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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４月１４日発行 Vol．１４６８

 

 
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 『タイでの国際奉仕と水と衛生について』 

 国際奉仕委員長  下前 嘉彦 会員 

 

皆さんこんにちは。桜の花も満開で春本番！４月に入って新社会

人・新入学生とあちこちで若い歓声が街中を明るくしているように思

います。私たちﾛｰﾀﾘｱﾝも負けじと新たな気分で活力を持って行動

したいものです。 

本年度も残り３カ月となりました、今年度掲げた各委員会の目標に

むけてﾗｽﾄｽﾊﾟー ﾄをかけて行きたいと思います。 

特に今年度残念なことは、２名の会員が亡くなられ、先月はﾁｬｰﾀｰﾒ

ﾝﾊﾞｰでした岸本会員がご卒業され、転勤等による退会者がおられ

る等々で実質会員数が減となってしまっている事です。それぞれに

やむを得ない事情が有っての事ですが、今からもう一度馬力をかけ

て是非次年度に引き継ぎたいと思いますので、会員皆様のご協力

をあらためてお願いたします。 

又、今日は卓話の時間で本来なら先月の「水と衛生月間」で予定を

していました ﾀｲの小学校に水の浄水器設置事業について詳しく

報告いただくことになっています。この事業ももう３年目だと思いま

すが、現地の人たちにどのような効果が出ているのかも聞けると「世

界へのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ」になれた実感を会員皆で共有できて嬉しいです

ね。 

今月は「母子の健康月間」となっています。 東ｶﾞﾊﾞﾅｰ、田村ﾊﾟｽﾄｶﾞ

ﾊﾞﾅｰが共に今月のｶﾞﾊﾞﾅｰ月信に書いておられます。母子の健全

な育成が国の繁栄ひいては世界平和につながる重要な要素である。

と言うことです。是非 月信にも目を通して下さい。 

最後になりましたが 先週の岩森・原田両会員の祝寿の会には、近

年入会の若い会員にも沢山出席頂き、楽しい時間が過ごせたと思

います。企画をして頂きました石田理事・越智親睦委員長及び委員

会の皆さんお世話になりありがとうございました。 

 

 
左から、上河内幹事・濱本会員・岡部会員、東副会長 

おめでとうございます！        （欠席：小河会員・山下 江会員） 

 

長崎県・佐世保北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗ

ﾌﾞの緒方信行様がﾒｰｸｱｯﾌﾟ

で当ｸﾗﾌﾞに来られました。 

 

また是非お越しください。 

 

 

 

 

次年度地区大会実行委員

長  緒方俊平 氏 

(広島中央RC 所属) 

 

次年度の地区大会は広島

中央ＲＣのﾎｽﾄにより開催さ

れます。地区大会の宣伝と

全員登録のお願いをされま

した。 

■本日の例会       ２０１６年４月１４日（木）   第２２６５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 『米山学友会について』  

 庄子 佳良 会員 

前回の例会    ２０１６年４月７日（木）    第２２６４回 

会長時間           （代理）副会長    東  正治

会員誕生月お祝い 

バナー贈呈 

次年度地区大会 
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*本日（７日）、１８時３０分より「かなわ」において今年度理事会を

開催します。 

*４月例会予定表（ＢＯＸ配布物） 

*ロータリーの友誌（ＢＯＸ配布物） 

*ガバナー月信（ＢＯＸ配布物） 

 

親睦委員会  上田副委員長 

４/１２(火)親睦委員会開催案内 

創立４７周年記念例会の回答締切案内（４/８締切） 

次年度社会奉仕委員会  石井次年度委員長 

次年度社会奉仕委員会では広島市北部こども療育ｾﾝﾀｰに対し

て「ﾛｰﾗｰすべり台」を寄贈するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを準備中です。このﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄは地区の補助金事業として申請中です。 

次年度幹事報告  岡部次年度幹事 

本日例会終了後、３Ｆ天平において「第１回被選ｸﾗﾌﾞ協議会」を

開催します。 

 

野球同好会  松田会員 

１９日（土）にｶﾞﾊﾞﾅｰ杯野球大会の１回戦を行い、光ＲＣと対戦し

ましたが、２－１で惜しくも負けました。応援ありがとうございまし

た。 

登山同好会  本田(善)会員 

お花見の開催場所が変更となりました。 

 

≪お客様よりご出宝≫ 

佐世保北ＲＣ緒方信行様◇ 本日はよろしくお願い致します。 

≪自主出宝≫ 

中山会員・三保会員・岡部会員・丸本会員・小林会員 本日、第

１回被選ｸﾗﾌﾞ協議会があります。皆様、宜しくお願い致します。 

岩森会員★ ３月２９日、米寿の祝いを多くの会員の皆様に盛大

に施行して頂きました。本当にありがとうございました。 

原田会員★ ３月２９日、私の傘寿の祝賀会に多数参加して頂き、

ありがとうございました。 

下前会員 本日、卓話をさせていただきます。 

中尾会員 上野さん、伝記小説作家が貴君をﾓﾃﾞﾙにあいた小

説『糾える縄』を贈って下さりありがとうございます。「哀楽 時を

易たり」と申しますが、一層のご活躍をお祈りいたします。 

島本会員 上野さん、「糾える縄」を読ませて頂きました。幾多の

試練を乗り越え培った上野学園及び経営理念の一端を知り尊敬

いたす次第です。 

丸本会員★ ３/１２多打喜会沖縄遠征でのｱﾝﾀﾞｰ分と３/２９社

内ｺﾝﾍﾟで千代田ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ８番１４８ﾔｰﾄﾞでのﾎｰﾙｲﾝﾜﾝを達成

