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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 

入会式 

会員誕生月お祝い 

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 
 

 

 

黒田昌浩会員の入会式が

執り行われました。 

 

ご入会おめでとうございます。 

 

黒田 昌浩 会員 

（ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ） 

推薦者：古谷敏明会員、    

髙原宏之会員 

勤務先：あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱ 常務執行役員 

職業分類：損害保険 

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、心から歓迎申し上げます。後ほど卓話をいただきます浜田さん、

楽しみにしています。 

さて去る５月３日、柔軟な表現力で幅広く支持された詩人＝長田弘

（おさだ・ひろし）が、７５歳で旅立たれました。ふと、大学生のころに

読んだことある散文詩が甦ってきました。 

 ―きみはいつおとなになったんだろう。 

大人のような、大人でないような頃でしたので、読んでドキッとしたの

を覚えています。自称「ただの詩人」は、見えそうで見えない本質を、

わかりやすくｼﾝﾌﾟﾙに紡ぎだしていました。先の問いに、詩は次のよ

うに答えています。 

 ―きみがきみの人生で、「こころが痛い」としかいえない痛みを、は

じめて自分に知ったときだ、と言っています。 

また、東日本大震災のとき、自らの古里の惨事にひときわ強い衝撃

を受けて次のように憂いていました。 

 ―いつのまにか「人間のできる範囲のこと」を超えてしまった、と。 

そして、 

―遠くを見る眼が衰えてきている。 

と案じながら綴っています。 

つまり、自分の場所、自分の位置を見失っていないか、科学も技術

も何のためにあるのだろうか、と３・１１後の私たちを気遣っていまし

た。 

ところでかの詩人が好んだのは、海を見ることだったそうです。「地

球を地球たらしめている調和」に自らの身をゆだねて浜辺に座り、地

平線の向こうを、沈みゆく夕日をよく独りでただ見つめ続けていたそ

うです。詩人には、何が見えていたのでしょうか。・・・・それはひょっ

とすると、ﾛｰﾀﾘｰの言う「手に手つなぐ友愛の心」だったのかもしれま

せん。ご清聴有難うございます。 
 

 

 

 

 
今月、誕生日を迎える方は次の方です。 

菅 会員、前 会員、髙原会員、本田(裕)会員、古谷会員、神農会員、

杉町会員、下川会員、坪内会員、菅 

会員、中根会員、浦会員 

また、還暦を迎える神農会員にはクラ

ブから別途記念品をお贈りしました。 

おめでとうございます！ 

 

■本日の例会    ２０１５年６月１１日（木）    第２２２８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・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 「退任挨拶」 常任委員長他 

前回例報告   ２０１５年６月４日（木）   第２２２７回 

会長挨拶                会 長  河本 浩一 

入会式 

誕生月会員お祝い 
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*地区大会特集号再発行分（BＯＸ配布） 

*ガバナー月信（BＯＸ配布） 
 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会  島本委員長 

６月２５日（木）は今年度最終例会並びに新会員歓迎懇親会で

す。多数の皆様にご出席いただきますようお願い申しあげます。 
 

 

 

野球同好会   

三次きんさいリーグ結果報告 
 

 

 

