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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８月６日発行 Vol．１４４２

 

 
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 

 

皆さんこんにちは。来客の皆さんにはようこそお越し下さいました。

どうぞごゆっくりお過ごしください。 

さて、梅雨も明け真夏の到来です。先日夏の甲子園高校野球で新

庄が広島県代表に決まりましたが、広陵でも広商でも瀬戸内でも県

工でもないのが少しさみしいですが、是非広島県代表として精一杯

がんばって頂きたいと思います。 

今日はクラブから沢山案内が出ておりますので、此の事について私

の方からもご案内をさせて頂きたいと思います。後ほど詳しくは各委

員会報告でお伝えいたしますが、まず、１）８月６日(木)の例会は丁

度原爆の日と重なっておりますが、例会終了後に第１回クラブ協議

会が開催されますので、出席義務者の方は忘れずにシッカリと予定

をあけてご参加下さいますようにお願いいたします。 

２）同じこの日に平和記念公園で「小さな祈りの影絵展」が開催され

ますので、多くの会員に見て頂けたらと思います。 

３）８月１２日(水)には 夏の家族会（カープ野球観戦）の案内をさせ

て頂いておりますが、これに先立ち野球開始前に広島市で企画さ

れている打ち水大作戦に社会奉仕事業の一環として参加予定をし

ております。是非多くの会員に参加頂きたいと思います。 

４）この野球観戦と打ち水大作戦の時に広報も兼ねて皆でお揃いの

Ｔシャツと帽子をかぶって参加できればと思っておりますので是非

ご購入下さい。 

真夏の行事が多く大変ですが各委員会の皆さんが一生懸命に段取

りをして下さっております。多くの会員と一緒に楽しみたいと思いま

すのでよろしくお願いします。以上で会長の時間を終わります。 

 

《お知らせ》 

＊子ｸﾗﾌﾞの広島陵北ＲＣより９月１２日(土)に開催する｢創立２５周年

記念式典並びに祝賀会｣のご案内を頂きました。出欠は用紙を回

覧しますので、そちらにご記入ください。 

＊現在、皆様にたくさんのご案内をお送りしております。お忙しいと

は思いますが、是非、各事業に積極的にご参加頂きますようお願

いいたします。 

《ＢＯＸ配布物》 

＊在広ＲＣ会員名簿 

＊広島陵北ＲＣ創立２５周年記念式典＆祝賀会のご案内 

＊打ち水大作戦２０１５ひろしま チラシ 

 

職業分類会員増強委員会  粟屋委員長 

例会終了後、委員会を開催します。 

財団プログラム委員会  佐々木委員長 

Ｅｎｄ Ｐｏｌｉｏ Ｎｏｗ Ｔシャツ＆帽子販売について 

社会奉仕委員会  濱本委員長 

８月１２日（水）にマツダスタジアム正面広場において「打ち水大作戦

２０１５ひろしま」を実施します。是非、多くの方にご参加を頂きますよ

うお願いいたします。 

親睦委員会  越智委員長 

８月１２日(水)マツダスタジアムで開催する「夏の家族会」ですが、観

戦ﾁｹｯﾄに若干の余裕がありますので、追加でのご登録をお待ちして

おります。 

青少年奉仕委員会  合田委員長 

８月５－６日に広島平和記念公園の元安橋袂で行われる「小さな祈り

影絵展」をお世話している影絵ﾕｰｽﾜｰｸｯｼｮｯﾌﾟの森長様に例会にお

越しいただき、この度、当ｸﾗﾌﾞが支援する影絵運搬用ｹｰｽなどの目

録を贈呈します。 

 

■本日の例会      ２０１５年８月６日（木）    第２２３５回 

黙祷 

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 親睦委員会 

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 『被爆と私の人生』 山本 忠男 会員 

前回の例会     ２０１５年７月３０日（木）  第２２３４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 



 

 
 2 

 

ゴルフ同好会 

２０１４－２０１５年度 

取り切り戦優勝者 

山下正司 会員 

河本前年度会長から優勝賞

品を受け取りました。 

また、７月例会の優勝も山下 

正司会員でした。 

ダブルでおめでとうございます！ 

釣り同好会  ８月２８日（金）に総会を行います。 

登山同好会  ９月の富士山登山について 

 

