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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３０日発行 Vol．１４４１

 

 
ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」 

来客紹介 親睦委員会 

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 

 

皆さんこんにちは。来客の皆さんにはようこそ広島北ＲＣへお越し下

さいました。時間の許す限りゆっくりとお過ごしください。 

梅雨明けも間近になりましたが、ついこの間、流感淋漓（りゅうかんり

んり）と言う言葉を知りました。体中から汗が滴り落ちる。と言うことで

すが今からが夏本番です。 

酷暑が続き寝苦しく睡眠不足にもなりがちです。どうぞ水分補給を

シッカリとして熱中症対策も十分に備えこの夏を乗り切って頂きたい

と思います。  

皆さんもかき氷を食べられる事が有ると思いますが、実はかき氷の

味が全て同じということをご存知でしたか？ イチゴ・レモン・宇治等

色々ありますが、目をつぶって、鼻をつまんで食べるとなんと味は

全て同じなのだそうです。お孫さんや小さなお子さんで試してみて

は如何でしょう。。。 

 さて、今年度親睦委員会の皆さんにお願いしております、新会員の

ご挨拶キャンペーンですが 毎回例会ごとに各テーブルに移動し

て着席させて頂きますので、気持ちよく迎えて頂いて気軽に声をか

けて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  

また、本日の卓話の時間は各理事役員委員長の就任挨拶となって

いますが、楽しい活動が沢山出来るようなアイデアを発表頂ける事

を楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

《お知らせ》 

＊８月２０日（木）の例会はガバナー公式訪問です。後日、皆様にご

案内をお送りしますが、例会とその後に開催するフォーラムには多

くの方にご参加頂きますよう、予定をしておいてください。 

《ＢＯＸ配布物》 

＊８月例会予定表 

＊ＲＹＬＡのご案内 

＊Ｒ財団、米山記念奨学会への寄付のお願い 

 

青少年奉仕委員会  合田委員長 

８月５日、６日に広島平和公園の元安橋近くで「小さな祈りの影絵展」

が開催されます。６日(木)には青少年奉仕委員会主催の見学会と懇

親会を開催しますので、是非、ご参加ください。 

１１月１４-１５日に山口県・萩市においてＲＹＬＡ(ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導

者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)が開催されます。２０歳から３０歳までの青少年対象

です。社員の方など参加をさせたい場合はお申込みをお願いしま

す。申込み締切日：８月２０日（木） 

財団プログラム委員会  佐々木委員長 

ﾛｰﾀﾘｰ財団への寄付のお願い 

米山奨学委員会  二井本委員長 

米山記念奨学会への寄付のお願い 

親睦委員会  越智委員長 

明日２４日（金）に親睦委員会を開催します。 

会報ＩＴ委員会  下川委員長 

今年度よりﾛｰﾀﾘｰ

の友電子版を使

用し、ﾛｰﾀﾘｰの友

誌を紹介して参り

ます。 

 

ﾛｰﾀﾘｰの友電子

版にｱｸｾｽするに

は当ｸﾗﾌﾞＨＰのﾘﾝ

ｸからが便利です。

閲覧にはＩＤとﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが必要となります。 

ﾛｰﾀﾘｰの友誌７月号紹介 

縦組Ｐ４-７  南の島の何もなくて豊かな暮らし 

縦組Ｐ１８   卓話の泉 「肥満について」 

縦組Ｐ３０    広島西ＲＣ 創立４５周年で二つの記念事業 

横組Ｐ５１ ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞー  広島西南ＲＣ 野村謙二郎氏ﾄｰｸｼｮｰ 

 

≪自主出宝≫ 

山下(正)会員･上河内会員 山本正さん、久々の例会出席ありがとう

ございます。これからもよろしくお願い致します。 

山内会員 本日、ﾛｰﾀﾘｰ情報小委員長としての就任挨拶をさせて頂

きます。どうぞ宜しくお願い致します。 

■本日の例会     ２０１５年７月３０日（木）    第２２３４回 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来客紹介 親睦委員会 

