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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 

入会式 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

臨時総会 

卓話時間 ｢退任挨拶｣ 

 G６ガバナー補佐    髙原宏之 会員 

 ガバナー補佐幹事  粟屋充博 会員 
 

 

 

本田 裕二会員の入会

式が執り行われました。 

 

ご入会おめでとうございま

す。 

 

本田 裕二 会員 

（ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ） 

推薦者：山本忠男会員、    

中尾建三会員 

勤務先：広島信用金庫 常務理事 

職業分類：信用金庫 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 
  

 

 

皆様今日は。ご来会のお客様、ようこそお越し下さいました。 

会員一同心より歓迎申し上げます。 

さて、かつて日本のことを「太平洋のスイスに」と例えた人がいました。

戦後間もない１９４９年、マッカサー元帥がインタビューに答えた言

葉です。これは永世中立国スイスに思いを重ねての言葉だったの

かもしれませんが、その翌年には自衛隊の前身である警察予備隊

が発足しています。やがて５１年には、「逆コース」という言葉が流行

語になりました。東西の冷戦の影響で、なし崩し的に再軍備を指し

て「この道はいつか来た道」と揶揄した言葉です。８０年代になると、

大平総理は日米関係を「同盟国」という言葉を使っています。やがて

レーガン大統領のとき、ロン＝ヤス関係で密接だった中曽根総理は、

それを「運命共同体」と言い換えました。 

そして今や「地球的規模の連携」と大きく踏み込んだ言葉へと変化し

ています。つまり、自衛隊の後方支援活動が世界中へと広がったこ

とを意味します。現在の混沌した世界情勢を俯瞰してみると、世界

戦争への序章を目にしているような観すらします。この度の安倍総

理による初の米議会上下両院合同会議での演説に対して、新聞紙

上では様々な論調で報道されています。これがいわゆる「戦後レジ

ームからの脱却」だったのかもしれません。 

ところで去る４月３０日は、ベトナム戦争が終結してから４０年に当た

り、日本には米軍基地がありますが、直接戦争に加わらずにすんだ

のは憲法上に「戦争の放棄」条項があったからのようです。だが複雑

怪奇なのが、人間社会というものです。今後１０年以内に、日本が戦

争に巻き込まれる可能性が、皆無とはいえないほど不透明です。そ

こで、多様な人材が集うロータリーの力を結集するならば、世界の親

善と平和の確立に寄与ができることを念願して、会長の時間を終わ

ります。ご清聴ありがとうございます。 
 

 

 

 

イタリア・ミラノ・ビス

コンテオＲＣのピエ

ール・オルランド氏

が、当クラブでメー

クアップをされまし

た。広島には観光

でお越しになった

そうです。 

 
 

 

 

 

*広島陵北RCより創立２５周年記念 基調講演のご案内をBOXに配

布しております。 聴講をご希望の方は広島陵北RCに直接お申込

み下さい。 

*広島陵北RC創立 ２５周年記念基調講演ご案内（BＯＸ配布） 

*次年度地区大会プログラム（BＯＸ配布） 

■本日の例会    ２０１５年６月４日（木）     第２２２７回 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

会員誕生月お祝い 

入会式 

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 「プラチナ世代 

～人生の後半を豊かに生きる為に～」

 安芸高田市長 浜田 一義 氏 

前回例報告   ２０１５年５月２８日（木）  第２２２６回 

会長挨拶                会 長  河本 浩一 

入会式 

バナー交換 

幹事報告                 幹事  合田 尚義 
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次年度幹事報告  上河内会員 

次年度地区大会の仮登録について 

次年度米山奨学委員会 二井本会員 

この４月から当

ｸﾗﾌﾞがお世話

をしますﾈﾊﾟｰﾙ

出身のﾀﾞｽ・ﾗﾘ

ｯﾄ ｸﾏｰﾙさん

です。 

皆さん、よろし

く お 願 い し ま

す。 

 
 

 

 

 

本日、臨時総会が開催

されました。 

事前に行われた理事

役員選考委員会により

次次年度（２０１６－１７

年度）幹事として岡部

知之会員が選出され、

本日の臨時総会で賛

成多数で承認されまし

た。 

 

