
 

 

 
 1 

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８月１８日発行 Vol．１４８２

 
【ガバナー公式訪問】 

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 ニコニコ委員会 

卓話時間 ｢ガバナー公式訪問｣ 

 国際ロータリー第2710 地区 

 ガバナー  田原 榮一 氏 

 

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・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 

 

 

今年度グループ６ガバナー補佐の

静川 周 様（広島安芸ＲＣ所属）よ

り、ご挨拶を頂戴いたしました。 

 

 

 

 

 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟー ﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ 

三宅 信博 会員 

 

 

 

 

 
左から、久保(雅)会員・宮本会員･石田会員･畑会員･越智会員･中尾

会員･深川会員･福田会員･川村会員 （欠席：土井会員・迫会員） 

おめでとうございます！ 

 

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。 

本日は静川ガバナー補佐にお越し頂いております。例会終了後に第

１回クラブ協議会がありますのでよろしくお願いいたします。 

８月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。 

ジョンＦ．ジャームＲＩ会長は皆さんが歩んだロータリーの道を多くの

人々に開くよう述べられています。我がクラフﾞは７月第１例会におい

て６名の新会員を迎え入れ、今月も３名の入会の準備をおこなって

おり、入会されますと会員数９５名となります。 

また、山坂会員増強委員長は本年度中に１００名とするという目標を

掲げられました。会員の皆さんのご協力をお願いします。 

話は変わりますが、先日、紙屋町の地下街シャレオを通ったとき新

たなベンチが設置されていました。これは要望から７年かかったと

のこと。私はこれまでシャレオはデパートの地下的な感覚でいまし

たが、どうやらシャレオは南北が国道（５４号）で東西が市道となっ

ているとのことで、道路法の規制により設置には国の了解を得る必

要があるとのこと。 

また、国道には新たなベンチの設置はほとんど認めてないようで

す。８月１０日は道の日だそうです。暑い日が続きますが、道を歩

いて道路にあるいろんな物に目を向けてみてはいかがでしょうか。 

もしかしたら本物の「ポケモン」を見つけることができるかもしれま

せん。 

 

前回の例会    2016 年８月４日   第22８０回 

ガバナー補佐ご挨拶 

ロータリー財団認証伝達 

８月誕生会員お祝い 

会 長 時 間        会長  中山 昌実 

本日の例会
2016 年８月18 日（木） 

第2281 回 
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＊本日例会終了後に第１回クラブ協議会を開催します。また、

次回１８日の例会は「ガバナー公式訪問」です。例会終了後

には、フォーラムも開催しますので、多数のご出席をお願い致

します。 

＊次週１１日は「山の日」で祝日となっており、例会はございませ

ん。お間違えのないようお願い致します。 

＊ＢＯＸ配布物 

ロータリーの友誌 

ガバナー月信 

小さな祈りの影絵展チラシ 

会員候補者のお知らせ 

地区大会本登録のご案内 

 

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。 

職業分類会員増強委員会  下川副委員長 

＊８月２５日（木）の例会をオープン例会とします。入会を勧めた

い方やロータリアンに相応しいお知り合いの方を是非、ご紹

介下さい。 

親睦委員会  樽本副委員長 

＊本日１８時より「祝寿の会」をビアローゼンで行います。 

 

登山同好会   

＊８月２１日に三滝宗箇山に登ります。ご参加ください。 

ゴルフ同好会  久保(豊)会員 

＊２０１５-１６年度取り切り戦表彰 

取り切り戦優勝者 

山下 正司 会員 

 

おめでとうございます！ 

 

２位 上河内会員 

 

 

 

 

 

《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 

静川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、本日はようこそお出で下さいました。引き続き、ｸ

ﾗﾌﾞ協議会もよろしくお願いします。 

髙原会員 静川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、ようこそ当ｸﾗﾌﾞに来訪されました。彼

とは高校の同級であり、親しみを感じます。活躍を祈っています。 

福田会員 楽しみにしておりました満８７歳を迎えました。これも偏

に皆様の友情によるもとの深く感謝申し上げます。お迎えが近く来

られる気配がしますが、「マダ早い」と追い返す予定です。例会での

誕生祝い有難うございます。 

畑会員 本日は誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうございました。

５５歳になりますので、四捨五入できなくなってしまいました。 

深川会員 誕生日をお祝い頂きありがとうございます。５１歳の誕生

日を迎えます。新たな半世紀に向けて元気いっぱいがんばって参り

ます。 

越智会員･宮本会員 お誕生日のお祝いをありがとうございます。こ

れから日々精進して参りますので、引き続きご指導の程、宜しくお

願い致します。 
川村会員 本日は誕生祝いを頂き、ありがとうございます。一日でも

早く顔を覚えて頂けるように頑張りますので、よろしくお願いします。 
神農会員 家内の誕生日に美しい花をありがとうございます。いつ

も難しい顔をしている家内がこの日はﾆｺっと笑ってくれました。 

山坂会員 この度ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹﾁｰﾑ｢広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲ｣の後援会長に就任