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 

前回の例会     ２０１５年７月２３日（木）  第２２３３回 

会長時間              会 長    山下 正司 

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 
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庄子会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。出席委員長として

一年間努力して参りますので、よろしくお願い致します。 

杉町会員 本日は就任挨拶をさせて頂きます。広報と会報ＩＴを

一年間よろしくお願い致します。 

岡部会員 お待たせしました。三次きんさいﾘｰｸﾞで、左打席転向

後、初ﾎｰﾑﾗﾝを打ちました。監督に見てほしかった。 

高原会員★ 暑い時を元気に乗り切って頂くため、暑中見舞い

に代えます。 

岡崎会員 郷里の津和野で祇園祭の鷲舞神事の頭屋を務め、

無事終えることが出来ました。４０人の舞方、地方、唄い方、警固

を引き連れ、２時間半の道中です。今は津和野だけに残る国の

重要無形文化財に指定されている優雅な白鷲の舞です。後祭

がありますので、興味のある方は是非お越しください。 

山坂会員 ７月１６日にﾊﾞﾙｺﾑ流通事業部横浜ｵﾌｨｽをｵｰﾌﾟﾝし

ました。よろしくお願い致します。 

塩本(能)会員 早退します。 

 

当日計 20,000 円（内、ｗｅｂ 1,000 円） 累計 113,000 円 

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

 

『就任挨拶Ｐａｒｔ１』 
 

直前会長・理事 河本浩一会員 

前年度の奉仕活動で切り拓い

た様々な糧を基に、当年度の

山下会長を側面から支えてゆく

べく、精一杯努めて参ります。

前年度と変わらぬご支援とお引

き回しをお願いし、挨拶に代え

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

職業分類会員増強委員長 

粟屋 充博 会員 

今年度、職業分類・会員増強小

委員長を拝命致しました。 

委員会の主たる任務は「会員増

強（会員を増やすこと）」と理解

しています。 

今年度は会員数８５名でスタートしましたが、年度末会員数９０名

以上を目標に、会員の皆様のお力添えを頂きながら会員増強に

取り組んでいきたいと考えています。 

年内に会員の皆様に新会員候補者をご紹介頂きゲスト例会を開

催する予定ですが、それに先立ち、８月が「会員増強・新クラブ

結成推進月間」となっていますので、８月２７日（木）の例会を当

委員会の担当例会とさせて頂いて「楽しく成果のあがる会員増

強活動」につなげていきたいと思います。一年間どうぞよろしくお

願い致します。 

 

理事・会長エレクト 

中山昌実会員 

ついに会長エレクトになってし

まいました。本年度の１年間は、

山下会長・上河内幹事をはじめ

とする執行部・理事役員の皆様

から、いろいろ勉強させていた

だき、次年度の運営に活かせればと思っています。会員の皆様

には、今年度・次年度とご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

会員選考委員長 水野勝会員 

会員選考に当っては推薦を受

けた人が広島北ﾛｰﾀﾘｰの一員

として相応しい人かどうか、庄子

副委員長、河本委員とも慎重協

議して、速やかに理事会に報告

します。会員増強は重要ですが、

推薦に当っては職業分類を充分に考えて推していただきたいと

思います。 

 

ロータリー情報委員長 

山内 盛利 会員 

昨年度は森嶋委員長の下、同

じﾛｰﾀﾘｰ情報小委員会の副委

員長を拝命し、ﾛｰﾀﾘｰ情報に関

して色々な勉強をさせて頂きま

した。今年度は、昨年の経験と

勉強の成果を生かし、会員の皆様への、より有益なﾛｰﾀﾘｰ情報

の提供に務めたいと思います。 

ﾛｰﾀﾘｰを知ることは、我々ﾛｰﾀﾘｱﾝが有意義でやりがいがある、

そして楽しいﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを送る上で、とても役に立つと思います。

一方で構えてﾛｰﾀﾘｰの勉強をしようと言っても、なかなか出来る

ことでは有りません。 

今年度は、山下正司会長の「楽しみながら実践しよう」という会長

方針に沿い、堅苦しい勉強という形ではなく、楽しみながら自然

にﾛｰﾀﾘｰの知識が頭に入るような流れを作っていきたいと思いま

す。一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

理事･クラブ管理運営常任委員

長  石田 平二 会員 

 