≪自主出宝≫ 

山下(正)会員･東会員・上河内会員･坪内会員・合田会員・藤田

会員･吉永会員 影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの森長様、本日はようこそ

当ｸﾗﾌﾞ例会にお越し頂きました。８月５日と６日に実施されます

「小さな祈りの影絵展」が、今年も実りある事業となりますように、

心より支援させて頂きたいと思います。 

岡部会員･佐々木会員･丸本会員 Ｅｎｄ Ｐｏｌｉｏ ＮｏｗのＴシャツ

と帽子購入にご協力をお願いします。 

坪内会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。よろしくお願い致

します。 

合田会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。一年間よろしくお

願い致します。 

二井本会員 本日、委員長就任挨拶をさせて頂きます。一年間

よろしくお願い致します。 

桑村会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。一年間よろしくお

願い致します。 

山下(正)会員★ 前年度多打喜会で図らずも優勝をしました。又、

今年度第１回多打喜会でも優勝となり自分で出させて頂いた会

長賞を頂ける権利を獲得いたしましたが、私が持って帰るわけに

もいきませんので、第２回目以降沢山の会員に参加頂き私の連

覇を阻止して下さい。（上から目線ですいません。） 

濱本会員◇ ２６日に多打会取り切り戦及び７月例会に参加しま

した。取り切り戦優勝を目指し意気込んで参加しましたが同ネット

で山下会長に敗れ２位。ならばと例会成績を期待しましたが、こ

ちらも山下会長に敗れ２位。中途半端にﾈｯﾄｱﾝﾀﾞｰを出してしま

い次回ﾊﾝﾃﾞｨが減る始末。ﾈｯﾄ２ｱﾝﾀﾞｰでしたので２０００円出宝

します。ﾀﾞﾌﾞﾙ優勝の山下会長おめでとうございます。 

土井会員 ７月多打喜会例会で１ｱﾝﾀﾞｰで３位になりました。優

勝したかったのですが、残念です。 

土井会員・泉会員・久保(豊)会員 多打喜会関係 

岡部会員 先週の野球同好会報告に誤りがありました。神農投

手完封と申しましたが、正しくは神農投手と杉町投手の完封ﾘﾚｰ

の間違いでした。杉町ｷｬﾌﾟﾃﾝ申し訳ありませんでした。 

河本会員 去る６月３０日、中国電力のｴﾏﾙｼﾞｮﾝ燃焼装置に、弊

社の持つﾏｲﾅｽ電位による帯電技術により、両社で開発した知的

財産を共同で国際特許として出願しました。今後、弊社のｸﾞﾙｰ

ﾊﾞﾙ戦略に期待をよせています。 

上河内会員 先週の例会で、越智親睦委員長に急に振られて、

「親睦委員会」と言うところを「ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会」と言って

しまいました。いっぱい、いっぱいなので、司会の途中で急に振

るのはやめてください。 

 

当日計 33,000 円（内、ｗｅｂ 21,000 円） 累計 146,000 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 

坪内 昭吉 会員 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会は、職

業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・

青少年奉仕の４つの委員会で

構成されています。それぞれ塩

本(能)委員長・濱本委員長・下

前委員長・合田委員長を中心に各委員会ﾒﾝﾊﾞｰで奉仕活動を

推し進めてまいります。山下会長の方針である、全員参加型の

奉仕事業を各委員会で計画し、楽しみながら実践してまいりたい

と思います。多くの皆様のご参加、ご協力をお願い申し上げます。

１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

職業奉仕委員長 

塩本 能尚 会員 

職業奉仕小委員会のﾒﾝﾊﾞｰは

副委員長に神濃会員委員に槇

殿会員・小河会員・森会員・浦

会員の４名、合計この６名で１年

間毎月第一例会で「４つのテスト」

を元気よく読みあげさせていただきますので、ご唱和の程よろし

くお願いします。 

 