しました。よろしくお願い致します。 

 

※未読分 

岸本名誉会員★ 福田会員、米寿のお祝いおめでとうございます。

しっかり長生きしてください。 

東会員・越智会員 上田会員、元気出せ！ 

山下(正)会員★ 前年度多打喜会ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟの取り切り戦において、

図らずも優勝をしてしまいました。多くの会員の皆さんに参加しても

らいたくて出品させて頂いた商品ですが、私が持って帰るわけにも

いきませんので、皆さんの了解を頂きましたのでﾆｺﾆｺｵｰｸｼｮﾝに出

品致します。是非高値で引き取って頂けるとありがたいと思います。

よろしくお願いいたします。（ﾆｺﾆｺ委員会より・・・８月２５日の例会で

ｵｰｸｼｮﾝを行います。お楽しみに！） 

上河内会員◆◆ 先日の多打喜会の取り切り戦で、山下前年度会

長が優勝されました、私は残念ながら準優勝でした。私は、てっきり、

かわいい幹事に譲ってくれるものと思っておりましたが、「ｵｰｸｼｮﾝに

かけるけ、やられん」ということで譲ってくれませんでした。残念！今

年度第一回目の多打喜会成績は６ｱﾝﾀﾞｰの四位でした。ﾆｺﾆｺに６

枚払いま～す。 

上野会員◇ ７/３０多打喜会例会２ｱﾝﾀﾞｰ分として 

島本会員◇ 先日の多打喜会でたしか２ｱﾝﾀﾞｰでしたので、ｱﾝﾀﾞｰ

分出宝します。 

合田会員◇ 先週のﾆｺﾆｺにて、多打喜会の取切戦の優勝宣言を

致しましたが、まさかの６ｵｰﾊﾞｰ、８位敗退となりました。大変お騒が

せを致しました。７月例会の１ｱﾝﾀﾞｰ分と併せ、２枚、出宝させて頂き

ます。 

佐藤会員◇･濱本会員☆ 先日の多打喜会においてｱﾝﾀﾞｰが出ま

したので、出宝させて頂きます。 

宮本会員★◇ 多打喜会の７月例会でｱｳﾄ５２・ｲﾝ４５の９７、ﾊﾝﾃﾞｨ

３６で準優勝をさせて頂きまして有難うございました。また幸運なこ

とにﾊﾞｰﾃﾞｨｰが１回・ﾆｱﾋﾟﾝも１つ取ることができて嬉しい１日になり

ました。一緒に回っていただいた岡部さん・小林直哉さん、楽しいｺﾞ

ﾙﾌを有難うございました。また下前さんはじめ先輩方のご指導有難

うございます。まだ始めて１年ですが日々精進して参りますので、今

後共宜しくお願い致します。 

ﾆｺﾆｺ委員会(吉永･森･山下(江)・山村･浦) ７月度は皆様にたくさん

出宝していただきありがとうございました。お陰様で目標を大きく上

回ることができました。今月も皆様からいただいたﾆｺﾆｺは精一杯、

心を込めて発表させていただきますので、引き続き今月もよろしくお

願いいたします。 

 

 
 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

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

《職業ニコニコ》 ※未読分 
岡田(清)会員 ﾎﾃﾙ３階宴会場を改装しております。特別個室

もご用意して、８月２０日ｵｰﾌﾟﾝ致しますので、ご利用よろしくお

願い致します。 

中山会員 ８/９(火)弁護士会が開催する｢空き家対策ｾﾐﾅｰ｣に

ﾊﾟﾈﾘｽﾄとして参加します。申込書を例会場後方に置いておりま

すので、興味のある方は参加してみてください。無料です。 

当日計 80,000 円  累計 276,000 円
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『がん予防総説』 

 

がん予防推進特別委員会 

岩森  茂 会員 

 

