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国際ロータリー会長 Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン 氏 

国際ロータリーテーマ 

Be a Gift to the World 

世界へのプレゼントになろう 

■会長  山下 正司    ■幹事  上河内 裕司 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 

 E-Mail:hnrc@world.ocn.ne,jp URL http://www.hnrc.jp/ 

例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１５年７月９日発行 Vol．１４３９

 

 
国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来客紹介 親睦委員会 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

前年度役員表彰 

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 『正副会長幹事就任挨拶』 

 

来客の皆さんようこそ 広島北ＲＣにお越し下さいました。 後まで

ゆっくりとお楽しみください。 

本日は第２７１０地区グループ６ガバナー補佐の小川様、補佐幹事

の瀬川様には早速第一例会にお越しいただきありがとうございます。 

これから１年間ガバナー補佐として大役をご苦労様ですが健康に留

意されご活躍下さいますよう祈念しております。 

又、高原前ガバナー補佐、補佐幹事を務められました粟屋さんには

本当に一年間ご苦労様でした。あわせて河本前会長、合田幹事も

今は ほっとされ新鮮な気持ちでこの例会を楽しんでおられることと

思います。前年度理事、役員の皆さま又各委員長の皆さんも本当に

お疲れさまでした。 

さて、本日は来週入会予定の４名のゲストに参加して頂いておりま

す。広島北ＲＣの雰囲気を味わって頂けたらと思います。お楽しみく

ださい。後ほど会長挨拶の時間を頂いておりますので、この時間は

姉妹クラブの京都伏見ＲＣから頂いたお祝い電報を披露して会長の

時間を終わります。 

 

 

 

 

 
↑左から、前副幹事の佐々木会員・二井本会員、前幹事の合田会

員、前副会長の中山会員、前会長 河本会員 お疲れ様でした！ 

 

 

今年度グループ６ガバナー補

佐を拝命しました広島陵北Ｒ

Ｃの小川嘉彦でございます。 

本日はガバナー補佐幹事を

務めます瀬川長良と共にやっ

てまいりました。 

先年度高原ガバナー補佐に

は大変お世話になりました。

ガバナー補佐として今年一年どうぞよろしくお願いいたします。 

■本日の例会    ２０１５年７月９日（木）    第２２３２回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 親睦委員会 

入会式 

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 『2014-15 年度決算･監査報告』 

 『2015-16 年度事業計画・予算説明』 

広島北ロータリークラブ新年度初例会おめでとうございます。 

貴クラブのますますのご発展と会員ご家族皆様のご健勝をお祈

り申し上げます。 

９月１８日に京都にて、多くの皆様とお会いできることを楽しみに

お待ちしております。 

京都伏見ロータリークラブ

会長 加口 雅之    

前回の例会      ２０１５年７月２日（木）  第２２３１回 

会長時間              会 長    山下 正司 

前年度役員表彰 

Ｇ６ガバナー補佐挨拶 

→前年度、G６ガ

バナー補佐の髙

原会員と補佐幹事

を務めました粟屋

会員に記念品を

贈りました。 
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前列左から、樹野様・松田会員・島本会員・炭田会員・山下会長 

後列左から、藤原様・竹内会員・鈴木会員・金井会員・東副会長 

おめでとうございます！ 

 

《お知らせ》 

＊第１３回日韓親善会議のご案内が届いております。２０１５年９

月４日(金)に東京で開催されますが、興味のある方は資料を

お渡しします。事務局にお申しつけください。 

《ご案内》 

＊本日例会終了後、第１回理事会を開催しますので、今年度理

事役員の方は４F「桂」の間にお集まりください。 

《ＢＯＸ配布物》 

＊所属委員会表 

＊ＩＭ報告書 

＊ロータリーの友 

＊ガバナー月信２冊 

＊会員証 ･･･お配りした会員証の名前を確かめて下さい。 

 古い会員証は破棄してください。 

 

親睦委員会  越智委員長 

８月１２日（水）に開催します「夏の家族会」の回答は７月１７日必

着でお願いいたします。 

 