社会奉仕委員長 

濱本 利寿会員 

入会４年が過ぎ初めての委員長

拝命です。まだまだわからない

事ばかりですので、ご指導のほ

ど宜しくお願いします。 

今年度の社会奉仕委員会は、

経験豊富な石井会員、森嶋会員、深川会員、いつも気にかけｻ

ﾎﾟｰﾄしてくれる樽本会員、新会員の黒田会員の６名体制でやっ

ていきます。１年後、委員長として良い経験をさせていただいた

なぁと思えるよう頑張りますので宜しくお願いします。 

 

国際奉仕委員長 

下前 嘉彦会員 

本年度も、ﾀｲ郊外の小学校に

浄水器設置を目的に事業を進

めたいと思います。 

本年度は、みんなで参加してい

ただき、会長の掲げられる、楽し

みながら実践していきたいと思います。ご協力宜しくお願いいた

します。 

 

青少年奉仕委員長 

合田 尚義 会員 

昨年度、幹事明けの久保豊年

会員にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長をお願い

致しました所、幹事明けの今年

度、青少年奉仕委員長を拝命

することとなってしまいました。 

拝命いたしました以上は、坪内常任委員長のもと、畑副委員長、

松本委員、山下江委員、金井委員、秋山委員、岡田昌樹委員と

共に、山下会長方針に則った事業、全員参加型の奉仕活動に

実施に向けて、検討を進めてまいりたいと思います。 

同好会報告 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

卓話時間 
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一年間頑張ってまいります。会員の皆様方のご支援、ご協力を

お願い申し上げまして、挨拶とさせて頂きます。 

 

理事・ﾛｰﾀﾘｰ財団常任委員長 

岡部 知之会員 

ＲＩ会長Ｋ．Ｒ．ラビ・ラビンドラン

氏のメッセージに「わたしたちの

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」とあり、こ

の言葉で「世界のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう」というﾃｰﾏが理解できます。 

ﾛｰﾀﾘｰを通じて世界に何かを与え続けることが、ﾛｰﾀﾘｱﾝが「実

践すべきこと」であります。その「実践すべきこと」を「楽しみながら」

しようというのが山下会長のｸﾗﾌﾞ運営方針です。 

この運営方針のもと、財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小委員会と米山奨学小委員

会は、会員の皆様に寄付ご協力をお願いすることにとどまらず、

みなさまの貴重なご寄付がいかに世界で役に立っているのかを

会員の皆様へ情報発信します。 

また、普段は地味な両委員会の活動を、いかに楽しくするかが

大きな課題です。積極的に他の委員会と連携し、活発な補助金

申請やﾛｰﾀﾘｰ財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの広報に努めます。 

 

財団プログラム委員長 

佐々木 礼正会員 

方針と致しましては会長方針を

「楽しみながら、実践しよう」と掲

げられています。一人一人の寄

付は例え少なくても、会員全員

が寄付にご理解をして頂ければ、

今後も色々な奉仕活動が出来ると思いますので、財団を理解し

て頂ける様に努めて参ります。 

計画は、まず先日も皆様にお願い致しました年次基金の寄付の

お願いでございます。この寄付金は、また我々の奉仕活動の資

金として戻って参りますので宜しくお願い致します。次に奉仕ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄの補助金事業についてｻﾎﾟｰﾄをしていきます。次もまたお

願いすることにはなりますがﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞの加入を促進していきま

す。ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞで支払いをするとその手数料がﾛｰﾀﾘｰ財団に入

るようになっておりますので是非加入をよろしくお願い致します。

ｶｰﾄﾞをお持ちの方はご利用をお願い致します。次に会長方針の

「楽しみながら、実践しよう」と掲げられていますように、楽しみな

がらﾛｰﾀﾘｰ財団の広報活動を実施して参ります。 

当委員会はどうしてもお願いをすることが多いとは思いますが、

何卒ご理解の程をよろしくお願い致します。 

 