 

 

 

 

 

出席委員長  庄子佳良会員 

２度目の出席委員長を拝命し、

前回は「出席命の庄子です」を

連呼してまいりましたが、今回

は会員の皆様にもご周知をい

ただき、１００％連続出席が続

いておりますので、私は出席委

員長として出席奨励の努力をしてまいりたいと思っております。 

私は、入会５年目で連続出席が途切れ、皆さんの永年連続出席

の発表を聞くたびに残念な思いを感じております。１０年在籍で５

年目の表彰、２０年で１５年目と、いつもﾏｲﾅｽ５でございます。 

皆様には、この思いをご理解いただき、どうしても色々な事情で

欠席せざるを得ない場合もございますので、ﾒｲｸｱｯﾌﾟという救済

制度をご利用いただき、是非とも永年連続出席を続けていただく

ようお願い申し上げます。連続出席が途切れた時、ｸﾗﾌﾞやその

時の出席委員長にもご迷惑をおかけしたという思いを、強く感じ

ました。自分ひとりの問題ではないということをご理解ください。 

とにかく、ﾛｰﾀﾘｰは出席が全てです。多くの経験を通じて奉仕の

喜びを知り、自らの成長の一助としてください。本年度の山下会

長の方針通り、楽しみながら実践しましょう。 

また、前年度に続き、例会出席予定表も活用して無駄を省く努

力をしてまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協

力を、よろしくお願い申し上げます。今後とも出席委員会へのご

理解とご協力をお願い申し上げまして就任の挨拶とさせていた

卓話時間 
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だきます。 

 

親睦委員長及び姉妹クラブ友

好委員長  越智健剛会員 

今年度、親睦委員長並びに姉

妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員長を拝命

しました越智です。 

まずは親睦委員長としてですが、

会長の方から会員間の交流を

活発にし、親睦を深めて欲しいとの話がありました。特にﾍﾞﾃﾗﾝ

会員と入会したばかりの会員との融合を一番に望まれていました。

ですので、今年度は例会で若手会員にいろいろなﾃｰﾌﾞﾙを回っ

てもらうことや新会員歓迎会を企画することにより親睦を深めて

頂きたいと思います。 

また、来月１２日にはﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑで夏の家族会を行います。ま

だ若干の空きがありますので、お申し込みがまだの方はお申し

込みください。 

次に姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員会ですが、今年は京都に伺い調印

式を行います。先輩たちが気づき上げた京都伏見ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞと

の絆を今後益々深めて行けたらと思います。ご協力よろしくお願

いします。 

 