≪お客様より≫ 

グループ６ガバナー補佐 小川様 グループ６のガバナー補佐を

務めます。どうぞよろしくお願いいたします。 

≪会員出宝≫ 

山下(正)会員・東会員･上河内会員･藤田会員･吉永会員 とうと

う新しい年度が始まりました。一年間、会員の皆様に楽しんで頂

けるよう一生懸命頑張ってまいりますので、ご協力の程よろしくお

願い致します 

髙原会員 河本浩一会長が無事一年を終えられた事に敬意を

払い、新年度会長の山下正司様の充実した一年であることを願

っております。 

久保(雅)会員 山下会長、東副会長、一年間体に気をつけて頑

張ってください。上河内幹事、藤田副幹事、吉永副幹事、会長と

副会長の事を宜しくお願い致します。 

上河内会員 今年度、幹事を務めます。上河内です。就任挨拶

をさせていただきます。一年間ご協力の程よろしくお願いしま

す。 

石田会員 本年度、ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長を仰せつかりまし

た。よろしくお願い致します。 

庄子会員 本年度、出席委員長を拝命しました。庄子です。ﾛｰﾀ

ﾘｰは出席が大切です。一年間よろしくお願いいたします。 

鈴木会員 誕生日のお祝い誠にありがとうございました。皆様、

今後ともご指導宜しくお願いします。 

松田会員 本日はお祝頂きありがとうございました。 

金井会員 誕生日の前祝いでﾆｺﾆｺさせて頂きました。 

山坂会員・下川会員 本日、私達の推薦した入会予定者の樹野

さんがｹﾞｽﾄで例会に参加されています。皆様よろしくお願いしま

す。 

上田会員 この度、代表取締役に就任いたしました。まだまだ微

力ですが、社員１８名で一意専心社業の発展に全力を尽くして

いきたいと思いますので、何卒ご指導のほどよろしくお願いしま

す。 

山坂会員★ ７月４日、バルコムＢＭＷ福山とＭＩＮＩ福山がｸﾞﾗﾝ

ﾄﾞｵｰﾌﾟﾝします。よろしくお願いします。 

山下(正)会員☆ 前進し続ける山坂さん、６/１４北九州に続き、７

/４(土)福山のＢＭＷ・ＭＩＮＩ・整備工場の全面建替えﾘﾆｭｰｱﾙｵ

ｰﾌﾟﾝおめでとうございます。健康には十分留意され、益々のご活

躍を祈念しております。 

山村会員 本日５時より広島ﾃﾚﾋﾞ健康相談室に出演させて頂き

ました。ありがとうございます。 

ニコニコ委員会一同(桑村会員・鈴木会員・泉会員・山下(江)・久

保(豊)・武部会員) 本年度もﾆｺﾆｺ委員会にご協力の程、よろし

くお願い致します。 

 

当日計 31,000 円（内、ｗｅｂ11,000 円） 累計 42,000 円 

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

 

 

『就任挨拶』 
 

会長 山下正司 会員 

 

会員の皆様 こんにちは。 

第４７代の会長を務めます山下

正司です。今月で６１歳になりま

す。職業分類は建築設計です。

第一例会での挨拶をするにあ

たり、２０１５～１６年度ＲＩテーマと会長メッセージをご紹介してお

きたいと思います。 

 

「世界へのプレセントになろう」 

 

私たちの人生には、いつか終わりが訪れます。しかも、終わりは

思ったより早く来るものです。この限られた人生をどのように過ご

したらいいのでしょうか。世界が良い場所となるよう、人のために

何かしますか。それとも、インドの著名な詩人、ラビンドラナート・

タゴールの言葉のように、「楽器の弦の張替えばかりしていて、肝

心な歌を歌わずに」毎日を過ごしますか。 

 

ロータリーの栄光は、まさにその「歌を歌う」道を見つける手助け

をしてくれることにあります。人生で本当に大切なことに目を向け、

私たち自身が世界への贈り物となる方法を見つけることで、より

充実した意義ある人生を送れるよう、私たちを導いてくれるので

す。 

会員誕生月お祝い 

幹事報告            幹 事    上河内裕司 

委員会報告 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

卓話時間 
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友人に何を求めるかを考えると、ほとんどの人は、高潔性、信頼