「ただいま承認頂きました岡部でございます。私は三保二郎さん

と久保豊年さんの推薦で、伝統ある広島北ＲＣに入会し、７年目

になります。一昨年女房が亡くなったことは皆さんご存知だと思

いますが、ｶﾞﾝが見つかり闘病生活に入った時に、少しでも一緒

にいるためにﾛｰﾀﾘｰを辞めようかと女房に言うと、「ええ年こいて

大好きな野球も始めたり、いつも夜な夜な楽しそうに行ってるん

だから気にせず続けんさい」と、今になって思えば、自分の命が

短いと悟り、ひとりになる私にとって、ﾛｰﾀﾘｰが必要だという心遣

いだったのかなとも思います。 

現に、女房が無くなって以降、ﾒﾝﾊﾞｰの励ましで元気になれまし

たし、寂しさも紛らわすことができました。みなさまの熱い友情に、

この場をお借りして感謝すると共に、このご縁とご恩に対し少し

でもお返しできるよう、この度いただいた大役を務めようと思いま

す。中山次々年度会長をしっかりお支えできるように今から１年

しっかり勉強いたします。今後とも、未熟な私ですがご指導のほ

どよろしくお願いいたします。ありがとうございました。｣ 
 

 

 

【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 

米山奨学生のﾀﾞｽ･ﾗﾘｯﾄ ｸﾏｰﾙさん、奥様、本日はようこそ当ｸﾗ

ﾌﾞ例会にお越し頂きました。ﾈﾊﾟｰﾙは先月の大地震によって大

変な状況となり、ご心痛のことと思います。当ｸﾗﾌﾞも精一杯の支

援をさせて頂きたいと思います。学業と母国の支援活動、頑張

ってください。 

山本(忠)会員･中尾会員 この度、山本･中尾両名の推薦で広

島信用金庫の本田さんが本日入会されました。会員の皆様、よ

ろしくお願い申しあげます。と、同時に本田さんのご活躍をお祈

り申し上げます。 

髙原会員 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐として退任挨拶が出来る事を楽しみにし

ております。 

粟屋会員 皆さん、一年間大変お世話になりました。退任挨拶

をさせて頂きます。これからも引き続きよろしくお願い致します。 

髙原会員 本日の新現引継ぎｸﾗﾌﾞ協議会が無事終わり、ｽﾑｰｽ

な新年度への引継ぎが行われることを祈念しています。 

二井本会員･久保(雅)会員 米山奨学生ﾀﾞｽ･ﾗﾘｯﾄ ｸﾏｰﾙさんと

奥様のﾊﾞﾙﾏ･ｻﾊﾟﾅさん、ようこそお越し頂きました。一年半宜し

くお願い致します。 

久永会員 昨日の中国新聞で歴清社の被爆建物の保存のこと

が過大評価された内容で報道され、恐縮しています。そして、又、

多くの人々から大きな力添えを頂きました。しっかりと社会のた

めに、奉仕のお返しをしなければと心しました。 

岸本会員･山本(忠)会員･福田会員･中尾会員 久永さん、御社

の世界遺産的な煙突の記事を新聞紙上にて拝見しました。思

い切った決断に敬意を表し、貴社の益々のご発展を祈念致しま

す。 

秋山会員 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会の皆様、先日は委員会の歓

迎会をして頂き、ありがとうございました。島本委員長、切子のｸﾞ

ﾗｽを早速晩酌に使わせて頂いております。 

山下江会員 ｶｰﾌﾟの津田投手物語の公演｢ﾊﾞｲﾊﾞｲ｣が８月１日

県民文化ｾﾝﾀｰで行われます。劇団長で主役の寺田さんは両

親が広島生まれ。ｶｰﾌﾟ公認の演劇です。縁あって応援していま

す。ﾁﾗｼが出口のﾃｰﾌﾞﾙにありますので、興味のある方はお持

ち下さい。 

 

当日計 22,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 1,259,400 円 

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

 
 

 

 

『退任挨拶』 
 

Ｇ６ガバナー補佐 

髙原 宏之 会員 

 

