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例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１７年１月１９日発行 Vol．１４９８

 
ロータリーソング  ｢われらの生業｣ 

来客紹介 親睦委員会 

連続出席表彰 

寄付認証伝達 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

同好会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 『年男の弁Part2』 

 新谷欽史 会員 / 樽本陽輔 会員 

 

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 

 

 
左から、粟屋会員・河村会員・山内会員・山坂会員・槇殿会員・上野

会員・山田(誠)会員・中山会長 おめでとうございます！ 

 

 

新年あけましておめでとうございます。昨年中は会員の皆様には大

変お世話になり、ありがとうございました。本年も引き続きご指導ご

協力のほど、よろしくお願いいたします。 

また、昨年末の「クリスマス家族会」には会員・家族１７６名もの参加

をいただき、楽しく過ごさせていただきました。お世話いただきました、

杉町理事、藤田委員長をはじめとした親睦委員会の皆様、ありがとう

ございました。 

さて、京都伏見ＲＣより新年の挨拶を頂戴しております。本日は卓

話の時間もありますので、これをご披露して会長時間を終わりま

す。 

 

 

《理事会報告》 

*佐藤忠寛会員が１２月末付けで退会となりました。 

《ＢＯＸ配布物》 

*ガバナー月信 

*ロータリーの友誌 

 

親睦委員会  樽本副委員長 

*先月のクリスマス家族会には多くの方にご出席頂き、ありがとうご

ざいました。本日は、１８時３０分より「う越久」において新年会を開

催しますので、出席予定の方はお忘れのないようお願いします。 

 

《ご来客出宝》 

広島陵北ＲＣ 久保会員◇ 昨年は大変お世話になりました。本年も変

わらぬご指導をお願い致します。 

《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 

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

ロータリー再認識再発見！後半戦引き締めて参ります。 

ﾆｺﾆｺ委員会一同(吉永会員･森会員･森嶋会員・山下江会員・山村会員・

浦会員)  あけましておめでとうございます。今年も皆さんにニコニコ

の時間を楽しみにしていただけるよう、面白おかしく、時には真面目に

発表させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

前回の例会   2017 年1 月12 日(木)  第2298 回 

誕生月お祝い 

会長時間          会長  中山 昌実 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

旧年中は格別のご高配を賜りありがとうございました。 

貴クラブ会員ご家族皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げま

す。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

京都伏見ロータリークラブ

会長 松田 良信 

幹事報告          幹事  岡部 知之 

委員会報告 

ニコニコ箱         発表：吉永征史委員長 

本日の例会
201７年1 月1９日（木） 

第2299 回 
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親睦委員会一同(杉町会員･吉永会員・藤田会員・樽本会員・土井

会員･山田会員･桑村会員･武部会員・秋山会員・小林(直)会員・中

川良浩会員･福永会員・藤澤会員・古田会員・河村会員・川村会員・

西津会員・新谷会員・堤会員・川上会員)  １２/２２に開催されまし

たｸﾘｽﾏｽ家族会においては皆様方の多大なるご理解とご協力のお

蔭をもちまして、無事成功裏に終えることができましたこと感謝申し

上げます。残り半年ﾒﾝﾊﾞｰ一同力を合わせて親睦事業を盛り上げて

まいる所存ですので引き続きご理解とご協力をお願い致します。 

菅会員 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致し

ます。 

庄子会員 皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよ

ろしくお願い致します。８日頃から風邪をひき、なかなか治らず年を

感じておりますが、なんとか頑張ります。 

山下(正)会員◆ ①あけましておめでとうございます。沢山の年賀

状を頂きましたのに返信できなかった皆さんに申し訳ありません。 

②中山会長・岡部幹事・三保副会長、丸本、小林副幹事に残る半

年もガンバって！ ③会員皆さんのご多幸を祈念して！ 

新年早々の欠席ですが、今年も皆さんよろしくお願いいたします。 

山内会員 元旦生まれのおめでたい男です。お祝い有難うございま

す。 

合田会員 元旦に送らせて頂きました年賀状ですが、一部に私の

名前と住所の記載がなく、文面のみの物がありました。写真に写っ

ている顔で「合田」とわかって頂いたとは思いますが、新年早々大

変失礼致しました。 

石田会員･久保(豊)会員・三保会員 １/９ﾆｭｰｲﾔ-ﾗｲﾌﾞには多数の

方にご協賛・ご参加頂きありがとうございました。お蔭おを持ちまし

て盛会に終えることが出来ました。 

山坂会員 ２/１１に私が後援会をしているﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞの試合で満

席にしようと思っています。ご協力よろしくお願い致します。 

秋山会員 先日の家内の誕生日に素敵なお花を頂戴しました。あり

がとうございました。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

『年頭挨拶』 

 