性、思いやり、相性を挙げるでしょう。私たちが求める友人とは、

必ずしも自分と似通った人ではなく、自分にないものを持ってい

る人、自分のいいところを引き出してくれる人です。私は、ロータ

リーがその特徴を備えていると思います。 

 

ロータリーは、私たちの資質を引き出し、それを人生で生かす道

を見つけてくれます。 

私たちは往々にして、あまり意味のないことに捕らわれて毎日を

過ごし、物を手に入れるために身をやつします。しかし、私たち

がこの世を去った後、人が思い起こすのは、私たちが生前乗っ

ていた車でも、着ていた服でも、肩書きでも、役職でもありません。

より大きな資産や、より高い地位を得ようと払った努力のことでも

ありません。 

 

結局のところ、私たちの人生の価値は、どれほど得たかではなく、

どれほど与えたかによって判断されるのです。ですから、苦しん

でいる人から目を背けずに、その苦しみを和らげてあげましょう。

同情の言葉をかけるだけでなく、実際に何かしてあげましょう。社

会から享受するだけでなく、社会に貢献しましょう。 

2015-16 年度の私たちのテーマは「世界へのプレゼントになろう」

です。 

地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、努力、そして献

身と熱意など、誰でも与えることのできる何かをもっているはずで

す。私たちは、ロータリーを通じて、これらを世界にプレゼントす

ることで、誰かの人生に、そして世界に、真の変化を起こすことが

できるはずです。 

 

「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」、また「己の才能

は、天から授かったもの」と言われます。ですから私たちは、その

授かりものをお返しするのです。私たちは皆、この世に生まれ、

何でもつかみ取ろうとしますが、この世を去るときにはすべてを残

していきます。ロータリーを通じて私たちは、いつまでも続く、本

物の何かを残すことができるでしょう。 

 

私たちに与えられた時間は今です。この機会は二度と訪れるも

のではありません。 

 

