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例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 
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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 

ガバナー補佐挨拶 ガバナー補佐 静川 周 氏 

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 ｢がん予防総説｣ 

 がん予防推進委員会 岩森  茂会員 

 

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 

 

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。先週木曜日、第１回財団プログラム

委員会が開催されました。財団１００周年事業について、話があち

こち行きながらも真剣に討議されました。 

先週に続き長寿企業について、今回は広島県の長寿企業の紹介を

します。１位は「尾道造酢㈱」（１５８２年）で食酢製造です。同社の

ホームページによれば、尾道商人が、豊臣秀吉が雇い入れた酢職

人を堺より招き入れ、酢の醸造をはじめ、１９１８年に同業５社が協

同で現在の尾道造酢㈱を設立したようです。２位は中区「赤松製薬

㈲」（１６１５年）医薬品小売で岡山から広島に来て医薬品業を創業

されたとのことです。 

長寿企業の要因として、１番に本業重視があげられます。 

しかし、時代の変化によって生活習慣も変わっていく中で、何も変

えなければ企業は衰退していきます。先日「車のおはらい」で有名

な速谷神社の横を通ったときに、ふと思いました。速谷神社は１７０

０年の歴史がある由緒ある神社ですが、登場して１００年の歴史の

「車」のおはらいで有名ですよね。調べてみると、古くから「山陽道

の守護神」として九州にむかう防人（さきもり）が従来安全や武運を

祈願したとのことです。つまり「交通安全」を基本として、現代の主

な交通手段である車に目を向けたということです。 

それからもう一つの要因は常にお客の立場で、お客様を裏切らな

いことではないでしょうか？職業奉仕の実践として、ここに１つのヒ

ントがあるように思います。 

本日も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。 

 

＊次週８月４日は１１時から理事会が、例会終了後には第１回クラ

ブ協議会を開催します。 

＊ＢＯＸ配布物 

在広ＲＣ合同会員名簿 

ﾛｰﾀﾘｰ財団及び米山記念奨学会に対する寄付のお奨め 

 

財団プログラム委員会  上河内委員長 

＊今年も END POLIO NOW チャリティマラソンとして「ひろしま国際

平和マラソン」に出場します。今年度はﾛｰﾀﾘｰ財団１００周年記念

ということでもあるので、多数の方に参加頂き、ﾛｰﾀﾘｰ財団のＰＲ

にご協力いただきたいと思います。案内をお送りしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

＊本日、ＢＯＸにﾛｰﾀﾘｰ財団への寄付のお願いを配布させて頂きま

した。ご協力をお願いいたします。 

米山奨学委員会  菅委員長 

＊本日、ＢＯＸに米山記念奨学会への寄付のお願いを配布させて

頂きました。ご協力をお願いいたします。 

親睦委員会  藤田委員長 

＊次週４日（木）１８時より「祝寿の会」をビアローゼンで行います。 

 

 

釣り同好会  小林孝憲会員 

＊秋期例会のご案内 

 

《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 

本日は先週に引き続き、理事・役員・委員長就任挨拶となっております。

みなさまよろしくお願いします。 

吉永会員 本日、ニコニコ小委員長として就任挨拶をさせていただきま

す。宜しくお願い致します。 

二井本会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。1 年間よろしくお願い

いたします。 

上河内会員◇ 本日、就任挨拶をいたします。また、ロータリー財団の

寄付のお願いもします。ひろしま国際平和マラソンに広島北ＲＣはチャ 

前回の例会    2016 年7 月２８日  第2279 回 

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 

同好会報告 

ニコニコ箱         発表：森 直基会員 
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2016 年８月４日（木） 
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リティマラソンとして参加しますので、皆様に参加のお願いもします 

水野会員 本日、会計長就任挨拶をさせていただきます。 

岸本名誉会員★ 山本忠男様、この度は総監督のようにお世話を

されています。名門広陵野球部が誠に残念でした。どうぞ今後も是

非とも頑張ってくださいますよう期待しています。 
山下(江)会員 山坂会員、ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹのﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞ後援会会長就任