【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 

浜田様、本日は当クラブの例会にお越し頂きありがとうございま

す。卓話をたのしみにしております。黒田さん、入会おめでとうご

ざいます。一日も早く慣れられ、奉仕に親睦にご活躍ください。 

河本会員･中山会員･合田会員･二井本会員･佐々木会員 

先週、新現引継ぎクラブ協議会を開催させて頂き、現年度の事

業報告と申し送り事項を、新年度に無事、引き継がせて頂きまし

た。現年度の皆様、大変ありがとうございました。そして、新年度

の皆様、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

山下(正)会員、東会員、上河内会員、藤田会員、吉永会員 

今年度正副会長幹事の皆様、一年間お疲れ様でした。新現引

継ぎｸﾗﾌﾞ協議会での引き継ぎも無事に終わり、ありがとうござい

ました。これで新年度に向けて問題なく入っていけるものと思い

ます。楽しいｸﾗﾌﾞ運営を目指して、一年間頑張ります、どうか会

員の皆様ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

山本(忠)会員 安芸高田市長 浜田一義様、本日は御多忙の

中、卓話に来て頂きありがとうございます。お話を楽しみにして

いますので、よろしくお願い致します。当ｸﾗﾌﾞ会員の皆様も楽し

みにして下さい。 

福田会員 浜田安芸高田市長殿、ようこそお出で下さいました。

本日の卓話よろしくお願いします。故郷をよろしくお願いします。 

髙原会員 安芸高田市長様、ようこそお出でくださいました。歓

迎致します。検診業務で近頃そちらの方面に伺っています。 

古谷会員 黒田さんの入会を心よりお喜び申し上げます。黒田

さんは、ﾛｰﾀﾘｰを楽しんで下さい！ 

髙原会員◇ この度入会された黒田昌浩様、心より歓迎申しあ

げます。 

古谷会員 今回、７１才の誕生日を迎えることが出来ました。引

き続き皆様方のご友情を宜しくお願いします。 

髙原会員◇ 今年も誕生日のお祝いをして頂き感謝しています。

暑さに負けず今後ともｸﾗﾌﾞの発展に貢献します。 

中根会員 誕生日を祝って頂き、有難うございます。６月生まれ

はいつも人数が多く、賑やかでよかったです。 

杉町会員 お陰を持ちまして、６２才の誕生日を迎える事が出来

ました。これからも御指導の程宜しくお願い致します。また、明日

から「とうかさん」です。浴衣で街に出かけましょう！ 

神農会員◇ 誕生日のお祝いありがとうございます。早いもので

ﾛｰﾀﾘｱﾝになって１５年目は６０才となりました。これからもよろしく

お願い致します。 

本田(裕)会員 今月、５９才の誕生日を迎えます。ﾛｰﾀﾘｱﾝにな

りたてですが、今後とも宜しくお願いします。 

坪内会員 誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。５３才を

迎えますが、これからも元気に頑張りますので、ご指導よろしく

お願いします。 

山坂会員･山下(正)会員･東会員･神農会員･山内会員･越智会

員･岡部会員･吉永会員･武部会員･松田会員･森会員･浦会員 

５/３１野球同好会は三次きんさいﾘｰｸﾞで２試合を快勝。これまで

無敗の安芸高田ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞに黒星をつけ、同率１位となりました。 

山坂会員 ５/３１三次きんさいﾘｰｸﾞ、１試合目の対甲田ﾌｧｲﾀｰ

ｽﾞで神農投手が完封。１０対３の３回ｺｰﾙﾄﾞｹﾞｰﾑで勝利しまし

た。 

山坂会員 三次きんさいﾘｰｸﾞ２試合目の対安芸高田ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞで

は久保豊年投手が８対２の完投で勝利しました。 

久保(豊)会員 三次きんさいﾘｰｸﾞの２戦目に先発し、２点取られ

ましたので、２枚出宝します。 

水野会員 昨日、ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞのＪｽﾃｰｼｮﾝに息子の寛が水虫の説

明で出演しました。これから梅雨になり、水虫・たむしが多くなる

季節です。お気をつけください。 

島本会員 先日，島本の名で，「ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ」ついて書いた葉書

が届いた会員がおられると思います。全ての発送後に，「差出

人」の印刷をしていないことに気づきました。あやしい葉書となっ

てしまい大変に失礼しました。差出人は私です。反省しておりま

す。 

 

当日計 50,000 円（内、ｗｅｂ18,000 円） 累計 1,309,400 円 

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

 
 

 

 

 

『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 

安芸高田市の平均寿命

は、平成２年の統計で男

性８０．０歳（広島県６位・

全国５２０位）女性８８．１

歳（広島県１位・全国１６

位）で非常に長寿の町で

あります。市民の皆様の

長寿は大変喜ばしい事

でありますが、「生まれて、住み、育ち、働いて良かった」と思え

るような老後のﾗｲﾌｽﾀｲﾙを構築するよう、準備をしておくことは、

とても大切な事と思います。 

現役世代を含めた概ね５５歳以上の方々を「プラチナ世代」と呼

び、県民の皆様がプラチナのようにいつまでも輝き続けられる環

境づくりを推進するため、広島県では「プラチナ世代支援協議

会」を設立して活動をされています。私も協議会役員として、社

会福祉協議会等の関係団体とともに社会参画に向けた事業を

推進しています。慰問ｺﾝｻｰﾄ・料理教室、絵の指導等のﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ活動・文化の発信継承等々の活動を支援しています。 

先般、市民ﾌｫｰﾗﾑを開催し、講師としてお迎えした藤原和博さ

んによると、人生観は、人により異なりますが、定年を迎えた後

は孫の守りや旅行を楽しんで人生を終えるのが一般的なﾊﾟﾀｰﾝ

でした。しかし、平均寿命が延び、定年後の人生が長くなり、人 

卓話時間  

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 

委員会報告 

同好会報告 

幹事報告                 幹事  合田 
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生設計の見直しを迫られる時代となりました。 