米山奨学委員長 

二井本浩司 会員 

今年度、当ｸﾗﾌﾞでは、ﾈﾊﾟｰﾙの

ｶﾄﾏﾝｽﾞ出身の奨学生ダス・ラリッ

ト クマールさんをお世話させて

いただきます。ﾈﾊﾟｰﾙでは、今

年の４月２５日に大震災が発生し

甚大な被害が発生しましたが、その１か月後にダスさん自身が一

時帰国し、現地にてﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして支援活動を行われました。 

ダスさんより、その時の様子を是非発表させて頂きたいという事

で、１０月の米山月間では、現状のﾈﾊﾟｰﾙの状況をお伝えしたい

と思っています。私自身はｶｳﾝｾﾗｰも務めさせていただきますの

で、勉強をしながら、精一杯努力したいと思っておりますので、一

年間どうぞよろしくお願い致します。また、「米山奨学会事業への

理解と支援」という事が今年度地区重点項目の一つにも掲げら

れております。地区目標、一人当たり１６,０００円以上の達成に向

けて、当ｸﾗﾌﾞとしても寄付のお願いをさせて頂きたいと思ってお

りますので、何卒、米山記念奨学会の趣旨をご理解の下、ご協

力頂きますようお願い申し上げます。 

 

奨学育英資金特別委員長 

中根 弘幸会員 

昨年度は、副委員長を担当させ

ていただきました。昨年度委員

長の丸本さんは本当に熱心で、

学校との連絡等を含め大変な苦

労をされておりました。 

奨学育英資金特別委員会は、向学意欲がありならが、家庭的に

恵まれない高校生に奨学金を支給して参りました。１５周年記念

事業において北ﾛｰﾀﾘｰ独自の奨学金制度として発足しておりま

す。また、４５周年事業として３年間の限定ではありますが、東北

の震災で広島に避難している高校生について、奨学金を支給す

る活動も行っています。今年もこの２本柱で頑張って行く予定で

す。この事業は、北ＲＣの行う独自でﾕﾆｰｸな奨学金支給事業で

すので、当委員会の活動にご理解をいただきたいと思います。

最後に、皆様のご協力お願いすることで私の就任挨拶とさせて

いただきます。１年間よろしくお願い申し上げます。 

 

ＳＡＡ長  山田誠一 会員 

S.A.A.(SERGENT-AT-ARMS) 

はロ-ﾀﾘｰのあらゆる会合におい

て、会場の秩序の維持、ﾀｲﾑｺﾝ

ﾄﾛｰﾙなどが主な役割です。本

年度のｸﾗﾌﾞ運営方針である「楽

しみながら 実践しよう」のもと例

会をはじめとした諸会合が楽しく、秩序正しく運営されるよう、会

長・幹事と連携をとりながら、設営・監督の役割を努めます。 

 

副ＳＡＡ 本田善昭会員 

今年度の山下会長の掲げるクラ

ブ運営方針である「楽しみながら、

実践しよう」のもと、例会をはじめ

とした諸会合が楽しく、秩序正し

い運営をさせて頂くお役を拝命

致しました。 

これまでは、お調子者として監

督される側でありましたが、僭越ながら監督させて頂くと言う大役

に大変恐れおののいております。 

しかしながら、これまで不勉強でありました私にとって、役得とし

て理事会に出席できる学びの場を頂きました事、少なくとも私個

人は成長できるものと感謝しております。 

おかげ様で、おぼろげながら奥の深いＲＣの活動についての一

端を、学ぶことが出来るのではないかと感じています。 

最後に改めましてお願いですが、山田SAA長に相方の松田副

SAAと力を合わせて、会員の皆様が楽しめますように努めて参る

所存でありますが、なにぶん不慣れな私ですので懐の深いご理

解とご協力をお願い致します。ご清聴ありがとうございました。 

 

副ＳＡＡ 松田宜久会員 

本年度クラブ方針である ≪楽しみながら

実践しよう≫のもと会場の秩序、タイムコン

トロールに気を配り設営・監督の役割を

(秩序を重んじられる山田SAA長)そして会

長・幹事と連携してしっかりこなしていきた

いと思います。委員長が上着を脱がない

と上着が脱げないという事は決してござい
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ませんのでクールビズ期間中、アナウンス後はご遠慮なく脱がれ

