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国際ロータリー会長  ジョン・ジャーム 氏 

国際ロータリーテーマ 

ROTARY SERVING HUMANITY 

人類に奉仕するロータリー 

■会長  中山 昌実    ■幹事  岡部 知之 
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７月２８日発行 Vol．１４８０

 
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 ニコニコ委員会 

卓話時間 ｢就任挨拶Part２｣ 理事役員委員長 

 

ロータリーソング  ｢R-O-T-A-R-Y｣ 

来客紹介 親睦委員会 

表彰 

会長時間  

幹事報告  

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 ｢就任挨拶Part１｣ 理事役員委員長 

 

 
マルチプル･ポールハリス･フェロー(２回目) 中尾 建三 会員 

ポールハリス･フェロー  桑村  守 会員 

 

ご来客の皆さんにはようこそお越し下さいました。時間の許す限り

ごゆっくりおくつろぎください。 

先週、親睦委員会が新会員歓迎を兼ねて開催されました。新会員６

名は個性的な方ばかりで、大変賑やかな委員会となりました。これ

から親睦と奉仕にとﾛｰﾀﾘｰを楽しんで頂ければと思います。 

先週に続き長寿企業について、２位は生花教室「池坊華道会」（５８

７年）、３位は山梨県の旅館「慶雲館」（７０８年）、４位兵庫県の旅館

「古まん」（７１７）、５位石川県にある旅館「法師（善吾桜）」（７１８年）、

と続きます。日本以外ではフランスのワイン製造企業とイタリアの

鐘製造企業が西暦１０００年の創業となっています。また、四千年

の歴史の国である中国では漢方薬の北京同仁堂が西暦１６６９年

創業でもっとも古く、隣国の韓国には１００年以上続く企業は２社ほ

どしかないとのことです。 

本日は理事役員及び委員長の就任挨拶です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

＊来月、８月１８日の例会はｶﾞﾊﾞﾅｰによる公式訪問です。公式訪問

に先立ち、４日の例会にｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐が来られます。例会後にはｸ

ﾗﾌﾞ協議会を開催します。義務者の方に本日案内をお送りします

ので、ご出席を頂きますようお願いいたします。 

＊ＢＯＸ配布物 

ＲＹＬＡ（ﾗｲﾗ）ご案内 

８月例会予定表 

 

プログラム委員会  松田委員長 

＊例会終了後、委員会を開催します。 

財団プログラム委員会  上河内委員長 

＊財団奨学生の募集 

＊本日、１８：３０から委員会を開催します。 

青少年奉仕委員会  島本委員長 

＊ＲＹＬＡについてご案内 

 

 

 

釣り同好会  小林孝憲会員 

ゴルフ同好会  小林直哉会員 

＊８月例会および取り切り戦について 

前回の例会    2016 年7 月２１日  第227８回 

ロータリー財団寄付認証 

会 長 時 間        会長  中山 昌実 

幹 事 報 告        幹事  岡部 知之 

委員会報告 

ロータリーの友誌紹介     

  担当：粟屋公共イメージ常任委員長

 

①横組の P３６：田原榮一ガバナーご夫妻の写真付紹介記事 

②横組の P５９：地区別クラブ数・会員数・出席率一覧表 

③横組の P６１：日本ロータリー分布図 

是非、ご一読ください。

同好会報告 

本日の例会
2016 年7 月２８日（木） 

第227９回 
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《ご来客出宝》 
広島陵北ＲＣ 久保弘睦 様 中山会長、子ｸﾗﾌﾞの広島陵北ＲＣの

ご指導をよろしくお願いします。 

《自主出宝》 

中山会員･三保会員･岡部会員･丸本会員･小林(孝)会員 

広島北ＲＣのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは新年度ｽﾀｰﾄ時にﾘﾆｭｰｱﾙしています。創

