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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 

２０１６年３月１７日発行 Vol．１４６５

 

 
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 

委員会報告・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『広島北RC 奨学育英奨学生終了式』  

 

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。

最後までゆっくりと楽しんで頂けたらと思います。 

さて、今週の日曜日２/２８は、ｸﾞﾙｰﾌﾟ６・７のｲﾝﾀｰｼﾃｨ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞがＡ

ＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ広島で行われ多くの会員に参加頂きました。久永会

員にはﾊﾟﾈﾗｰとして広島市民（被爆者）を代表して戦後７０年を経て

「平和と紛争予防」への熱く重い思いについて、原爆を投下したアメ

リカを恨むことなく今では１番の友好国になれた事等に触れお話頂

きました。 大変お疲れさまでした。 

今週の３月５日（土）は「啓蟄」です。ﾛｰﾀﾘｰ手帳にも掲載されていま

すが、少しづつ気温も暖かくなり、土の中で縮こまっていた虫が冬

眠から目覚め活動を始める。と言う意味ですが、学生さん達が進学

に、又新社会人として さあ、これから活発に行動を起こすぞと意気

込み始める時期とも感じれるこの頃のように思います。 

と言う事もあり今日は広島北ＲＣの奨学生として支援をさせて頂きま

した、今年度の卒業生３名の方と付き添いの先生に例会にお越しい

ただいております。 

後ほど卓話の時間でそれぞれの今までの活動報告やら今後の抱負

についてお聞かせ頂けたらと思います。希望にあふれた未来を夢

見てシッカリと学ばれた事と思います。今後の活躍に期待しておりま

すので、健康に充分留意されて決して無茶をしないように頑張って

下さい。 

又、今月は「水と衛生月間」となっておりますので、昨年国際奉仕委

員会で実施されたタイでの浄水器設置事業について詳しく報告を

頂けると言う事で準備をして頂いておりましたが、諸般の都合により

来月以降となります事、大変申し訳ないのですがご理解頂きますよ

うお願いして会長の時間を終わります。 

 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ６小川義彦ｶﾞﾊﾞ

ﾅｰ補佐が先日行われ

たＩＭのお礼にお越し

になりました。 

 

 

 

 

 

 

３月生まれ会員 

山本忠男 会員 

 

おめでとうございま

す！ 

 

欠席： 

岡田 清治会員 

 

 

 

黒田昌浩会員が東京

に転勤の為、３月末で

退会されます。 

 

 

 

新しいところでもご活

躍ください。 

 

 

*黒田昌浩会員が転勤の為、３月末で退会となります。 

*次週１０日（木）の例会は「職場訪問例会」です。お間違えのないよ

うお願いします。 

*ロータリーの友誌（ＢＯＸ配布物） 

■本日の例会       ２０１６年３月１７日（木）   第２２６２回

ロータリーソング 「手に手つないで」 

来客紹介 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 『アンジュヴィオレ広島の今後の展望』  

 アンジュヴィオレ広島 

 理事長  水戸川  旭 氏 

前々回の例会    ２０１６年３月３日（木）   第２２６０回

会長時間              会 長    山下 正司 

ガバナー補佐挨拶 

誕生月お祝い 

退会挨拶 

幹事報告              幹 事  上河内裕司 
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*ガバナー月信（ＢＯＸ配布物） 

*オリジナル切手購入案内（ＢＯＸ配布物） 

*ＩＭプログラム（ＢＯＸ配布物） ※欠席者のみ 

 

職業奉仕委員会  塩本(能)委員長 

次週１０日（木）は㈱高陽自動車学校で職場訪問例会を開催しま

す。貸切ﾊﾞｽをご利用の方は１１時３０分にｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱにお集まりく

ださい。 

会報ＩＴ委員会  杉町広報常任委員長 

この度、ｸﾗﾌﾞｵﾘｼﾞﾅﾙ切手を作ることとなりました。本日はＢＯＸに

申込みのご案内をお配りしておりますので、この機会に是非ご購

入をお願いします。締切は１７日（木）です。 

   
１シート ８２円切手１０枚 １，２３０円 

次年度社会奉仕委員会  石井会員 

例会終了後、委員会を開催します。 

 