そこで私のクラブ運営方針をお伝えしたいと思います。 

東ガバナーの地区基本目標「ロータリーの基本に戻ろう」また信

条として「ロータリーの原点に戻り輝かしい未来の礎を築こう」と

述べておられます。 

広島北ＲＣでは、私たち一人一人の力は小さくても、様々な個々

の思い、心を結集して実行すれば、素晴らしい成果が得られるこ

とと思い本年度運営方針を「楽しみながら、実践しよう」 としまし

た。 

創立４７年目を迎え歴史と伝統を誇りつつ活力あるクラブ作りを

目指し、創立 当初より掲げられております「明るく、調和のとれた、

居心地の良い、楽しいクラブ」の継承を一番に考えてゆきます。 

二つ目は何と言っても会員増強だと思います。質・量の議論にな

ることもありますが、現在広島北ＲＣでは「老・壮・青」の年齢バラ

ンスも結構よく平均年齢も６０歳前後となっております。 

量的補強については職業分類の事も念頭に置き、未充填部門

の補強と共に既存会員で充当部分であっても後継者の勧誘は

必要と考えております。併せて質的補強についてですが、まだ

若いロータリアンを育成していく事が大切だと思っております。 

私自身がまだまだ発展途上ですが、新しい会員に経験を伝え体

験を通して真のロータリアンに育てることがクラブ強化に繋がると

思っておりますので、各先輩会員の方々には是非とも積極的に

色々な会合・奉仕活動に参加頂きご意見を頂けるとありがたいと

感じております。 

そこで、今年度では各委員会リーダーには若くて情熱をもった会

員を配し積極的なリーダーシップを発揮して頂こうと考えておりま

す。奉仕事業を少しでも多くの会員に実体験してもらうことを目

的に全員参加型の事業計画の立案をしてもらい、参加実践して

頂くことで、楽しさを実感してもらいたいと思います。 

この企画は各委員会単位ではなく、それぞれの委員会がうまく連

携し共同事業としてより多くの会員の皆さんに参加して頂きたい

と思います。委員会にこだわることなく、趣味を通じて個人的でも

又は同好会としても企画に加わりクラブ全体で盛り上がって行き

たく、此の事が出来るチームワークが広島北ＲＣにはありますの

で、大いに期待しております。実施した事業の反省会等でもイン

フォーマルミーティングを活発に行い会員相互の理解を深めお

互いを認め高めあう友情が育まれていく事を期待しております。 

後になりますが、ロータリー財団、米山奨学生への支援につき

ましては例年通りご協力をお願いいたします。この支援につきま

しても少し切り口を変えた事業を考えて頂いておりますのでご期

待下さい。 

いずれもお願いの事が多くなりますが、上河内幹事をはじめとし

て東副会長、藤田・吉永副幹事の応援を頂きこの一年ガンバっ

て行く所存です。 

私たちのクラブには才能、熱意を持った素晴らしい会員が沢山

おられます。皆が知恵を出して実行すればキット感動的なプレゼ

ントが世界に出来ると私は信じています。 

会員皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

私たちはどう実行しますか？ 

是非、「楽しみながら 実践しょう！」  

 

 

副会長兼会員組織常任委員

長  東  正治 会員 

 

本年度、副会長並びに会員組

織常任委員会の委員長を務め

させて頂く事に成りました東で

ございます。 

これから一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

この１１月で入会から丸１１年になります。多くの先輩、後輩の人

たちと出逢えたことは本当に良かったと思っております。入会当

初からロータリーの運営とか活動とかには余り興味も関心もありま

せんでした。 

例会で皆に会えること、メークアップも含め１００％出席を続けるこ

とを考えておりました。 

こんな私に庄子会長年度迎える時、久保豊年幹事予定者から副

幹事を引き受けてくれと。 

「副幹事は二人だし、特に何もしなくていいから。もう一人の越智

幹事がしっかりやるから。大丈夫だから。」と。 

実際私はほとんど何もしなかったし、出来なかったのが現実であ

ります。 

ただ、副幹事の立場上、委員会やらロータリー活動や事業等に

かかわる時間も自然と増え、何となくロータリーの活動等に少し、

興味、関心を持つようになった。・・・という位のレベルでありま

す。 

知らない分からない事ばかりでありますが、山下会長、上河内幹

事の足を引っ張らぬよう少しでもクラブの力になれるように私なり

に時間の許す限り、頑張っていきたいと思いますので、これから

一年間、どうぞ宜しくお願い致します。 
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幹事  上河内裕司 会員 

 