会長 中山 昌実 会員 

 
改めまして、新年明けましておめ

でとうございます。本年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

私の年度もあっという間に６ケ月が過ぎました。今日は本年度

の計画の確認と上半期の振り返り、そして下半期の事業計画と

私からのお願いについて話してみようと思います。 

私は本年度の方針を「ロータリー 再認識！再発見！」としまし

た。２年後に我が広島北ＲＣは５０周年を迎えます。創立から現

在までのクラブの歴史と先輩方の思いを再認識し、ロータリーの

良いところを再発見して、ベテラン会員から近年入会会員までが

ベクトルを合わせて次の５０年にむかって行く礎の年、つまり棚

卸しの年度と位置づけました。各委員長はこの方針に従い、さ

まざまな事業や活動をおこなっていただきました。 

会員増強におきましては山坂委員長をはじめ皆様の努力により、

９名入会し、現在会員数９４名となっております。また８月２５日

にはゲスト４名を迎えてのオープン例会も開催いたしました。 

親睦委員会は 8 月４日の福田会員の米寿を祝う祝寿の会、９月

２７日の新会員歓迎懇親会、１０月１３日のベイクルーズ、１２月

２２日のクリスマス家族会とベテラン会員と新会員の交流がもて

る機会を企画していただきました。 

プログラム委員会は会員卓話を中心として外部講師に「津田恒

美物語の寺田様」「大聖院座主の吉田様」「ヨガの増戸様」「紙

芝居カープ物語の阿部様」をお迎えしての楽しい卓話の時間で

した。 

ニコニコ委員会は本年度は「職業ニコニコ」「ＳＡＡから招待ニコ

ニコ」とこれまでにない形態のニコニコを始め、楽しく出宝させて

いただいております。 

会報ＩＴ委員会は９月の「ロータリーの友月間」には卓話を頂き、

プロジェクターによる毎月の紹介も大変わかりやすく拝聴してい

ます。 

社会奉仕委員会９月２２日にサニーピアデイキャンプ、１０月２６

日に北部こども療育センターに滑り台の寄贈をし、翌日の中国

新聞に掲載されました。また１２月１６日には広大病院にて難病

のこども達を対象としたクリスマス会を開催しました。 

青少年奉仕委員会は８月５日６日と今年も小さな祈りの影絵展

の支援を行いました。 

財団委員会は昨年に引き続き「財団１００周年 ＥｎｄＰｏｌｉｏＮｏｗ 

チャリティーマラソン」と題して、３５名で平和マラソンに参加しま

した。 

姉妹クラブ友好特別委員会は京都伏見ＲＣを広島に迎えて「市

内電車による観光」と「平和公園見学と献花」を行い、京都の

方々からは「旧京都市電」に乗り懐かしく感じられていました。 

ガン予防推進特別委員会では岩森会員、炭田会員、原田会員

に卓話をいただきました。 

前年度の規定審議会では革命的な事項が採択され、例会の開

催回数など多くの事項が、選択を各クラブに委ねられました。こ

れを受けて我がクラブでは「定款・細則委員会」を組織しました。

ガバナー訪問の際のクラブフォーラム等での会員の皆様の意見

を参考として変更の準備を進めております。 

上半期では各担当理事・委員長の方々には素晴らしい成果を

上げられ、大変ありがとうございました。 

しかしながら、本年度はまだ半分過ぎただけです。当初の私の

計画のうち未実行の部分もありますので、下半期に引き続き私

からお願いしたい事項をこれより話したいと思います。 

まず、一つ目としてソフトウエアの棚卸として「広島北ＲＣの歴史

紹介」です。クラブの創立時の状況やその後の経緯、過去の奉

仕事業の紹介などです。プロジェクターを使って先輩方にその

時の状況や思いを交えた話をいただきながら是非ともお願いし

ます。これは「プログラム委員会」「各奉仕委員会」「ロータリー情

報委員会」「会報ＩＴ委員会」が協力して実行する必要があると思

います。 

二つ目はハードウエアの棚卸です。資料のデジタル化と資産リ

《職業ニコニコ》 
吉永会員 年末に念願の社屋が完成しました。設計をしていた

だいた石田さんをはじめ工事完了までたくさんの方にお世話に

