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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 

２０１７年１月１２日発行 Vol．１４９７

 
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 

会員誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 年頭挨拶  会長 中山昌実 会員 

 年男の弁  槇殿 透 会員 

 

ロータリーソング  ｢手に手つないで｣ 

来客紹介 親睦委員会 

ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付認証伝達 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 語り部   阿部 頼繁 氏 

 機械操作  為政 久雄 氏 

 ｢紙芝居、カープ物語『カープ初優勝』｣ 

 

 
マルチプル･ポールハリス･フェロー 

水野 勝 会員/鈴木孝幸 会員 

ポールハリス･フェロー 

越智健剛 会員/上田修史 会員/丸本佳生 会員/河本浩一 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。 

本年度も６ケ月が過ぎ今年の例会も今日と来週の「クリスマス例会」

を残すのみとなりました。「クリスマス家族会」には会員・家族約１８

０名の参加が予定されております。親睦委員会のみなさん、よろし

くお願いします。また、明日１６日には広大病院において、社会奉仕

委員会による「がんの子供を対象としたクリスマスイベント」が開催

されます。２３日には「津田恒美物語」が上映されます。関係会員の

みなさんよろしくお願いします。 

先日行われました「財団セミナー」において昨年度の寄付に対し表

彰を受けました件、ホームページにも掲載していますので、ご覧い

ただければと思います。 

２３日には「洋北山歩隊」恒例の弥山登山と厳島神社へは今年１年

無事過ごせたことに対するお礼参りが予定されています。「洋北山

歩隊」は昨年、日本一の富士山に挑みました。次は世界一のエベ

レストですね。ちなみにエベレストの入山料は一人１００万円必要と

のことですので、今から積立が必要ですね。 

 

《ご案内》 

*次週２２日(木)は夜間例会とし、同日１８時から｢夜間例会並びにｸﾘ

ｽﾏｽ家族会｣を開催します。お間違えのないようお願い致します。 

《ＢＯＸ配布物》 

*１月例会予定表 

*２０１５-１６年度地区活動報告書 

 

*本日、１８時３０分より「かなわ」において、第２回被選理事会を開

催します。 

 

会報ＩＴ委員会  藤原会員 

*ロータリーの友誌１２月号の紹介 

*ロータリーの友誌英語版の紹介 

 

ゴルフ同好会  小林直哉会員 

優勝 久保豊年会員 

 

前々回の例会   2016 年12 月15 日(木) 第2296 回 

ロータリー財団寄付認証伝達 

会長時間          会長  中山 昌実 

幹事報告          幹事  岡部 知之 

次年度幹事報告    次年度幹事  越智 健剛 

委員会報告 

同好会報告 

本日の例会
201７年1 月1２日（木） 

第2298 回 
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《自主出宝》 

杉町会員･松田会員 本日は阿部さん、為政さん、卓話での紙芝居

楽しみしております。宜しくお願い致します。 

藤田会員･樽本会員 

粟屋会員、中川良男会員・良浩会員、秋山会員、小林(直)会員、福

永会員、先日はお忙しい中取材にご協力頂き、本当にありがとうと

うございました。樹野さん、編集宜しくお願い致します。 

久保(豊)会員 多打喜会で久しぶりに優勝させて頂きました。同伴

ﾌﾟﾚｲﾔｰの原田さん、丸本さん、ありがとうございました。 

合田会員 １１日(日)の多打喜会ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟに優勝宣言をして臨みま

したが、苦手の和木ｺﾞﾙﾌに苦しめられ、優勝は来月に持越しになり

ました。来月は必ず優勝します。 

吉永会員 中山会長年度となり約半年が経過しましたが、皆様には

たくさんの御出宝をしていただきご協力に感謝いたします。お陰様

で例会時の出宝分が１００万円を突破することができました。今年

のﾆｺﾆｺの発表は本日で最後となりますが、ﾒｰﾙ出宝の方は年末年

始休みなしで受け付けておりますので、先日のｸﾗﾌﾞ協議会で事業

計画書を忘れた方宜しくお願い致します。 

 
《未紹介分》 

藤田会員 本日の卓話者の誘導を忘れ、不安にさせてしまいました。

今後このようなことのないよう充分注意します。 

中嶋会員 家内の誕生日にお花を頂きました。とても喜んでいまし

た。 

藤原会員 妻の誕生日にお花を頂き、ありがとうございました。お陰

様で、またﾛｰﾀﾘｰ活動がやりやすくなります。 

西津会員 妻の誕生日にお花を頂戴し誠にありがとうございました。

妻も大変喜んでおりました。皆様に心より感謝申し上げます。 

岡田(清)会員 先日、長女が無事女の子を出産しました。孫が３人

になりました。 

高原会員 いよいよ忘年会ｼｰｽﾞﾝですね。会員諸氏の体調管理に

十分配慮していい年をお迎えください。 

松田会員 本年度８/１８の例会において卓話して頂いた寺田夢酔

さん。演劇集団よろずやの「炎のストッパー 津田恒美物語 バイバ

イ」が１２/２３(金・祝日)の２部公演 広島県民文化センターにて開

催されます。前売り３０００円です。観覧希望の方は松田までお知ら

せ下さい。取りまとめて人数分チケット手配させていただきます。 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