立時の会報から今に至るまで見ることができます。また、会員専用

ﾍﾟｰｼﾞにも積極的に入って頂き、会員ﾌｫｰﾗﾑで新しい情報を皆さん

で共有しましょう。 

杉町会員◇◇ 本日、ｸﾗﾌﾞ管理運営理事就任の挨拶をさせて頂き

ます。会員の皆様、１年間宜しくお願い致します。ﾆｺﾆｺ委員会、頑

張っていきましょう！ 

濱本会員☆ 先週お休みを頂いている間に入会して丸５年が経ち

ました。まだまだｸﾗﾌﾞの役には立てていませんが、これからも宜しく

お願い致します。５年楽しませて頂いていますので５枚出宝します。 
西津会員 妻の誕生日にきれいな花を届けて頂きました。ありがと

うございました。 
松田会員 夏の全国高校野球選手権広島大会４回戦も終わりベス

ト８での戦いとなります。わが母校崇徳学園も残っております。学校

の同窓会副会長ならびに評議員させて頂いている関係で「今年こそ

は甲子園」と応援し続けている今日この頃。次週例会の際に優勝報

告出宝させて頂けるよう祈願して本日ﾆｺﾆｺに出宝します。優勝の

暁には同窓ＯＢ諸氏 寄付の程宜しくお願い致します!! 追伸 野球

部ＯＢの浦君、来週は大枚出宝ですよ。 

久永会員 我に良き友あり。波間から朱色の大鳥居を通して厳島

神社の社殿、背景には深緑の弥山、気高く千年も変わらぬ姿と暑

中見舞の文章。想いの深いすばらしい暑中見舞を頂きました。原爆

の苦い暑い広島の夏ですが、「和の精神」と共に心身が蘇り、今年

の夏も元気に行けそうです。終わりになりましたが、北ＲＣの皆様に

暑中見舞い申し上げます。 

山下(正)会員 今月の初めﾛｰﾀﾘｰ野球で甲子園に行く新幹線の中

で、眼底出血になり右目が見えないまま試合に出て唯一の失点を

演出するｴﾗｰをしてしまい、野球部の皆さんにも心配頂きましたが、

甲子園からの帰り道に日曜日にもかかわらず診察をしてもらいお蔭

で随分とよく見える様になりました。山村先生ありがとう。 

吉永会員 本日、仕事の取引先である東ｼﾊﾞエレベータさんの「昇

降機事業創設５０周年記念ﾊﾟｰﾃｨｰ」が東京で開催されるため例会

を欠席させていただきます。皆様にお会いできなくて残念です。 

本日、就任あいさつをされる皆さん… ニコニコ御出宝ありがとうご

ざいます。まだの方はお早めに… 

河本会員 本日、例会に遅参しました。 

 

 
 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

 

 

『就任挨拶 Part１』 

 

理事・直前会長 山下正司会員 

 
直前会長の名誉職を務めさせて

頂きます山下正司です。 

中山会長の１年の健康を祈りな

がら、陰ながらｸﾗﾌﾞ運営のｻﾎﾟｰﾄ

をさせて頂きたいと思っておりま

す。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

理事･会長ｴﾚｸﾄ 東 正治会員 

 
このたび、会長エレクトを拝命し

ました東です。 

次年度会長の自覚を持って頑張

っていきますので、ご指導ご鞭撻

のほどよろしくお願いします。 

 
理事･副会長及び会員組織常任

委員長     三保二郎会員 

 

会員組織委員会は職業分類・会

員増強の山坂委員長、会員選考

は庄司委員長、そして、ﾛｰﾀﾘｰ情

報は坪内委員長という布陣でや

っていただきます。ﾛｰﾀﾘｰ情報は

昨年より引き続きﾍﾞﾃﾗﾝ会員と近年入会者の交流をより活発に進め

て行きます。また、本年度初日に６名もの新会員が入られましたの

で現在会員数９２名となりました。そこで山坂会員増強委員長は本

年度目標を会員数１００名に目標の上乗せをされました。ですから

本年度純増８名の目標ですので皆さんのご協力よろしくお願いしま

す。そして副会長としましては会長、幹事をしっかりと補佐して執行

部運営することを念頭に本年度頑張ってゆきますのでよろしくお願

い申し上げます。 

 
会員選考委員長 庄子佳良会員 
 

会員選考にあたりましては、推薦

を受けた人が我がクラブの一員

として適格性を備えた方であるこ

とを、当委員会メンバーの河本会

員、山下会員と慎重に審議し、結

果を速やかに理事会に報告をし

て推薦をいたします。北ＲＣの基本的精神である「明るく、調和のと

れた、居心地の良い楽しいクラブ」をご理解いただき、例会出席はも

ちろんのこと、各行事に積極的に参加され、協調性を持ち奉仕の心

を大切にし、会員との親睦と交流を実現できる、素晴らしい会員を

推薦してまいりたいと思っております。 

会員の皆様には、本年度も、ご指導ご鞭撻をいただきますようお願

いを申し上げます。一年間よろしくお願い申し上げます。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 兼 