おめでとうございます。頑張ってください。 
山下(正)会員･東会員･中山会員･岡部会員・藤田会員・上河内会

員・吉永会員・越智会員 山坂さん、先日の北広島町｢楽山(ﾗｸｻﾝ)｣

での慰労会ありがとうございました。素敵な宿泊施設でした。また宿

泊したいと思いますので、よろしくお願いします。 

合田会員 先日、賀茂ＣＣにて、IN は４４、OUT は３６のパープレー、

トータル８０にて、ハーフとトータルの自己ベストを更新しました！ 

週末の取り切り戦は頂きます！ 

 

 
 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

 

 

『就任挨拶 Part2』 

 

職業分類会員増強委員長 

山坂哲郎会員 

 
今年度の職業分類会員増強委

員長の山坂です。事業計画書で

は９０名を目標としましたが、中

山会長と１００名を目指すことに

しました。８月にはオープン例会

のも行います。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

ニコニコ委員長 吉永征史会員 

 
ニコニコ委員長を拝命致しました

吉永です。今年度のニコニコ委

員会は広島県を代表する高校野

球のＯＢが３名います。 

委員長の私が広島工業、副委員

長の森さんが広島商業、委員に

崇徳高校の浦さんがおり、約３０年前の夏大活躍しました。 

今では体の衰えは隠せませんが、北ＲＣの野球部で大活躍してい

ると各自思っています。今年度は、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ以外でもまずこの３人が

連携を取り合い、ﾍﾞﾃﾗﾝ会員の森嶋さん・山下江さんのお力をお借

りし、今日も立派な発表をしていただき、眼医者で有名な山村さんを

含めた６名が力を合わせ、皆様にﾆｺﾆｺ箱の時間が「楽しい時間」・

「楽しみにしてもらえる時間」となるように努力して参ります。 

色々な事にｱﾝﾃﾅを張り情報を収集させていただき、皆様にお声掛

けをさせて頂きますので、その際には快く御出宝いただければ幸い

です。やるからには今までにない

額の金額を集めたいと思います

ので、一年間皆様のご協力宜しく

お願い致します 

 

社会奉仕委員長 石井清司会員 

 
入会して１４目になりますが、そ

の内１０年くらい社会奉仕委員会に所属しており、自称社会奉仕ｵﾀ

ｸの石井でございます。 

今年は数年ぶりにｻﾆｰﾋﾟｱｷｬﾝﾌﾟを復活させ９月２２日秋分の日に日

帰りで実施します。ﾍﾞﾃﾗﾝの会員にはおなじみの事業ですが、近年

入会の方のために事業内容を少し解説します。 

ｻﾆｰﾋﾟｱｷｬﾝﾌﾟとは、小児がん等の難病と戦う子供たちの精神的ｻﾎﾟ

ｰﾄを目的に広島大学病院小児科の小林教授を中心に医療関係者

と、小児がん患者の保護者の会「がんの子供を守る会」、及び小児

がん経験者で構成する支援団体とﾛｰﾀﾘｰﾒﾝﾊﾞｰで、治療中の子供

たちを２泊３日の日程で帝釈峡休暇村に招待して、日ごろの治療か

ら開放し様々なｱｳﾄﾄﾞｱ体験をしてもらう事業です。 

過去に何度も表彰された北ﾛｰﾀﾘｰの看板事業でした。 

社会奉仕委員会は地区補助金申請の関係もあり昨年末からすでに

度も委員会を実施しており、数年ぶりのｷｬﾝﾌﾟ実施に向け準備も

着々とすすんでおります。今後何かと応援をお願いすることもあると

思いますが、ご協力よろしくお願いします。 

 

国際奉仕委員長 二井本会員 
 

国際奉仕委員会では今年度主に

３つの計画に取り組んでまいりま

す。①５０周年に向けて過去に実

行された事業の検索と調査 

②前年度からの継続事業である

ﾀｲへの浄水器設置の検討 

③ネパール支援内容の検討です。 

③の内容については、米山奨学生のﾀﾞｽ･ﾗﾘｯﾄ ｸﾏｰﾙさんに協力頂

きﾈﾊﾟｰﾙのﾛと連携をとり被災地のﾆｰｽﾞに合致した事業内容を実施

したいと考えております。 

ﾛｰﾀﾘｰは奉仕と親睦ということを聞いておりますが、そのうちの国際

奉仕部門を担当させていただくという事で、大きなﾌﾟﾚｯｼｬｰを感じて

いるのが正直なところではございますが、経験豊富な委員会のﾒﾝﾊﾞ

ｰと会員皆様方のお力をお借りしまして無事１年間勤めて参りたい

と思いますので、何卒ご指導ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

青少年奉仕委員長 兼 

奨学育英資金特別委員長 

島本章生会員 

 
よろしくお願いします。 

 