 

 

『紙芝居、カープ物語「カープ初優勝」』 

 

プロジェクトＣ           

語り部 阿部 頼繁 氏 

機械操作 為政 久雄 氏 

 

 

 

 

シーン①修学旅行中の高校生 

東京を修学旅行中の高校生が、 
 

生徒１  おいおいどしたんじゃ、何でこがあなところで止まるん 

じゃ。 

生徒２  先生が学校に かけおうてくれよるんじゃ。 

生徒１  かけあうって、試合か 

生徒２  ほうよ、嫌な先生じゃと思うとったが、ええとこあるで～ 
 

ざわめく車内  電話をかけ終え、息を切らしながら先生が走っ

て帰ってきました。見守る生徒たち 
 

先生   はあ、はあ、は。りょっ 了承とれたぞ！ 

生徒１  やったー、ほんまか！すげえ！ 

先生   わしらが今日、東京に修学旅行にきとるんも神さんの

めぐり合わせじゃ！行かんでどうするんなら罰があた

るで。 

生徒２  わー わー やったー！ 

先生  運転手さん、後楽園じゃ後楽園球場に行ってっく

れ！！！ 

シーン②後楽園球場での実況中継 

アナ  十月十五日、ここ後楽園球場において、いよいよ広島市

民、県民、念願の、いや悲願の優勝を決定する試合が始

まろうとしています。ご覧ください。今やここは赤一色、敵

地後楽園とは思えません。 

昭和二十年、広島は原始爆弾により廃墟となり、２５年

間は草木も生えぬといわれました。そんな中、かすかに

灯った希望の灯が広島カープの誕生でした。あるファン

はカープを体の一部といいます。多くの県民市民は我が

子の成長を見守るように応援してきました。そんなカープ

誕生から２６年目、成長し初めてのリーグ制覇を果たそ

うとしているのです。 

審判の右手がゆっくりとあがります。 

審判  プレイボール！（大歓声） 

（紙芝居一部抜粋） 

ニコニコ箱       発表：吉永征史委員長 

《職業ニコニコ》 
岡田(清)会員 ﾎﾃﾙからのお知らせです。ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾛｱ客室改

装を来年１月より行います。広島の魅力発信をｺﾝｾﾌﾟﾄに２年が

かりで改装しますので、是非、ご利用下さい。 

山坂会員 ﾊｰﾚｰﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ・ﾊﾞﾙｺﾑ福山店を１２月１７日に移転

新築ｵｰﾌﾟﾝします。よろしくお願いします。 

中山会員・三保会員・東会員・山下(正)会員・杉町会員・合田会

員・島本会員・越智会員・佐々木会員・岡部会員・小林(孝)会

員・松田会員・丸本会員・畑会員・上河内会員・坪内会員・上田

会員・深川会員・下川会員・畑会員 山坂さん、１２/１７ﾊｰﾚｰﾀﾞ

ﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ・ﾊﾞﾙｺﾑ福山店の移転新築ｵｰﾌﾟﾝおめでとうございま

す。 

久保(豊)会員 山坂さん、ﾊｰﾚｰﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ･ﾊﾞﾙｺﾑ福山、ｵｰﾌﾟﾝ

おめでとうございます。 

当日計 42,000 円  累計 1,087,000 円

卓話時間 
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《夜間例会並びにクリスマス家族会》 

  
中山会長挨拶           杉町理事挨拶 

  
岡部幹事乾杯発声    司会:樽本会員&村上ゆみこさん 

 

アトラクションはクマムシさん 『あったかいんだから～♪』 

 

 

 

 

新会員のサンタ＆トナカイ！ 風物詩ですねよ？ 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年１２月１５日（木） 会員数 ９５名 

出席 ７４名  欠席 ２１名 

来賓  ２名  来客  ２名 

１２月１日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

阿部 頼繁 様(プロジェクトＣ 語り部) 

為政 久雄 様(プロジェクトＣ 機械操作) 

末國 陽夫 様(広島南) 

遠崎 秀一 様(広島西南) 

前回の例会  2016 年 12 月 22 日(木) 第 2297 回 
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ダス君ファミリー         三保副会長閉会挨拶 

 
親睦委員会と会報ＩＴ委員会の皆さん、お疲れ様でした。 

 

★クリスマス家族会の写真はホームページに多数掲載していま

す。データが必要な場合は事務局にお申し付けください。 

 

 
 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年１２月２２日（木） 会員数 ９５名 

出席 ７８名  欠席 １７名 

家族 ９４名  ゲスト ５名 

１２月８日例会 修正後出席率 １００％ 

■ゲスト紹介 

青少年交換派遣予定学生 岡本 里菜さん 

保護者 岡本 良三さん 

元米山奨学生 ダス ラリット，クマールさん一家 

■次回例会のお知らせ 

２０１７年１月１９日（木） １２：３０～ 

卓話  年男の弁 Part２ 

     新谷 欽史 会員 / 樽本 陽輔 会員 

食事  洋食 