ｸﾗﾌﾞ定款･細則委員長 

坪内昭吉会員 

 
本年度、ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会並び

にｸﾗﾌﾞ定款・細則委員会の委員

長を仰せつかりました坪内です。 

ニコニコ箱         発表：森 直基会員

《職業ニコニコ》 
中山会員 明日２２日に西法人会主催、南法人会共催で「しっ

かり対応！税務調査のポイント」というテーマでセミナー講師を

します。よろしければ参加してみてください。 

山村会員 山下正司会員のﾆｺﾆｺを受けて。 

当日計 24,000 円  累計 152,000 円

小さな祈りの影絵展のご案内 
 

毎年、８月５・６日に元安橋で中高生が各国の人に向け

て訴えている事業です。昨年に引き続き、今年も支援い

たします。お近くに行かれた際には是非足を運んでみてくだ

さい。また、５日（金）には見学会後、懇親会も開催いたしま

す。参加を希望される方は事務局にお申込みください。 

卓 話 時 間 
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ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会では、例会、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等

の場を通して、ﾛｰﾀﾘｰ情報の発信を行い、会長方針の「ﾛｰﾀﾘｰ 再

認識！再発見！」に繋げていきたいと思います。 

また、定款･細則委員会では、規定審議会での変更内容に基づい

て定款･細則の見直しを行うとともに、その内容を会員の皆様にお

伝えしていきたいと考えています。 

一年間、ご指導ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

理事･ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長 

杉町 孝会員 

 

今年度中山会長の方針である

「 ロ ー タ リ ー  再 認 識 ！ 再 発

見！」。今一度広島北ＲＣとして

の、「例会の充実と会員の親睦

活動」に重点を置き、刷新性と柔

軟性に力を注いでいきたいと思います。 

当委員会は４つの小委員会で構成され、出席・親睦・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾆｺﾆｺ

とそれらの役割は、「ｸﾗﾌﾞが楽しく、また円滑な運営を担う」事です。 

会員同士の絆が深まる様ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ作りに励み、伝統である、「明

るく調和のとれた居心地の良い楽しいｸﾗﾌﾞ」を目指します。 

どうか１年間皆様のお力添えを宜しくお願い致します。 

 

出席委員長  上田修史会員 
 

本年度出席小委員長を拝命いた

しました、上田です。 

引き受けた以上、一生懸命に、１

年間無欠席で頑張って出席して

いこうと思っています。 

ﾛｰﾀﾘｰの３大義務の１つとして、

例会への出席が義務付けられていますので、例会を欠席された会

員には、ﾒ-九アップをして頂き、昨年はｸﾗﾌﾞの連続出席１００％の達

成が出来なかったので、全会員の１００％の出席を目指して行きた

いと思っています。 

又、ﾛｰﾀﾘｰのあらゆる会合に参加・出席する事を奨励して行きたい

と思っていますので、ご協力をお願い致します。昨年と同じように例

会出席予定表の活用を実施しますので、例会を欠席される会員は

ご記入のご協力をよろしくお願い申し上げまして就任の挨拶と、させ

て頂きます。 

 

親睦委員長  藤田省蔵会員 

 

皆さんこんにちは、本年度親睦

委員長を拝命しました、藤田省蔵

でございます。 

親睦は、ﾛｰﾀﾘｰの原点でござい

ますので、会員の皆様の、なか

でも特にﾍﾞﾃﾗﾝ会員と若手会員との親睦をより一層深めるために楽

しい企画を考えてまいりたいと思っています。どうか一年間よろしく

お願い申し上げます。 

 

理事･公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員長 

粟屋充博会員 

 

今年度公共イメージ常任委員会

の委員長を務めさせて頂く粟屋

です。昨年度までは広報常任委

員会でしたが、今年度から呼称

が公共イメージ常任委員会に変わりました。RI の「ﾛｰﾀﾘｰ戦略計画」

の３つの優先事項の１つに、「公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上」という項

目があります。 

広報→公共イメージに委員会名が変更になったいきさつは存じませ 

んが、「各ｸﾗﾌﾞで効果的・魅力的な対外広報活動を積極的に展開し、

ﾛｰﾀﾘｰの公共ｲﾒｰｼﾞの向上に努めるように」とのＲＩの意向ではなか

ろうか、と思っています。 

今年度は委員会として、ﾛｰﾀﾘｰの認知度と公共ｲﾒｰｼﾞの向上につな

がる対外広報の模索に努めると同時に、会長方針「ﾛｰﾀﾘｰ 再認

識！再発見！」のもと、ｸﾗﾌﾞの創立から現在に至るまでのｸﾗﾌﾞ資料

（事業計画書等）の電子化にも取り組んで行く所存です。 

一年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

会報ＩＴ委員長  越智健剛会員 
 

今年度は、中山会長の「ﾛｰﾀﾘｰの

棚卸」の方針に従い、会報IT委員

会としましても、資料の保存など

で頑張っていきたいと思います。 

資料の保存に関しては、既に当ｸ

ﾗﾌﾞのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに４８年前の第１号の会報から全て見られるように

なっています。是非一度ゆっくりご覧ください。また、マイロータリー

への登録もよろしくお願いします。 

 