２０１３年９月２９日（日）の

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐会議に出席

し、２７１０地区の金子克

也ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ(当時)か

らｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の委嘱状

が渡され、緊張の面持ちでその承諾書に署名したことが、つい

先日のように思い出されます。 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐は文字通り激務となるｶﾞﾊﾞﾅｰを「補佐」する責任を

負うために、ＲＩ理事会の方針に従いｶﾞﾊﾞﾅｰから任命される役職

です。 

１９９６年２月のＲＩ理事会で、増大し続けるｶﾞﾊﾞﾅｰの責務を軽減

するため、「地区ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ﾌﾟﾗﾝ(ＤＬＰ)」」が、承認されました。

１９９７-９８年度、このＤＬＰを採択した地区は複数のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

を任命できることになりました。 

ＤＬＰには、ｶﾞﾊﾞﾅｰの責務を軽減するばかりでなく、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

がｶﾞﾊﾞﾅｰの責務を分担することで、地区の運営の再編成が今ま

で以上に可能になり、より柔軟性をもった公式訪問が実施できる

ようになるという効果があります。 

地区関係では、①ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐会議に出席する、②地区指導者

育成ｾﾐﾅｰに参加する、③地区ﾁｰﾑ研修ｾﾐﾅｰに参加する、③

地区協議会、地区大会に参加する、④ＩＭの企画、運営を担当

する、ということがｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の重要な役割です。 

以上のことに加えて、Ｇ６の全てのｸﾗﾌﾞのｸﾗﾌﾞ協議会に出席し、

各ｸﾗﾌﾞの特徴をつかみ、その後ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問に際して開催され 

卓話時間  

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 

臨時総会 

委員会報告 
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るﾌｫｰﾗﾑをｽﾑｰｽに行うことができるように各ｸﾗﾌﾞの特徴を地区

に報告しました。 

恒例のＩＭは２月１４日（土）、今年度もｸﾞﾙｰﾌﾟ６･７合同でﾎﾃﾙｸﾞ

ﾗﾝｳﾞｨｱ広島で開催しました。来賓の金子ｶﾞﾊﾞﾅｰを迎えて、ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ６・７の１４クラブ(総勢９３７名)の中から４８５名もの多く方々に

ご参加頂き、盛会裡に終えることができました。 

今回のＩＭのﾃｰﾏは「ﾛｰﾀﾘｰに輝きを ～今大切にすべきこと～」

こととし、ﾌﾘｰｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄとして幅広く活躍中の池上彰氏にお越し

頂き、基調講演として「学び続ける力」との演題でご講演頂きま

した。今年度のＲＩ会長ﾃｰﾏ「Ｌｉｇｈｔ Ｕｐ Ｒｏｔａｒy」（ﾛｰﾀﾘｰに輝

きを）をそのまま大会ﾃｰﾏとし、金子ｶﾞﾊﾞﾅｰが今年度の重点方

針の第一項目に掲げておられる「職業奉仕の学習と実践」を念

頭におきＩＭ実行委員会で準備を進めて頂きましたが、２月２３

日がﾛｰﾀﾘｰ創立記念日・世界理解と平和の日であること、併せ

て今年が被爆７０周年という記念すべき年に当たることから、今

回の池上彰氏の講演内容は実に時流に沿ったものであったの

ではないかと思っております。 

又各ｸﾗﾌﾞから、素晴らしい充実したＩＭであったいう評価を頂い

たことも主催者として本当に嬉しく思っています。 

ＩＭの開催に関しましては、河本会長、山坂ＩＭ実行委員長始め

会員の皆様には一方ならぬ温かいご支援を頂き、本当にありが

とうございました。この紙面をお借りして改めて厚く御礼を申し上

げます。 

私自身は２０１４年７月から始まったＧ６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の職務を遂

行する上で、本年度一年を通して金子ｶﾞﾊﾞﾅｰの地区信条であ

る「奉仕を学び、ﾛｰﾀﾘｰを楽しもう」に添い、私自身の年度初め

の決意・所信を絶えず持ち続けて健康でその役職を全うしたい

との思いで努力してきたつもりですが、補佐幹事役として絶えず

共に歩んで頂いた粟屋充博氏、並びにこのような貴重な経験と

役職を与えて頂きました広島北ＲＣの会員諸兄とＧ６内の会員

の皆様に厚く感謝の意を表します。Ｇ６内の７つのｸﾗﾌﾞを訪問し、

各ｸﾗﾌﾞで温かなおもてなしを頂き、そうした中で友情を育むこと

ができたことは私にとってかけがえのない貴重な財産になりまし

た。今後益々Ｇ６内でｸﾗﾌﾞ間の友情が深まり、各ｸﾗﾌﾞが発展し

ていかれることを心から願っています。 
 

 