≪自主出宝≫ 

山下(正)会員･東会員･上河内会員･藤田会員･吉永会員 

本日は、広島北ＲＣ奨学育英の奨学生、引率の先生、お忙しい

中、ようこそお越しくださいました。そして、今年卒業を迎えられ

た方、ご卒業おめでとうございます。これからも健康に留意され

夢に向かって頑張ってください。 

山下(正)会員･東会員･上河内会員･藤田会員･吉永会員 

久永会員、先日のＩＭではﾊﾟﾈﾘｽﾄとしての大役ご苦労様でした。

平和への思いを熱く語られ、その中でも久永会員の心優しさが

にじみ出ていたように思いました。お疲れ様でした。 

中根会員･鈴木会員･島本会員･山坂会員･坪内会員 

本日は瀬戸内高校,桜が丘高校,文教女子大学付属高校の奨学

生並びに教諭の皆様、当ＲＣ例会にお越し下さいましてありがと

うございます。是非、楽しんでください。 

久永会員◇ 北ﾛｰﾀﾘｰの皆様方が｢奉仕を通じて平和を｣のＩＭ

に多数参加し、応援して下さったお陰でﾊﾟﾈﾗｰとしての役を無事

務めることが出来ました。有難く感謝します。 

山下(江)会員 久永さん、ＩＭでのﾊﾟﾈﾗｰありがとうございました。

平和への熱い思いに感動しました。なお、ＩＭの様子を私のﾌﾞﾛｸﾞ

「なやみよまるく」にて明日ｱｯﾌﾟする予定です。お時間のある方

は覗いてみてください。 

山本(忠)会員☆ ３月生まれです。数えで８２才になりました。こ

れからも元気で９０才を目標に頑張って生きていきたいと思って

います。よろしくお願いします。お祝ありがとうございました。 

髙原会員 今日は雛祭りですね。私の専門領域の女性を大切に

したいと思っています。 

山下(江)会員 本日は桃の節句。気分一新し、約２０年前のｸﾗﾌﾞ

入会の際に山本忠男さんと中尾さんからﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ頂いた「神戸ｼｬ

ﾂ」を着てきました。改めてお礼申しあげます。 

浦会員 四つのﾃｽﾄをﾄﾁﾘました。丁度案内のあったﾀｲﾐﾝｸﾞで、

山坂会員より女性をご紹介頂いた件を同じﾃｰﾌﾞﾙだった皆さん

に暴露され、動揺がそのまま出てしまいました。失礼しました。 

 

当日計 16,000 円（内、ｗｅｂ10,000 円） 累計 993,400 円 

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

 

『広島北ＲＣ奨学育英資金奨学生終了式』 

 

 

広島文教女子大学付属高等学校、広島県瀬戸内高等学校、広

島桜が丘高等学校のより各１名、計３名の方が無事卒業されまし

た。これからも夢に向かって頑張ってください。 

 

 

 
先月２月２８日（日）ＡＮＡクラウンプラザホテル広島にて、２０１５

～２０１６年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７１０地区Ｇ６・７合同ｲﾝﾀｰｼﾃｨ･ﾐ

ｰﾃｨﾝｸﾞ（ＩＭ）が開催され、ﾃｰﾏは広島のﾛｰﾀﾘｱﾝが発信する「奉

仕を通じて平和を」－被爆７０年の節目によせて－でした。 

ＩＭ実行委員長 香川氏の開会宣言、東ｶﾞﾊﾞﾅｰ来賓挨拶に続い

て基調講演が行われた。Ｐａｒｔ１では２０１２-１３年度ＲＩ会長の田

中作次氏が、「世界平和に向けたＲＩの果たす役割」という演題で

講演をされた。またＰａｒｔ２では松井一實広島市長による「広島市

から世界に発信する国際平和」という講演でした。 

また、パネルディスカッションに於いては、当クラブの久永会員が

パネリストとして登壇され、自らの被爆体験を基に広島から世界

の恒久平和をもっと発信しなければならない。ロータリーの奉仕

を通じて「世界平和の聖地広島」をアピールする事が大事との思

いを熱く語られました。 

総勢６５０人の参加者となり、最後は懇親会で盛会裏のうちに終

了しました。 

当日参加者：山下(正)・上河内・久永・岩森・秋山・土井・藤田・合

田・東・本田(善)・本田(裕)・石田・石井・桑村・河本・小林・金井・

黒田・三保・水野・丸本・松田・森・中尾・中根・中山・二井本・岡

部・越智・岡田(清)・炭田・庄子・塩本(能)・杉町・迫・佐々木・髙

原・坪内・武部・竹内・樽本・浦・山下(江)・山内・吉永・藤原・岡田

(昌)・樹野・柳井 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年３月３日（木） 会員数 ８８名 

出席 ７１名  欠席 １４名 

来客  ３名  ゲスト ８名 

２月１８日例会出席率  １００％ 

■来客者紹介 

小川 嘉彦 様（ｸﾞﾙｰﾌﾟ６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐） 

瀬川 長良 様（ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事） 

和泉  眞 様（広島南） 

委員会報告 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

卓話時間 

グループ６,７合同インターシティ・ミーティング報告 
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【職場訪問例会】 

訪問先：㈱高陽自動車学校 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 
 

 
免許を取得してから久しぶりに教習所を訪れた会員が多く、笑い

声の絶えない職場訪問となりました。お忙しい中、快く受け入れ

て下さいました㈱高陽自動車学校の皆様、大変お世話になり、

ありがとうございました。 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年３月１０日（木） 会員数 ８８名 

出席 ５０名  欠席 ３３名  来賓  １名 

２月２５日例会出席率  １００％ 

２月度平均出席率  １００％ 

■来客者紹介 

田上克彦様（㈱高陽自動車学校 代表取締役社長） 

前回の例会    ２０１６年３月１０日（木） 第２２６１回

久永会員がﾊﾟﾈﾘｽﾄ

として平和に対する

熱い思いを話されま

した。 

 

代表取締役社

長 田上様に

お 話 し を 頂 き

ました。 

 

ありがとうござ

いました。 

最 新の 指 導 設

備を利用したｼﾐ

ｭﾚｰﾀ教習を体

験しました。 

臨場感抜群でし

た。 

事故者続出(爆)

美味しいお弁当。 

二井本会員、いつもあ

りがとうございます。 