また、司馬遼太郎さんの有名な書籍「坂の上の雲」と対比して、

明治維新から日露戦争時代の「雲」を目指した生き方と、それと

比べて平均寿命が２０年～３０年と長くなった時代では、老後に

待ち構えているのは、「雲」ではなく、次の新たな「坂」であるとし

て「坂の上の坂」という書籍を出版されﾍﾞｽﾄｾﾗｰとなった事は皆

さん承知の事であります。 

藤原和博さんは、著書の中で人生の変化を「人生のｴﾈﾙｷﾞｰｶｰ

ﾌﾞ」と表現されています。生まれてから人生の終わりまでの人生

を横の線で描くようです。小・中・高校生、大学生、就職、結婚と

それぞれの小さい山を経験して、それらの山を総合して「山なり

のｶｰﾌﾞ」を描き、ﾋﾟｰｸが死に向かって下り坂になり、人生の役目

が終わったと勝手に解釈してしまうのが「坂の上の雲」のﾊﾟﾀｰﾝ

のようです。 

こうした人生「ひと山」を越えてもその先の時間はまだまだ長く、

惰性で余生を生きるには無理を生じるので、ｽﾎﾟｰﾂ・研究･趣味

とは言わず、これまで経験しなかった仕事、本当にやりたかった

仕事、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等による社会貢献、自分の特技を発揮するなど、

あきらめずに「ふた山」に挑戦すれば、人生の満足感がより充実

すると言われています。 

定年後の自分なりの「豊かさ」を定義するには、社会・地域・家

族、そして食事を大切にして幸福を共有する時間を育むことも

大事なことです。とりわけ、私には難しいと感じましたが、藤原和

博さんの著書でも紹介されていた、自宅での朝食・夕食は家族

との会話の時間であり、ﾃﾚﾋﾞを見る場所ではないという事です。 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞからﾃﾚﾋﾞを追放し、家族との会話をする場所とするのも、

大事な事と思います。 

また、会社を辞めて肩書が無くなり、社会に対して自分の存在を

示す物が何も無くなるとこんなに寂しい事はありません。ツイッタ

ー、フェイスブック等により、自分の居場所を作る事も大切です。 

定年後の素晴らしい「ふた山」を迎えるために、今までの固定観

念にとらわれる事なく、準備をしておくことは大切な事です。 

「ふた山」の挑戦には怖さがありますが、これまでにない、「自分

の時間と仕事に挑戦するには、思い切って勇気を持って行動し

て頂きたいと思います。 
 

 

 

   

   古いロゴ            現在の公式ロゴ 

 

長年にわたり、ロータリーの「歯車」が資料や掲示板でロゴとして

使われてきましたが、２０１４年に新しいロゴが発表されました。 

その理由などは以下のとおりです。 

「以前の歯車には「Rotary International」という文字が入って

いますが、文字が小さいために遠くからは読みづらいものとなっ

ています。その結果、一般の多くの人びとは、ロータリーの存在

またはプロジェクトや活動におけるロータリーの貢献に気づかな

いことがあります。このようなことを防ぐためにロゴを新しくするこ

ととしました。」 

「ロータリーのロゴに「Rotary」という文字を入れたのは、このた

めです。これがロータリーの公式ロゴであり、可能な限り、このロ

ゴを表示するようにしてください。 

また、公式ロゴのほかに、ロータリー

の歯車を大きく表示したのが「誇り

のシンボル」です。このような表示に

よって強いインパクトを与えることが

できます。ただし、「誇りのシンボル」

は公式ロゴの近接位置に表示する

必要があります。 

例えば、行事において、演台にロータ

リーの歯車を大きく表示し、舞台上のスクリーンに公式ロゴを映

し出すことができます。または、パンフレットの表紙に「誇りのシン

ボル」を大きく表示し、ロゴを裏表紙に表示することもできます。」 

 

 

現在の広島北ロータリークラブの公式ロゴは英語バージョン及

び日本語バージョンの下記の２種類があります。 

今後、順次新しいロゴへ変わって行きます。 

 

 

 

印刷物によって細かな指定もありますので、使用する際はそれ

らに気をつけるようにしてください。 

 

ロータリーのロゴとグラフィックは、 

www.rotary.org/myrotary/ja/manage/tools-template 

からダウンロードできます。 

クラブのロゴが必要な場合は事務局にお申しつけください。 

 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年６月４日（木） 会員数 ８８名 

出席 ７６名  欠席 １２名 

来賓  １名  来客  １名  ゲスト １名 

５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 

浜田 一義 様（安芸高田市長） 

米川  晃 様（広島東南） 

佐々木信幸 様（卓話同行者） 

■次回例会 ２０１５年６月１８日（木）１２：３０～ 

卓話  「退任挨拶」正副会長幹事 

食事  和食 

ロータリーのロゴについて 

誇りのシンボル 