しました。合せて１０枚出宝致します。ｷｬﾃﾞｨをつけていなかった

ので保険は降りませんので、ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝのお祝いはお手柔らか

にお願い致します。 

上河内会員 本日は、誕生日を祝っていただきありがとうござい

ます。来年はとうとう還暦になってしまいます、私には還暦という

ものは来ないものだと思っていましたが、残念ながら来そうです

ね。 

岡部会員 本日は誕生日のお祝いありがとうございました。５２才

になります。次年度は幹事として頑張ります。 

迫会員 先日、妻の誕生日にいつも美しい花が届きました。毎年

ありがとうございました。 

樽本会員◇ 妻の誕生日に素敵なお花を頂き、ありがとうござい

ました。日頃より妻はﾛｰﾀﾘｰの活動を応援してくれておりますの

で、益々精進し、頑張って参りますので、引き続きご指導の程、

宜しくお願いします。 

土井会員 ４/８より４/１７まで中央公園で春のｸﾞﾘｰﾝﾌｪｱｰが、開

催されます。植物に関心のある方は、おでかけください。 

秋山会員◇ 長男が小学校、末の娘が幼稚園にそれぞれ入りま

した。子育ても一段落です。ﾛｰﾀﾘｰ活動頑張ります。 

上田会員 所用の為、早退させて頂きます。 

 

当日計 49,000 円（内、ｗｅｂ2,000 円） 累計 1,174,900 円 

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

 

『タイでの国際奉仕と水と衛生について』 

 

国際奉仕委員会        

委員長  下前 嘉彦 会員 

 

先月３月が水と衛生月間と

いうことで国際奉仕委員会

として３年間続けて参りまし

た浄水器設置事業につい

てもう一度皆さんへご紹介

させて頂きます。 

「世界の水事情について」 

まず、日本では蛇口をひ

ねれば、綺麗な飲み水がでてきます。国土交通省の調べでは世

界で水道水が飲める国は日本をはじめ、１５カ国と言われている

そうです。 

日本にいると水の重要性を忘れてしまうと思いますが、世界では

９億人が飲み水に困っており、実際に、世界では毎年１８０万人

の子供たちが不衛生な水等を原因とする病で命を落としていま

す。 

「３年間の水事業の説明」 

４年前広島北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ４５周年の記念事業として国際奉仕委

員会として海外で困っている人のためになる事業をということで

何ができるかをいろいろと模索していたところ、タイならｱｸｾｽも良

く、国際大会に参加したこともありましたので行きやすいということ

でﾊﾞﾝｺｸの幾つかのﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの例会に参加してみました。 

ﾊﾞﾝｺｸＲＣ、ﾊﾞﾝｺｸｻｳｽＲＣ、ｽﾘｰｵﾝＲＣの３つのﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの例

会に出席させて頂き、各会長、幹事さんと例会前の１時間程度、

時間を頂きまして、国際奉仕事業で共同でできる事業がないか、

各ｸﾗﾌﾞで行われている事業についてなどを聞き込みして周りまし

た。ﾊﾞﾝｺｸＲＣではﾐｬﾝﾏｰにて初めてのﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを作る活動は

どうですか。との打診がありましたが荷が重すぎたので断念しまし

た。 

その中のｽﾘｰｵンＲＣが日本人がﾒｲﾝのｸﾗﾌﾞで日本語での例会と

いうことで通訳もなく、ｽﾘｰｵﾝＲＣ

のスローガンが「日本のかけ橋と

なる」ということでしたのでこちら

のｸﾗﾌﾞと事業をするという結論

になりました。こちらのｸﾗﾌﾞでは、

ﾀｲ郊外の小学校へ浄水器を取

り付ける事業があることを知り、

浄水器設置事業が予算的にも

適しているので浄水器設置事業

をすることになりました。 

ただ４５周年の事業としても取り

付けできる浄水器を３機程度の

幹事報告              幹 事  上河内裕司 

委員会報告 

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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予算しかないありませんでした。そのため最終目標として、ｸﾞﾛｰ

ﾊﾞﾙ補助金事業として３０機程度を購入できる予算を確保し、結

果、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金の申請手前まではいきましたが浄水器事業

でのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金申請はいろいろと問題があるようで叶いませ

んでしたが３年間で１０機の浄水器を設置することができ多くの

子供たちの笑顔を見ることができました。 

 
 

 
 

 

 

去る３月２９日（火）に、『岩森会員 米寿・原田会員 傘寿 祝寿

の会』が親睦委員会主催によりビアローゼンにて開催されました。

当日は４０名を超える会員が集まり、岩森会員と原田会員をお祝

しました。 

 
岩森  茂会員     原田 義弘会員 

 
おめでとうございます！益々お元気で！ 

 
４月７日（木）例会終了後、第１回被選クラブ協議会が開催され、

次年度理事役員および正副委員長が出席しました。 

次年度ＲＩテーマ、地区目標並びにクラブ運営方針などが発表さ

れ、これより本格的に次年度が動き出します。 

 

次年度ＲＩテーマ 「人類に奉仕するロータリー」 

次年度クラブ運営方針 「ロータリー 再認識！再発見！」 

 

 
 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年４月７日（木） 会員数 ８５名 

出席 ７１名  欠席 １４名 

来客  ３名 ゲスト １名 

３月１７日例会出席率  １００％ 

■来客者紹介 親睦委員会 

緒方 信行 様（佐世保北） 

緒方 俊平 様（広島中央） 

砂田 恭延 様（広島中央） 

小林 直哉 様（次回入会予定者） 

■次回例会のご案内  ２０１６年４月２１日（木） 

卓話 『禅とは何か？』 

曹洞宗八屋山 普門寺 

副住職 吉村昇洋 氏 

食事 洋食 

第１回被選クラブ協議会 