今年度、山下会長の下、幹事

を務めさせて頂くことになりまし

た、上河内です。 

今から一年前の少し前に、例会

でどうも視線を感じることが何度

かあり、ふと見るとそこには山下

会長エレクトの顔がありました。 

視線をそらすと、それからは何も感じなくなるのですが、そのころ、

巷のうわさで、「次の幹事は上河内がなるらしいで」ということが、

流川に行くと聞こえてきていましたので、 

例会場では、あえて視線を合わせないように合わせないようにし

ていました。 

しかし、とうとう山下さんに呼び止められてしまいました。 

「上河内、近近、飯を食べにいこうや」と言われましたが、「いいえ、

一緒に飯を食べる理由なんかありません」と断ること三度、しかし、

ある日、何かいつもと違う顔の山下さんが近づいてきて、「お前に

どうしても言わんといけんことがある」なんかな？と思っていると、

「いつかは分かることじゃけ言うけど」、いや～来た来たと思って

いたら、「わしは来週、手術するんじゃ」と言われ、「え～、なんな

んじゃろ、幹事の話じゃないんじゃ」と少しほっとしていたところ、

「だから、あんた、わしの幹事してくれんかね」と言う言葉が耳に

入ってきました。 

しかし、私としては手術の方が気になって気になって「どこが悪い

んですか」などと聞いていました。 

ふと我に返り、「あっ、やっぱり幹事の話なんじゃ」と、わたしが次

に発した言葉は「山下さんが生きて帰ってきたら幹事します」とい

うものでした。 

大変卑怯なやり方じゃと後から文句を言いましたが、後の祭りで

す。 

それからしばらくして、手術して胃を取ったんかどうかわからない

ぐらい全然痩せてない山下さんが、ぴんぴんして、生きて帰って

こられました。これが私が幹事になった経緯です。 

今年度一年間、藤田、吉永両副幹事に支えられながら、山下会

長が手術しても痩せなかったのに、上河内が幹事をしたから痩

せてしまったじゃないかといわれないようにしっかりと、そして、皆

さんが楽しく活動出来るような運営を心がけて、山下会長が目標

とされているクラブ全体が盛り上がっていけるように頑張ってまい

りますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

 

副幹事 藤田省蔵 会員 

 

皆さんこんにちは、本年度副幹

事を拝命しました、藤田省蔵で

ございます。 

本年度は、上河内幹事のもと吉

永副幹事と共に与えられた役

割をきっちりと行っていきたいと、思っております。どうか一年間よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

副幹事 吉永征史 会員 

 

この度副幹事の大役を仰せつ

かりました吉永でございます。 

３年前の４月２４日の創立記念

日に広島北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに入会

させていただき、今日でちょうど

１１６５日を迎えました。 

入会当初は偉大な方がたくさんいらっしゃるというﾌﾟﾚｯｼｬｰで、

只々緊張するばかりの一年間でした。 

二年目は、多少余裕もできたのか時間も上手に使えるようになり、

例会や行事を楽しめるようになりました。 

三年目の前年度は副 SAA をやらせていただき、少しロータリー

の事が分かって来たように思います。 

しかし、まだまだ勉強不足の面もあり、分からないこともたくさんあ

ります。この様な私が副幹事で、上河内幹事をお助けできるのだ

ろうか？ 

山下会長のお顔に泥を塗ることはないだろうかと 近は心配で

夜も眠れません。 

また、山下会長は県工野球部の大先輩でもあります。 

県工野球部の後輩としても全力でやらせていただく所存ではご

ざいますが、空回りして失敗した時など、例会場の隅の方に連れ

て行かれるのではないだろうかと、ビクビクしています。 

快適な睡眠が一日でも早く取り戻せるように、今年度副幹事を一

緒にやらせていただく藤田さんとしっかり協力し、失敗をしたとき

にはすみやかにニコニコを出宝させていただき、切り替えていけ

る自分を作りたいと思います。 

後に副幹事の仕事で一番大切なことは事務局の逢坂さんを

大切にすることだと、みなさん口を揃えて言われていますので、

同級生という利点を生かしながらそこだけは何があってもしっかり

と押さえていこうと思います。 

この一年間、楽しみながらいろいろな経験をさせていただこうと

思いますので、お気づきの点があればご遠慮なく、ご指導の程

宜しくお願い致します。 

簡単ではございますが、副幹事就任の挨拶とさせていただきま

す。ありがとうございました。 
 

 
 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年７月２日（木） 会員数 ８５名 

出席 ７０名  欠席 １８名 

来賓  ２名  来客  ２名  ゲスト  ４名 

６月１８日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

小川 嘉彦 様（Ｇ６ガバナー補佐） 

瀬川 長良 様（ガバナー補佐幹事） 

和泉  眞 様（広島南） 

大島 興治 様（広島東） 

藤原 克実 様（次回入会予定者） 

宮本 伸久 様（次回入会予定者） 

岡田 昌樹 様（次回入会予定者） 

樹野 敏之 様（次回入会予定者） 

■次回例会 ２０１５年７月２３日（木）１２：３０～ 

卓話 就任挨拶Ｐａｒｔ１ 

食事 和食 

注意：次週７月１６日（木）の例会は休会です。お間違えのな

いようお願いいたします。 

これからの他クラブ例会変更 

７月 

１４日（火） 広島安芸ＲＣ『創立２４周年記念例会』 

２９日（水） 広島東ＲＣ『休会』 

２９日（水） 広島陵北ＲＣ『休会』 

３０日（木） 広島西ＲＣ『夜間例会＆会員懇親会』 

※８月以降はホームページをご確認ください。