たい方はお脱ぎください。但し、脱いでもいい時は後ろに上着を

かけて下さい。 どうぞ一年間宜しくお願い致します。 

 

ニコニコ委員長 桑村  守 会員 

今年度ニコニコ委員長を務めさせて

頂きます桑村です。 

ニコニコ箱は当クラブの行う色々な奉

仕活動に必要不可欠なものです。 

特定の会員の皆様にかたよらず、で

きる限り多くの会員の皆様に気持ち良

く出宝して頂けるようお願い申し上げ

ます。１年間、委員会メンバーと共に

頑張っていきますので宜しくお願い致

します。 

 

プログラム委員長 小林孝憲会員 

委員会方針は山下会長の考えでもあ

ります、楽しみながら実践できるプロ

グラムを考え、若手からベテランまで

会員相互理解を高められるように致し

ます。 

またクラブ運営のマンネリ化防止を考

え、今までの歴史、伝統を継承しつつ

新しい取り組みを心掛けます。 

委員会メンバーは土井副委員長をは

じめ、菅会員、三保会員、島本会員、

渡部会員と若手、中堅、ベテランとバランス良く配置して頂いて

おります。私にとっては皆さん、先輩ですので指導を仰ぎながら

勉強させて頂きます。 

昨年度委員長の久保豊年会員、一昨年度の岡部会員のように

アドリブがきく、司会を目指したいと思います。 

慣れない司会で聞き苦しいと思いますが１年間お付き合い宜しく

お願い致します。 

 

 
 

 
 

 

 

ロータリー会員増強への貢献に感謝の気持ちを伝え

るために 
 

「新会員推薦者のための認証プログラム」は、新会員の勧誘に貢

献した会員を称えるために、国際ロータリー理事会が承認した新

しいプログラムです。 

これにより、２０１３年７月１日以降にロータリーに入会した新会員

の推薦者に、認証ピンと裏当てが贈呈されます。裏当てには、推

薦した新会員の人数に応じて異なる色が使用されます。新会員

を１人推薦した正会員には、襟ピンのほかにブルーの裏当てが

贈呈され、推薦した新会員の数が増えるにつれて、違う色の裏

当てが贈られます。 

 

新会員１名 ブルー 

新会員２～３名 ブロンズ 

新会員４～５名 シルバー 

新会員６名以上 ゴールド 

 

ウェブサイト（www.rotary.org）のギャラリー、地域雑誌、その他の

ロータリーの出版物にて、推薦者の貢献を称えることが予定され

ています。また、ゴールドの裏当てのレベルに達したロータリアン

がロータリー国際大会に出席する場合、ＲＩ会長出席の下で行わ

れる、大会での特別認証行事に招待されます。 

 

なお、このプログラムによる認証を望まない推薦者は、襟ピン、裏

当て、認証行事などを辞退することができます。新会員推薦への

感謝を示すロータリーからのＥメールに対して、その意向をお知

らせください。 
 

 
 

「My Rotary」とは、ご登録いただくことでロータリーの活動やクラ

ブ運営に必要な情報やデータを随時入手できる便利なシステム

です。また使い方次第でロータリーの世界が広がります。 

アカウントの登録方法などわかりやすい資料もございます。是非、

ご登録をお願いいたします。 

 

 
資料が必要な場合は事務局にお申し付けください。 

 

特別月間（８月）名称変更について 

 

変更後名称「会員増強・新クラブ結成推進月間」 

“Membership and New Club Development Month” 

変更前名称 「会員増強・拡大月間」 

“Membership and Extension Month” 

 

日本事務局クラブ・地区支援室より連絡がございました。 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年７月３０日（木） 会員数 ８９名 

出席 ８０名  欠席 ９名 

来賓  １名  来客 １名  ゲスト １名 

７月９日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

森長 蓉子 様（影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ） 

白石富喜太 様（玉野） 

ダス･ラリット･クマール 様（米山奨学生） 

■次回例会 ２０１５年８月２０日（木）１２：３０～ 

《東 良輝ガバナー公式訪問》 

食事 幕の内 

新会員推薦者のための認証プログラム 

Ｍｙ Rotary について 