理事･奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 

合田尚義会員 
 

今年度、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員

長を務めさせて頂きます合田で

す。中山会長がｸﾗﾌﾞ運営方針に

掲げておられます「ｸﾗﾌﾞ創立５０

周年に向けての棚卸し」をまずは念頭に置き、そして新規事業と継

続事業とのﾊﾞﾗﾝｽ、緊急支援が必要となった場合の対応、また国際

奉仕活動としてﾈﾊﾟｰﾙへの支援を基本方針として取組んでまいりた

いと思います。 

迫職業奉仕委員長、石井社会奉仕委員長、二井本国際奉仕委員

長、島本青少年奉仕委員長、そして各委員会の副委員長や委員の

皆さんと共に一年間、頑張ってまいりたいと思っております。どうぞ、

ご支援とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

米山奨学委員長 菅雅則会員 

 

今年度、米山奨学委員長を拝命

しました菅でございます。 

今年度は当クラブへの奨学生の

新たな受け入れはございません

が、現在、お世話をさせて頂いて

いるダス君との交流を大事にして

いきたいと思っております。また、米山奨学会の意義や活動内容を

財団プログラム委員会と協力し、会員方々に理解と協力をお願いし、

寄付率の向上に努力をして参りますので、よろしくお願い致します。 

 

副幹事  丸本佳生会員 
 

２００８年９月入会後、今年度で９

年目になります。 

これまで、職業奉仕、国際奉仕、

奨学育英資金特別委員長と、事

業計画を実践するに当たり途中

は心配をお掛ける事も多く、委員

の方にはご負担をお掛けしましたが、お蔭様でこれまである程度、

結果を出せてこれたと思います。 

この度副幹事を仰せつかり、理事会や各委員会、月一の合同幹事

会等に参加させて頂き、執行部としての活動を学びながら、中山会

長年度、各委員会の事業計画を、ｽﾑｰｽﾞに遂行できる様、執行部と

して、また副幹事の立場として、一生懸命全力で支えていく所存で

ございます。どうぞ 1 年間、宜しくお願い申し上げます。 
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副幹事  小林孝憲会員 

 

本年度、副幹事を拝命致しまし

た小林孝憲です。 

伝統ある広島北ＲＣの先輩方を

お手本に皆さまのお役に立てる

よう、中山会長年度を盛り上げ、

全力で務めさせて頂きます。皆さ

ま、御指導御鞭撻宜しくお願い致します。 

 

理事・幹事  岡部知之会員 
 

今年度伝統ある広島北ＲＣの幹

事を務めさせていただきます岡

部でございます。１年間どうぞよ

ろしくお願いします。 

中山会長・三保副会長共に、歴

代幹事経験者の中でも北ｸﾗﾌﾞを

知り尽くしていらっしゃいます。強力なお二人からこの１年間学ぶこ

とが多いと思います。しっかり受け継ぎ、次年度の幹事に引き継げ

るようがんばります。 

２月は歴代正副幹事会を両副幹事が同時にｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞでﾄﾞﾀｷｬﾝ､

私が３月のｶﾞﾊﾞﾅｰ杯で骨折、翌月三保副会長が入院、連日連夜の

委員会で中山会長が下血、と年度始まる前に執行部は満身創痍。

これはまずいということで、先輩諸氏に倣い、伊勢神宮へお参りに

行きました。そのお蔭だと思いますが、年度が明け今のところ大き

なミスもなく進行できています。しかし油断することなく、徹底的に細

かく漏れなく運営できるよう努めます。 

丸本・小林両副幹事を指名した理由はいろいろあります。一見同じ

ようなﾀｲﾌﾟに見えるかもしれませんが、実は見事に好みが違い、何

かを奪い合うなんてことが無いﾊﾞﾗﾝｽの良い人事を心がけました。 

１年間しっかりと私を支えてくれると信じつつ、粗相をしないか常に

心配しながらになるかと思います。 

昨年５月、幹事に指名されたときに、女房を無くした私を支えてくれ

た北ｸﾗﾌﾞに、全力で恩返しするという思いは変わりません。受けた

限りは精一杯務めたいと思いますし、精一杯楽しみたいと思います。

皆様には１年間、いろいろとお願いばかりになると思いますがよろし

くお願いしたします。 

 