ガバナー補佐幹事 

粟屋 充博 会員 
 

今年度G６高原ｶﾞﾊﾞﾅｰ補

佐の補佐幹事を務めさせ

て頂き、まず始めに河本

会長始め北ＲＣ会員の皆

様に厚く御礼を申し上げ

ます。と申しますのも、今年度はｸﾗﾌﾞの事に関しては何のお役

にも立てませんでしたが、一年を通して、特に我がｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄｸﾗ

ﾌﾞとなり２月に開催したＧ６・７合同ｲﾝﾀｰｼﾃｨ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞでは山坂

実行委員長始め皆様から心温まるご支援を賜り、感謝の気持ち

で一杯です。 

併せて、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の激務（補佐幹事を務めさせて頂き初めて

解った事です）を立派にお務めになられた高原ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐に

敬意を表しますと共に心から「ご苦労様でした。」と申し上げたく

存じます。北ＲＣの皆様にはお世話になるばかりでしたが、私自

身にとりましてはロータリーをより広く、より深く理解するための良

い機会を与えて頂き、とても勉強になった一年でした。 

高原ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐と一緒に G６内の７つのｸﾗﾌﾞを４回ずつ訪問さ

せて頂きましたが、例会運営の手法や雰囲気（ｸﾗﾌﾞの個性）が

予想以上にｸﾗﾌﾞ毎に違うことに驚きましたし、特に奉仕活動に

関しましては各ｸﾗﾌﾞ独特のﾕﾆｰｸな活動に取り組んでおられるこ

とに感心した次第です。 

又北ＲＣでは、「明るく調和のとれた居心地の良い楽しいｸﾗﾌﾞ」

がｸﾗﾌﾞ運営の永年の伝統となっていますが、他のｸﾗﾌﾞに行って

みて「確かにそうだ。」と確信できましたし、北ＲＣの素晴らしさを

改めて発見することが出来たようにも思います。 

一年間自分なりに一生懸命務めさせて頂いたつもりですが、至

らぬ補佐幹事で、正直高原ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐のお役に立てたかどう

か全く自信はありませんが、この一年間経験・勉強させて頂いた

ことを一つでも活かしてｸﾗﾌﾞのお役に立てるようこれからも頑張

って行きたいと思っています。これからも引き続きよろしくお願い

致します。 
 

 

 

５月２８日（木）１５時３０分より「かなわ」において第２回被選クラ

ブ協議会が開催され、次年度に向けての様々なことが話し合わ

れました。 

 
引続き、１７時からは｢新･現引継ぎクラブ協議会｣が開催され、

現年度より次年度にクラブ運営に関する色々なことが引き継が

れました。 

 
 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年５月２８日（木） 会員数 ８７名 

出席 ７９名  欠席 ８名 

来客  ３名  ゲスト ２名 

５月１４日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

ﾋﾟｴｰﾙ･ｵﾙﾗﾝﾄﾞ 様（ﾐﾗﾉ･ﾋﾞｽｺﾝﾃｵ） 

白井 隆康 様（広島） 

梶  泰起 様（広島西） 

ﾀﾞｽ･ﾗﾘｯﾄ ｸﾏｰﾙさん（米山奨学生） 

ﾊﾞﾙﾏ･ｻﾊﾟﾅさん(ﾀﾞｽ夫人) 

■次回例会 ２０１５年６月１１日（木）１２：３０～ 

卓話  「退任挨拶」 常任委員長他 

食事  洋食 

第２回被選クラブ協議会＆新現引継ぎクラブ協議会 


