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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６月２日発行 Vol．１４７３

 

 
ロータリーソング 「われら広島北ロータリー」 

来客紹介 親睦委員会 

入会式 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『保護者に見る青年像の今』 

 府中ひかり保育園 

 園長  原  惠美子 氏 

 

皆さんこんにちは。 

今日は、今月の強調月間テーマになっています「青少年奉仕月間」

に因んで「保護者に見る青年像の今」と言う演題で 府中ひかり園の

原園長様にお越しいただいております。 後ほど３０分と短い時間で

すが、最近の子供を取り巻く環境がどのような状況なのか？少しで

も理解出来たらと思い、興味を持って聞かせて頂きたいと思ってお

りますのでよろしくお願い致します。 

さて、話は変わりますが、先日の理事会においてご承認を頂き、皆

さんにお伝えしておきたい事が１点有ります。  

広島北ＲＣの子クラブであります、陵北ＲＣとの間でメークアップフリ

ーにしようと言う案です。これは近年入会の若い会員の皆さんに特

によく聞いて頂きたいのですがホームクラブの例会を休む時には他

クラブにてメークアップをしなければなりませんが、他クラブの例会

に出席すると食事代が必要となります。 

そこで親子関係にある陵北ＲＣとの間においてこの食事代はお互い

のクラブで支払いをして個人の負担をなくすことによって、お互いの

例会に参加しやすく交流が密になることで、更に友好関係・相互理

解を深める事が出来るのではと思っております。  

この案についての同意書をまだ書面にて交わせていませんので、

今しばらく待って頂きたいと思いますが、正式に決まりましたら再度

ご報告をいたしますので是非活用頂きたいと思います。 

会長の時間を終わります。 

 

中川良浩氏の入会式が執り行

われました。 

勤務先：㈱文明堂総本店  

取締役営業本部長兼広島支

店長 

職業分類：和菓子販売 

推薦者：山内盛利会員・島本

章生会員 

所属委員会：親睦委員会 

なお、中川氏は中川良男会員のご子息となります。 

 
ご入会おめでとうございます！ 

 

*６月例会予定表（ＢＯＸ配布） 

*ﾛｰﾀﾘｰ手帳（注文者のみＢＯＸ配布） 

 

プログラム委員会  小林(孝)委員長 

６月１６日と２３日の両日において、理事役員委員長の皆様に退任挨

拶をしていただきます。後日、ご案内をお送りいたしますので、よろ

しくお願い致します。 

次年度出席委員会  上田会員 

本日、例会終了後、委員会を開催しますので、お集まりください。 

■本日の例会       ２０１６年６月２日（木）   第２２７０回 

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 

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 『新会員自己紹介』  

 小林 直哉 会員 

   中川 良浩 会員 

前回の例会   ２０１６年５月２６日（木）    第２２７０回 

会長時間                会 長  山下 正司 

入会式 

幹事報告              幹 事  上河内裕司 

委員会報告 
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会報･ＩＴ委員会  樹野会員 

ロータリーの友誌５月号の紹介 

Ｐ.１４～１７ 

■異文化に接して-青少年交換派遣を通して 

 【ロータリー青少年交換（高校生が交換留学生として海外に派

遣されるプログラム）の経験談】 

・ロシア：留学して世界観が大きく変わりウラジオストクの大学に

進学 

・ブラジル：コミュニケーションの壁を乗り越えることで交流が出来

た 

・フィンランド：異文化に触れることで相手を理解しようとする気持

ちの大切さを知った 

・カナダ：授業中に飲食可能など国によって「普通」は異なる 

・タイ：クーデターなども経験したが日本文化の人気が非常に高

い 

・フランス：同時多発テロを経験し宗教・民族について考える機会

に・アジア人への人種差別も経験 

Ｐ.３７ 

■ガバナーのページ 

 【第２７１０地区 東ガバナーのお言葉「ロータリーの原点を携え

ての公式訪問」】 

変えてはいけないものとして、創立時の目的「親睦と職業倫理の

確立」を考え、拡大しても「奉仕の理想」を貫くこと 

 