 
国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム 氏 

 

今日、私たちが迎えようとしている新年度は、

いつの日か最大の偉業を成し遂げた年とし

てロータリーの歴史に刻まれるかもしれませ

ん。それは、世界で最後のポリオ症例が確

認された年です。２０１５年には天然ポリオ

ウィルスによるポリオ発症例はわずか７４件

にとどまり、すべてアフガニスタンとパキスタ

ンで確認されています。私たちはポリオ撲滅

という目標に向けて懸命な活動を続けつつ、さらにその先を見据え

なければなりません。つまり、この成功を活かしてさらに大きな目標

の達成に向けて準備をするのです。 

 

ロータリーの将来にとって、ポリオ撲滅におけるロータリーの役割が

広く認知されることはきわめて重要です。私たちが成し遂げたことを

知ってもらうことで、パートナーや資金を集めること、さらには会員を

惹きつけることができるようになり、より大きな目標を達成すること

ができるようになります。ＲＩ本部ではそのようなロータリーの功績に

ついて認知度を高めるため日々努力していますが、本部だけでは

成しえません。皆さんにも、クラブを通じて地域社会でロータリーと

は何か、どんなことをしている団体なのかを広く伝えていただく必要

があります。各ロータリークラブが、ポリオがついに撲滅される瞬間

に立ち会う準備ができていることを確かめる必要があるのです。な

ぜなら、よいことをしたいと考えた人びとがロータリーこそ世界を変

えることができる場所だと思った時に、どのロータリークラブでもそ

の機会を提供する準備が整っていることが必要だからです。 

 

今後数年間でさらに「人類に奉仕するロータリー」を実現するには、

自ら進んで奉仕活動に参加し、いたわりの心と聡明な頭脳を持った

多くの人が参加して活動を進めていく必要があります。私たちが求

めているのは、ロータリーの奉仕活動を若い会員や引退したばかり

の人びと、さらに在職中の人びとにもアピールするような、柔軟なク

ラブです。新たなパートナーシップを求め、門戸を開いて他の団体と

連携関係を結ぶことが必要です。 

 

将来を見据え、リーダーシップの継続性についても優先順位を明確

にしなければなりません。ロータリーの一員である私たちは皆、同じ

チームとして同じ目標に向かって努力しています。一緒に目標を達

成するには、共に同じ方向へと進まなければなりません。 

 

ロータリーで奉仕する毎日には、人びとの生活を変える機会が与え

られています。皆さんの行動一つひとつが重要な意味を持ちます。

一つひとつの「よいこと」が私たち全員にとってよりよい世界を作る

のです。ロータリーでは新たな年度を迎えるにあたり、「人類に奉仕

するロータリー」を通じて世界をよりよい方向へ変える新しいチャン

スが私たち全員に与えられています。 

（ＲＩﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより） 

 

※国際ロータリー（ＲＩ）会長は毎月、ＲＩ公式ホームページ上でメッセ

ージを全会員に向けて発信しています。 

 

 
地区大会は全員登録です。本登録は８月に行いますので、多数ご

参加をお願いいたします。 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年７月２１日（木） 会員数 ９２名 

出席 ６４名  欠席 ２８名 （例会出席率 ６９.５７％） 

来客  １名 

７月７日例会 修正後出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

久保 弘睦 様（広島陵北） 

■次回例会案内  ２０１６年８月４日（木） 

卓話 「がん予防総説」  

    がん予防推進委員会  岩森  茂 会員 

食事 洋食 

ＲＩ会長メッセージ       2016 年７月 

２０１６－２０１７年度 地区大会 

 

開催期間 ２０１６年１０月２９日(土)・３０日(日) 

 

１日目 １０月２９日(土) 会場：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島 

内容：会長幹事本会議、基調講演 

ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

 

２日目 １０月３０日(日) 会場：広島国際会議場 

     内容：本会議(午前の部)、昼食､記念講演､ 

         本会議(午後の部)、懇親会 

■記念講演内容■ 

名作映画で観る４つのテストの日常化 

＊映画・ﾃﾚﾋﾞで活躍中の女優の小雪さんが特別ｹﾞｽﾄとして来

場します。 

司会：西田篤史 

ゲスト：小雪（女優）・戸川喜史(ｻﾛﾝｼﾈﾏ銀幕部長) 