 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ財団常任委員長 

石田二会員 

 

本年度ﾛｰﾀﾘｰ財団常任委員長の

石田です。 

方針としましては、ＲＩ方針「人類

に奉仕するﾛｰﾀﾘｰ」、地区運営方

針「奉仕の中にこそ幸福と平和

《職業ニコニコ》 

東会員･越智会員･中山会員・久保(豊)会員・山内会員・坪内会

員・杉町会員・上河内会員・本田会員・小林(孝)会員･吉永会

員・浦会員・森会員・山村会員 山坂会員、ジーナンバルコムオ

ープンめでとうございます。 

当日計 44,000 円  累計 196,000 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。 

卓 話 時 間 
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がある」この２大方針を受け、本年度北ﾛｰﾀﾘｰ会長方針「ﾛｰﾀﾘｰ 

再認識！再発見！」が設定されました。 

この方針のもと、ロータリー財団常任委員会は会員の寄付によって

成り立つことを再認識し、より活発な活動を心がけます。 

各小委員会においては、会員の皆様よりの大切な寄付金の使途を

明解にし、ﾛｰﾀﾘｰ活動の活性化に努力して頂きたいと思います。   

具体的には、 

1.補助金申請のｻﾎﾟｰﾄ及びﾛｰﾀﾘｰ財団の広報 

2.米山奨学の広報及び奨学生との交流 

3. ﾛｰﾀﾘｰ財団１００ 周年事業検討 

よろしくお願いします。 

 

財団プログラム委員長 

上河内裕司会員 
 

今年度、財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小委員会

委員長をさせていただきます、上

河内です。 

この委員会は、例年、寄付をお

願いするだけでいい委員会でし

たが、昨年より活動的な身体を動かす委員会となりつつあります。 

今年度も、ﾎﾟﾘｵ撲滅とﾛｰﾀﾘｰ財団と広島北ＲＣを多くの人に知って

頂けるように、ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝにﾁｬﾘﾃｨｰﾏﾗｿﾝとして参加し

ます。昨年同様、会員をはじめ、家族、社員そしてお友達など多くの

皆様に参加をして頂き、特に今年度はﾛｰﾀﾘｰ財団１００周年の年と

なりますので、記念すべき年として盛り上げて頂きたいと思っており

ます。 

委員会報告でも申しましたが、本日より参加者受付の案内を出しま

すので、是非、多くの方をお誘いの上、ﾁｬﾘﾃｨｰﾏﾗｿﾝに参加をして

いただきますようお願いいたします。 

そして、財団への寄付のほうもお忘れなきようよろしくお願いいたし

ます。今年度一年間よろしくお願いいたします。 

 

姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員長 

山内盛利会員 

 