理事・広報常任委員長 

杉町  孝 会員 

広報委員会の会報 IT 委員会が

持つｲﾒｰｼﾞは、割りと地味で物

静かな委員会の様に見受けら

れますが、考えますと対外的に

は当ｸﾗﾌﾞをｲﾝﾀｰﾈｯﾄで世界に

発信出来ますし、内部的には各委員会の行う事業を会員の皆様

にお知らせし、直接ｺﾐｭﾆｭｹｰｼｮンの取れる素晴らしい委員会だ

と思います。 

そこで今年度は例年とは少し違った広報活動が出来ないものか

と、委員会全員で色々と考えて実行していきたいと思っておりま

す。 

まず長年懸案であった資料保存について、今年度は嬉しいこと

に既に予算までつけて頂きましたので、増田副委員長を中心に

推し進めていき形あるものにしていきたいと思っております。 

また、公式地域雑誌である『ロータリーの友』誌について、既に印

刷版と電子版の両方が発刊されておりますが、友誌のＩＴ化にと

もない、今年度は試みとして友誌をｽｸﾘｰﾝに映し出し、皆様の食

事の手を休めることなく紹介していきたいと考えています。 

ご承知の通り当ｸﾗﾌﾞは３０代から９０代までの幅広い年齢層を持

つ素晴らしいｸﾗﾌﾞです。 

その辺りをﾊﾞﾗﾝｽよく少しでもＩＴ化を推進していければと考えて

いますので、皆様のご協力のほど宜しくお願い致します。 

当委員会は入会２年目の下川委員長と、存在感ﾊﾞｯﾁﾘの増田副

委員長をはじめ、大変元気の良い委員会ﾒﾝﾊﾞｰとなりました。全

員で力を合わせ失敗を恐れず、会長の方針である楽しみながら

実践していきたいと思っておりますので、どうか１年間宜しくお願

い致します。 

 

会報･ＩＴ委員長 下川信宏会員 

今年度、会報・ＩＴ委員会の委員

長に指名頂きました、下川でご

ざいます。 

まだ何もわからない自分に委員

長をさせて大丈夫かと皆様思わ

れるかもしれませんが、一番心

配しているのはこの下川でございます。 

先日、ご指摘頂いたのですが、上河内さんの最大の誤算は下川

が実はＩＴに弱いということをご存じなかったということです。 

仕事柄、ＩＴには強いのではないかと思われがちですが、実はＩＴ

にはめっぽう弱いのが実情でございます。 

今まではＦａｃｅＢｏｏｋやＬｉｎｅを避けるように避けるように生きてき

たのですが、これからは真正面から向き合って生きていくことにし

ました。これも神様がくれたﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄだと思い込むように自分を洗

脳しました。 

また今回、樹野さんという強い味方も委員会に配属して頂けまし

た。この会報・ＩＴ委員会を任せて頂いたからには広報活動を通

して、会員の皆様にお役立てできる様に楽しみながら努力して

行きたいと思っています。 

頼りない委員長ではございますが、温かく見守って頂きたいと共

に叱咤激励を頂ければ幸いでございます。 

どうか一年間、宜しくお願いします。 

 

会計長  山坂哲郎 会員 

会計長を拝命しました山坂です。

拝命といってもﾛｰﾀﾘｰに入会し

て初めて自分から何か役をさせ

て欲しいとお願いしました。 

それは会長や副会長を補佐で

きたらという思いからでした。 

会計長ということで、理事会への速やかな会計報告等、予算の 

執行状況の把握など会計長としての役割を果たしたいと思いま

す。副会計の畑会員にもお手伝いいただきます。 

一年間よろしくお願いします。 

 
 

 

広島北ＲＣ今後の活動について 

 

８月５日(火)-６日(水) 小さな祈りの影絵展 

平和公園・元安橋袂で展示されます。 

６日(水)には青少年奉仕委員会主催の見学会と終了後に

は｢かなわ｣で懇親会を開催します。 

 

８月１２日(水) 打ち水大作戦 2015 ひろしま in せせらぎ広場

マツダスタジアム正面広場(せせらぎ広場)で午後３時より打

ち水を行います。夕方からは家族会が開催されますので、

ぜひ、ご家族揃って「打ち水」にご参加下さい。終了後は横

山竜二ﾄｰｸｼｮｰを家族会会場で行います。 

 

８月２０日(木) ガバナー公式訪問 

９月１８日(金) 第 27 回姉妹クラブ提携継続調印式 

 

各会合の回答は期限内に返信をお願いいたします。 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年７月２３日（木） 会員数 ８９名 

出席 ７６名  欠席 １３名  来客  ２名 

７月２日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

上久保昭二 様（広島） 

福田  翔 様（広島城南） 

■次回例会 ２０１５年８月６日（木）１２：３０～ 

卓話 「被爆と私の人生」 

    山本 忠男 会員 

食事 和食 


