資金制度規約について、「奨学育英基金の種類」

等、改定の検討を図る。 

②「奨学育英資金制度」 創立１５周年記念事業として始めた伝

統ある支援事業については、当ｸﾗﾌﾞの規約を、直接ご説明し、

再度趣旨を理解して頂く。 

③昨年度の創立４５周年記念事業継続事業「東日本大震災の

避難者高校生に対する奨学育英資金の給付事業」を引き続

き行いますが、ただ給付するだけではなく、もう少し接点を検

討し、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞはどのような奉仕団体か、また震災時や現

状の生活、将来の夢や職業等、情報交換しながら、関わりを

持っていきたいです。 

 

会計長 久永  洪 会員 

私の目は、好きなものを読むときは良く見え

ますが、不得意なこと特に数字を見る時は、

ﾒｶﾞﾈをかけても残念ながらすぐにぼんやり

としてきて、やがて見えなくなります。人の

体は良く出来ていると感心します。そういう

私ですので、副会計の畑会員に会計のこと

は全ておまかせして、「責任は私」ということで任務をまっとうしま

す。会計の方針として２つあります。１つは、皆様方のｸﾗﾌﾞ活動

が円滑に出来るように会計処理を迅速・適正に行います。 

２つ目は、収支状況を常に把握し、適切な運営を図ります。と、

いうこで、皆様方のご協力をよろしくお願い申しあげます。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦小委員長 

島本章生 会員 

入会してから副幹事の年を除いて全て家

族親睦委員会に所属しております。今年は

委員長ということで家族親睦委員会は最後

の年と思って、会員の皆さんの親睦が更に

深まるように頑張ります。また、新会員が多

く入ってくれることを願っており、新会員がＲＣを楽しめるような委

員会としていきたいと思います。一年間よろしくお願いします。 

 

Ｓ.Ａ.Ａ.長 三保二郎 会員 

本年度ＳＡＡは例会のｽﾑｰｽﾞな運営を図る為、時間の管理をし

っかり行うとともに、卓話中の携帯電話、居眠り、お喋り、途中離

席などを行わないように促して行きます。その手段としてｲｴﾛｰｶ

ｰﾄﾞをお渡しし注意します。 
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それでも同じ行為があった場合にはﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞとﾆｺﾆｺ出宝をお願

いいたします。この一年間一枚も黄色や赤のｶｰﾄﾞをお出しするこ

との無いようご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

副Ｓ.Ａ.Ａ. 藤田省蔵 会員 

皆さんこんにちは、本年度副ＳＡＡを拝命し

ました、藤田でございます。よろしくお願い申

し上げます。本年度は、三保ＳＡＡ長の発案

で例会中のﾏﾅｰ向上のため皆様のお手元

へｲｴﾛｰｶｰﾄﾞもしくはﾚｯﾄﾞｶｰﾄﾞをお届けせざ

るをえないという状況があるかもしれませんが、

その時には、「おっ､そうだった悪い悪い」という寛大なお気持ち

でｶｰﾄﾞを受け取っていただければと思います。どうか一年間よろ

しくお願い申し上げます。 

 

副Ｓ.Ａ.Ａ. 吉永征史 会員 

この度、副ＳＡＡに就任させて頂きました吉永

でございます。入会３年未満の私が会場監

督をすることになろうとは思ってもいませんで

した。諸先輩方を前に心苦しい気持ちでいっ

ぱいです。今年度の取り組みとして、例会中

にﾏﾅｰ違反をされた方にはｲｴﾛｰｶｰﾄﾞとﾚｯﾄﾞ

ｶｰﾄﾞで注意喚起をさせていただいております。 

先週の例会で２枚のｲｴﾛｰｶｰﾄﾞを持って行かせていただきました。

持って行くのは私の役目になるだろうと腹はくくってはいましたが

正直、心臓はﾊﾞｸﾊﾞｸでした。１年後には、ﾉｲﾛｰｾﾞもしくは皆さん

に嫌われて孤独になってないか心配しております。 

楽しく充実したﾛｰﾀﾘｰ人生を過ごすためにも、皆さんのご協力は

欠かせません。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

副幹事 二井本浩司 会員 

本年度、副幹事を仰せつかりました二井本で

す。広島北ＲＣに入会させていただき、２年と

８か月ほどになりますが、ﾛｰﾀﾘｰについて未

だ何も分かっていないのが現状かと思います。

その様な私に合田幹事の方から、副幹事を

やってもらえないかと言われた時は本当にび

っくりしました。とっさに私にそのような役が務まる訳が無いとちょ

っと引きましたが、勉強するには又と無いﾁｬﾝｽだという事に気づ

かさせていただきまして、ありがたくお引き受け致しました。今年

度は、ＩＭのﾎｽﾄｸﾗﾌﾞという役割もあるという事が後からわかりまし

て、２度びっくりですが、副幹事という役を引き受けさせていただ

いた以上は、微力ではございますができる限り精一杯頑張らして

いただき、佐々木副幹事と共にしっかり合田幹事をｻﾎﾟｰﾄして、

河本会長、中山副会長年度が「よくやった」といっていただけるよ

うにしたいと思います。このような勉強する機会をいただきました

事に感謝いたしまして、また、会員の皆様にご指導ご協力いただ

きますようお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきま

す。どうぞ１年間宜しくお願い致します。 

 

副幹事 佐々木礼正 会員 
 

今年度、副幹事を仰せつかりました佐々木

でございます。 

まだ入会歴も浅く、どういうふうに会が運営さ

れているか正直解っていませんでしたが、今

年度が始まる前からの被選理事会や、各常

任委員会、小委員会などに参加をさせて頂き、どう会が運営され

ているのかが解って参りました、関わる事により皆様が色々ﾛｰﾀﾘ

ｰについて考えられているんだなと改めて実感しております。 

副幹事の役割を理解出来ているとはまだまだ言えませんが、合

田幹事をしっかりｻﾎﾟｰﾄ出来るようにならないといけないなと、思

っております。先日、久保前年度幹事に、副幹事をして勉強させ

て頂きます！と言ったら、「勉強じゃないんだよ！ 実践なんだ

よ！」と言って頂き、確かにそうだと思いましたが、余計にﾌﾟﾚｯｼｬ

ｰに感じる様になりました。が、こんな言い方がいいか分かりませ

んが、自分自身楽しみながら出来る様になればと思っております。

河本会長の下、伝統ある北ＲＣのお役に立てる様に努めて参りま

すのでこの一年間よろしくお願いいたします。 

 

プログラム小委員長 久保豊年 会員 

本年度は、会員卓話に重点を置いたﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑを組むという計画にしています。また、各委

員会に出来るだけ担当例会をお願いしたい

と思いますので、各委員長におかれましては

御協力をお願いします。 
 

 
 

 
 

【夜間例会＆夏の家族会】 

会場：広島マリーナホップ 

参加者：会員５３名、家族６５名 
 

先月２６（土）に今年度「夏の家族会」が開催されました。 

天候にも恵まれ、楽しい時間を過ごせました。 

 
 

  
 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年７月２４日（木） 会員数 ８５名 

出席 ６８名  欠席 １７名  来賓  １名 

７月１０日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

 森長 蓉子 様（影絵ﾕｰｽﾜｰｸｯｼｮﾌﾟ代表） 

■次週例会  ２０１４年７月２１日（木）１２：３０～ 

 『金子克也ガバナー公式訪問』  

前回例報告   ２０１４年７月２６日（土） 第２１８９回 