本年度姉妹クラブ友好特別委員

長を拝命しました山内です。 

ここでは、９月１５日に予定されて

いる姉妹クラブ提携継続調印式

並びにその後のエクスカーション、

懇親会のご案内をして就任挨拶とさせて頂きます。 

まず最初に、近年入会の方の為に京都伏見ＲＣさんとのなれそめを

少しだけお話します。 

京都伏見ＲＣと当クラブの出会いは今から３７年前の１９７９年。京

都伏見ＲＣさんが投稿された「ﾛｰﾀﾘｰの友誌」中での野球対戦相手

募集の記事に当ｸﾗﾌﾞが反応したことがきっかけだったそうです。 

野球の対戦から始まった両ｸﾗﾌﾞの繋がりは、その後年々強まりまし

た。そして１９９０年４月、野球だけのお付き合いではなくｸﾗﾌﾞ同士

の友好を更に深めるべく第１回の姉妹提携調印式が京都の地で行

われました。以来提携継続調印式は毎年交互の地で行われており、

この度の第２８回目、偶数回目の提携継続調印式は広島の地で行

われます。 

ここからは９月１５日のｲﾍﾞﾝﾄのご案内です。 

姉妹ｸﾗﾌﾞ提携継続調印式は例会の場で行われますが、その後ｴｸｽ

ｶｰｼｮﾝ・懇親会を行います。 

未だ理事会での承認を得てないので現段階ではあくまでも企画案

の段階ですが、ｴｸｽｶｰｼｮﾝは広電市内電車を貸し切っての市内遊

覧、ｵﾊﾞﾏ大統領も訪れた平和資料館の見学、そしてつい最近ｵｰﾌﾟ

ﾝした広島の新名所おりづるﾀﾜｰ見学を企画しています。 

そして懇親会は京都伏見ＲＣさんにとっては初めてとなる新装ｵｰﾌﾟ

ﾝ｢かなわ｣を会場とする予定です。 

このｴｸｽｶｰｼｮﾝ並びに懇親会に多くの皆様のご参加を賜りたく、ここ

で紹介させて頂きつつ、就任の挨拶とさせて頂きます。どうぞ宜しく

お願い致します。 

 

会計長/がん予防推進委員長 

水野 勝会員 

 

会計は全くの素人でよくわかりま

せんが、副会計の塩本能尚さん

がしっかりしておられますので、

よろしくお願いしたいと思っており

ます。以前、会員数が８０名を切

ると財政が厳しくなると聞いたことがありますが、現在では会員数は

１００名に近づいており、その点では安心しております。 

がん予防推進については、田原ｶﾞﾊﾞﾅｰは大学で私の１年先輩で、

よく一緒に麻雀をしておりましたが、病理学の教授になられ、その後

がんｾﾐﾅｰの理事長をしておられます。その関係から各ｸﾗﾌﾞでがん

予防の普及推進を行うよう要望がありました。当ｸﾗﾌﾞでも中山会長

は早速委員会を立ち上げられ、私が委員長に任命されました。７名

の医師会員で話し合ったところ、１０～３０分の卓話を快く引き受け

て頂きました。早速８月４日には岩森会員に「がん予防総説」を３０

分お話しして頂く予定です。その後原田会員に「前立腺がん、認知

症について」、炭田会員には「おなかのがん」、槙殿会員には「腎腫

瘍」、高原会員には「がんと生活習慣病」、山村会員には「加齢黄斑

変性症、緑内障について」、私水野は「皮膚の良性腫瘍、悪性腫

瘍」、以上を順次お話ししていく予定です。少しでも皆様の健康に役

立てばと思っております。 

 

副会計  塩本能尚会員 

 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

S.Ａ.Ａ.長 久保豊年会員 
 

今年のＳＡＡは、執行部に無理を

お願いして、本来業務である会

場監督に専念させていただくこと

になりました。よって、例会開始

時刻の予告とかﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝとかの

業務はやっていません。その代

わり、例会開始時刻に会員の皆様がきちんと席についているのか

どうか、ｹﾞｽﾄの方々のご案内やご紹介がきちんと出来ているのか、

表彰等の段取りがｽﾏｰﾄに行われているのか等についてしっかりと

監督させて頂きます。今年度の目玉は、Invitation Card from 

S.A.A という名称のﾆｺﾆｺ封筒を用意してもらったことです。ちょっと

問題があったなという会員に対して、副ＳＡＡがこの招待状をお持ち

しますので、快くお受け取りをお願いします。この出宝についてはｱ

ﾅｳﾝｽはしませんし、週報にも掲載されません。まさに秘密の招待

状です。１年間宜しくお願い致します。 

 

副Ｓ.Ａ.Ａ  岡田昌樹会員 

 

本年度、久保豊年Ｓ.Ａ.Ａ.長のも

と副Ｓ.Ａ.Ａ.を務めます、岡田昌

樹です。また今年も久保豊年さ

んか！というわずかな恐怖と緊

張を感じております。中山会長、

岡部幹事はもちろんであります

が、副Ｓ.Ａ.Ａ.ということで、丸本副幹事、小林副幹事の足だけは引

っ張らないように頑張って行きたいと思っております。皆様どうか宜

しくお願い致します。 
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副Ｓ.Ａ.Ａ  竹内  剛会員 
 

今年度副Ｓ.Ａ.Ａ.を勤めさせてい

ただきます竹内です。久保豊年Ｓ.