≪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 

原 恵美子様、本日は広島北ＲＣにお越し頂きありがとうございま

す。私たちは、今の子供たちや親御さんたちと痛切にギャップを

感じる年代なので、お話大変興味深く、楽しみにしています。よ

ろしくお願いします。 

坪内会員･合田会員 府中ひかり保育園の原園長先生、本日は

広島北ＲＣへお越し頂きまして、ありがとうございます。「保護者

に見る青年像の今」の卓話、楽しみにしています。 

髙原会員 本日の卓話者、原先生とは旧知の知り合いです。卓

話、楽しみにしています。 

山下(正)会員・東会員・上河内会員・藤田会員・吉永会員 

中川良浩さん、広島北ＲＣ入会おめでとうございます。お父さん

に負けないぐらい、頑張って下さい。楽しんでいきましょう！ 

中川良男会員★ 息子・良浩が入会しました。親子共々、よろし

くお願い致します。 

山内会員･島本会員 中川良浩さん、入会おめでとうございます。

これから一緒に楽しく充実したﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを送りましょう。 

原田会員 中川さん、入会おめでとうございます。お母様の｢とし

こ｣先生には１７年間大変お世話になっております。 

久保(雅)会員 中川良浩さん、ご入会お待ちいたしておりました。

先月の福岡の祝宴の際は大変お世話になり有難うございました。

次回は長崎でよろしくお願い致します。 

塩本(能)会員･久保(豊)会員 中川良浩さん、ご入会おめでとうご

ざいます。一緒に頑張りましょう。 

久永会員 伊勢･志摩ｻﾐｯﾄ会場に歴清社の金紙が採用されまし

た。ﾎﾃﾙのｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙに日本の四季を彩る「かきつばたの花」

を生ける横６ｍのﾊﾞｯｸを飾ります。G７の首脳達に日本文化の一

端を感じて頂ければ幸いです。 

髙原会員 明日、ｵﾊﾞﾏ氏が来広されます。広島訪問に際して、

真の平和と核軍縮を考えて欲しいと大いに期待しいています。 

坪内会員 妻の誕生日に素敵な花を贈って頂き、ありがとうござ

いました。とても喜んでいました。 

久保(豊)会員 先日の三次きんさいﾘｰｸﾞの第２戦、先発して２点

のﾘｰﾄﾞをもらいながら最終回ｻﾖﾅﾗ負けを。反省を込めて。 

山下(江)会員 仕事のため、早退します。 

塩本(能)会員 早退します。 

 

当日計 36,000 円（内、ｗｅｂ10,000 円） 累計 1,337,900 円 

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

 

『保護者に見る青年像の今』 

 

社会福祉法人昭和愛育会 

府中ひかり保育 園長 原 惠美子 氏 

 

保育園とは；生後５か月から就学

前の５歳児迄を正月３が日を除

き月曜日～土曜日７時から２０時

開所して預かり保育・教育してい

る。 

今問題と考える；日本の台所か

ら炊飯器が消える。青年は時短

が最優先プラス準備や算段はショートカットしたい。外で買ってく

る弁当とパックご飯が大活躍。 

セット包装された数種の野菜も時短の一端を担い 日本の台所

には電子レンジしかない日が近いのでは、と危惧している。 

食育の取り組み；作らなくとも食べられる今、自分の食べるべき物

を選ぶ力・自分に必要である品を見極める知識を付けるのが『現

代版食育』と確信する。 

ゆとりの世代”の対話；青年のコミュニケーション能力不足は、携

帯電話やスマホがたくさんの機能を有し便利になる事により 相

手に臨機応変な対応する事には鬱陶しさを感じているに起因す

るのでは。 

取り組み；味覚・舌を育てる為、多忙な若い保護者に代わり 保

育園は地産・新鮮な食材で豊かな給食の提供努力を続ける。 

微小でも子どもの為に行動している保護者は受け入れ、誉め称

える。 

行事などを捉え“預けっぱなし”の育児にならないよう、同じ場所

で・同じ実体験を・身体を、手を使う経験として親子に得てもらう

様設定する。 

『青年』はまさに、私達世代が育ててきた人達～ お互いの信頼

構築努力の上に、社会を担い活躍する大人に成長して欲しいと

願って慈しみ育てる覚悟が 社会を構成するすべての世代に必

要と考える。 

 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年５月２６日（木） 会員数 ８７名 

出席 ６７名  欠席 ２０名 

来賓  １名  来客  ２名 

５月１２日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

原 惠美子 様（卓話者） 

石田 恒夫 様（広島陵北） 

野間 昇司 君（広島安芸） 

■次回例会案内  ２０１６年６月９日（木） 

卓話：脚本家  鴨 義信 氏 

    『映画で広島を盛り上げる』 

食事：幕の内 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

卓話時間 