がんの原因は、食物に起因

したものが１番多い。それ

に続くのが喫煙によるもの

である。 

危険な食品には、食パン、

苛性ソーダを含んだ生そば・生うどん・こんにゃくや防腐剤を多く

含むものや化学調味料を含むものに気を付けないといけない。 

次に過栄養が良くない。肥満、特に内臓脂肪の多い人は気を付

けるように。相撲取りは太っているが内臓脂肪が少ない。また、

アルコールの過剰摂取は、いろいろながんを誘発する。がんに

ならずに長生きしたいなら、煙草を吸わず、酒もほどほどにし、

食物繊維の多く含まれたもの(特に豆類)を食べることが重要で

ある。  （詳しくは当日お配りした資料を参考にして下さい） 

 

 

８月４日（木）例会終了後、静川ガバナー補佐にご出席頂き、第

１回クラブ協議会が開催された。 

中山会長よりクラブの事業計画について説明があり、続いて、

各常任委員長より今年度の委員会活動について説明がなされ

た。また、公式訪問のフォーラムの議題については下記のとおり

となった。 

 

①職業奉仕の実践強化 

②元気なｸﾗﾌﾞづくりのための戦略計画と会員維持・会員増強 

③がん予防の取り組み 

④ポリオ撲滅を含むﾛｰﾀﾘｰ財団１００周年の記念事業 

上記、①・③・④に関しては、関係委員会より当クラブの活動方

針を説明する。 

フォーラムでは主に②について「今後の広島北ＲＣが元気なクラ

ブであり続けるための戦略」と題し、フォーラム出席者を年代別

に分け、テーブル討議を行ってもらう。 

 

クラブ協議会出席者：４３名 

※議事録はクラブＨＰに掲載しているので、各自確認してくださ

い。 

 

 

 

８月４日、ビアローゼンにおいて福田拓造会員の米寿のお祝い

が、６０名近い多くの会員の参加により行われた。 

中山会長から今までの福田会員の功績が紹介された後、岡部

幹事の乾杯で祝宴が始まった。 

また、盟友山本忠男会員による温かいメッセージが送られた。 

福田会員による謝辞は、昔からの思い出が語られ新会員を含

め、皆聞き入っていた。最後に中山会長から花束が贈られ、三

保副会長の閉会の言葉により楽しい宴は終了した。 

 

   
 

 
 

福田会員、おめでとうございます！ 

健康に気をつけて、これからも我々にいろいろなことを教えてく

ださい。 

親睦委員会の皆様、設営お疲れ様でした。 

 

 

卓 話 時 間 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年８月４日（木） 会員数 ９２名 

出席 ８２名  名誉会員 １名 

欠席 １０名           （例会出席率 ８９．１３％） 

来客  １名 

７月２１日例会 修正後出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

静川  周 様（グループ６ガバナー補佐） 

新谷 欽史 様（入会予定ゲスト） 

堤  大地 様（入会予定ゲスト） 

■次回例会案内  ２０１６年８月２５日（木） 

【オープン例会】 

卓話 「広島ｶｰﾌﾟ炎のｽﾄｯﾊﾟｰ 津田恒美物語」 

    演劇集団よろずや  主宰  寺田 夢酔 氏 

食事 和食 

第１回クラブ協議会報告 

祝寿の会 
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８月５日（金）・６日（土）両日ともに１６時から２２時に「小さな祈り

の影絵展」が元安橋の袂で開催されました。 

日常の幸せを影絵で描き展示し、平和について考えようとする

趣旨で、今年のテーマは「つなぐ」でした。 

本影絵展は広島の高校生・大学生が中心となり運営され、２０１

３年より広島北ＲＣにて協力支援をしております。 

広島北ＲＣのメンバーは８月５日（金）１７時から影絵展を視察し、

「かなわ」にてインフォーマルミーティングを行い、影絵展につい

て大いに語り合いました。参加頂きました皆様、ありがとうござ

いました。 

青少年奉仕委員長 島本章生 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

小さな祈りの影絵展報告 

【つなぐ】 
今年のテーマは「つなぐ」。 

被爆者の方の手記や証言から、その方の思い出と現在何を

されているかを作品にしました。 

被爆７１年を迎える今、次の世代に「つなぐ」ということを感じ

てほしいと思います。 

影絵ユースワークショップ

http://kageepla.net/hiroshima.htm

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) 

 

出欠回答期日を過ぎましたので、未回答の方は至急回答書を

ご返信ください。 