Ａ.Ａ.長のもとスムーズな例会運

営に少しでも協力できるようがん

ばります。 

また理事会に出席させて頂き大

変勉強になります。今後ともよろしくお願いします。 

 

プログラム委員長 

松田宜久会員 

 

本年度プログラム委員長を拝命

致しました松田です。 

委員会方針は中山会長の考えで

もあります、我がｸﾗﾌﾞの創立から

現在までのあゆみを振り返りな

がら、よいところや可能性を再発見し、節目の５０周年に向けて、他

の委員会とも連携を図り、広島北ＲＣの再認識・再発見ができるよう

なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを考え、会員相互理解を高められるように致します。 

杉町常任委員長・本田副委員長、また委員の泉会員・神農会員・中

嶋会員・岡田会員の皆さんのご指導とご協力を賜りながら、新しい

情報・奉仕活動に参加したいという意欲を駆り立てるような卓話の

実施(取り組み)を心掛けます。１年間宜しくお願い致します。 

 

 

 

国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム 氏 

 

４０年前、私が働いていた会社のオーナ

ー、ジョージ・キャンベルさんからロータリ

ー入会の誘いを受けました。当時、米国

でこれはよくある慣習でした。入会すれば、

会社のためにも地域社会のためにも良い

と考えられていたのです。もちろん、誘わ

れれば「はい」と答えます。あの時代に会

員数が急増したことは驚きではありません。 

 

ジョージさんからは、仕事をさぼる言い訳としてロータリーを使わ

ないようにと言われていました。それでも、昼食例会に出たり、

地元で奉仕活動をする時間はいつも十分にありました。週に１

度、長めの昼食を取ることが昇進を妨げるとか、仕事中に時折

かかってくるロータリー関係の電話について上司がどう思ってい

るかなど、心配はまったく無用でした。 

 

しかし、今日の事情は違います。会社は時間にもっと厳しくなり、

社会奉仕への参加を好意的に見てくれるマネジャーばかりとは

限りません。携帯電話に次々とメールが着信する状況では、ロ

ータリー例会を心から楽しむことはできません。仕事とロータリ

ーの両立はかつてないほど難しく、数十年前にロータリーの成

長を促したモデルは、今や成長を妨げる要因の一つとなってい

ます。 

 

最近の規定審議会で、クラブが例会時間に多様性をもたせ、入

会候補者の幅を広げることを認める画期的な決定が採択された

のは、このためです。会員のニーズに応え、会員増強の障壁を

できるだけ取り払うため、クラブの柔軟性が増しました。しかし、

皆さんにしか取り払えない会員増強の課題で、しかも候補者が

ロータリアンとなるには絶対に欠かせないものが一つあります。

それは、ロータリークラブ入会の誘いです。 

 

「ロータリーの前進には、進んで奉仕する手、思いやる心、聡明

な頭が必要」と私が話すと、ロータリアンの皆さんは大きな拍手

をしてくださいます。しかし、これらの手、心、頭は、魔法のように

クラブに現れるものではありません。私たち自身が入会を誘わ

なくてはならないのです。これは皆さんにしかできないことです。

この誘いは、いわばプレゼントです。「あなたは、地域社会をより

良くするために必要なスキル、才能、人格をお持ちなので、私た

ちと一緒に地域社会で活動していただきたいのです」と言うこと

です。 

 

私は国際ロータリーの会長ですが、そんな私でさえ、チャタヌー

ガ・ロータリークラブ（テネシー州）にしか新会員を入会させるこ

とはできません。皆さんのクラブや地域社会を強くすることは、

私にはできません。入会するにふさわしい知り合いを「人類に奉

仕するロータリー」に誘えるのは、皆さんをおいてほかにいない

のです。 
（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。 
 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年７月２８日（木） 会員数 ９２名 

出席 ７９名  名誉会員 １名 

欠席 １３名           （例会出席率 ８５．８７％） 

来客  １名 

７月１４日例会 修正後出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

山本新太郎 様（広島陵北） 

■次回例会案内  ２０１６年８月１８日（木） 

【公式訪問】 

卓話 国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７１０地区 

    ガバナー 田原 榮一 氏 

食事 幕の内 

※例会終了後、フォーラムを開催します。多数のご出席をお

願い致します。 

ＲＩ会長メッセージ       2016 年８月 

２０１６－２０１７年度 地区大会本登録のご案内 

 

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) 

 

出欠回答期日：８月１７日（水）必着 

今年は全員登録となっており、９月分会費において登録料１４，

０００円を徴収させていただきます。 