なり本当にありがとうございました。また、開所の際にはお祝い

のお言葉やお花をいただき重ねてお礼申し上げます。心の底

から北ﾛｰﾀﾘｰに入会させて頂いてよかったと思っています。今

年も、今まで以上に仕事・ﾛｰﾀﾘｰ活動を頑張りますのでこれか

らも宜しくお願い致します。 

石田会員･島本会員・武部会員・濱本会員・神農会員 吉永会

員、新社屋竣工おめでとうございます。益々のご発展を祈って

おります。 

山坂会員 １２月よりｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙの焼肉屋｢あぶり屋｣を買収し、

ﾊﾞﾙｺﾑｸﾞﾙｰﾌﾟとして事業開始しました。日本の食品、特に和牛

を輸出しようと思っております。よろしくお願いします。 

山坂会員 １月よりﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ化をしました。広島の会社はﾊﾞﾙ

ｺﾑﾓｰﾀｰｽ広島としてｽﾀｰﾄしました。私は会長になりましたが、

引き続きよろしくお願いします。 

当日計 64,000 円  累計 1,151,000 円

卓話時間 
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スト等の作成です。特に「会員職業紹介」についてはデジタル化

とホームページへの掲載をお願いいたします。 

この他各委員会に対して個別にお願いをしていきたいと思って

います。 

最後に今後の予定でございますが、今月２５日には陵北ＲＣ・安

佐ＲＣとの３クラブ合同例会、２９日には３クラブ合同ゴルフがあ

ります。２月２６日にはＩＭが開催されます。４月２４日は創立４８

周年記念例会、そして６月２９日には待ちに待った最終夜間例

会となっております。皆様スケジュールの確認をいただき、ご参

加いただきますようお願い申しあげます。 

本年も引き続き三保副会長・岡部幹事・丸本副幹事・小林副幹

事と伴に「明るく調和のとれた居心地の良い楽しいクラブ」の運

営を行って参ります所存です。今後ともご指導ご協力の程よろし

くお願いいたします。 

 

『年男の弁Part1』 

 

槇殿  透 会員（Ｓ２０年生） 

 

明けましておおめでとうございま

す。 

私は、１９８３年５月入会。故・炭田

秀男先生と故・石田成夫先生の推

薦で入会して３３年になります。 

年男の弁も３回目となりました。年男とはその年の干支に当る男、

または厄年の男で、特に年男の弁は考えたこともありませんが、

思うことは多くあります。 

父親は６０歳で亡くなりましたので、先輩をみながら自分が自分

を観察し、年を取るということにどんな変化があるのかを看て参

りました。その変化は仕事のうえで役に立っております。 

年男であることは自分のこれからの先を予定する時と考え、止

める事柄と続けていく事柄を見直す時点でもあります。 

年を取れば決断力は鈍くなりますが、判断力や判別は増してき

ますので、物の事の進む速さに乗り遅れることはあっても間違

いは少なくなるでしょうから、考えるに良い機会と思っています。 

１２年に一度の自分の一年間と思い、この一年で今までやりたく

ても出来なかった事や、若い時にしたかった事や、やれば非難

されるかもしれない事をやってみようかとも思っています。 

沢山あるのですが、一年おるのでゆっくり考えてきようと思いま

す。しかし、これからは１２年のサイクルは少し永いので５年毎、

３年毎になるのではと思います。 

でも、何をするにもまずは体です。体力と健康です。体は自分が

大切にしないと他人はどんなにもくれません。私の周りにいる

人々が、いつまでも見えるところに居てくれることを願っています。

ありがとうございました。 

 

 

１月１２日（木）、東観音町の｢う越久｣にて親睦委員会主催によ

る新年懇親会が開催されました。 

情緒溢れる河畔の料亭で、会員相互の親睦を深めるよい機会

となりました。 

参加者：５３名 

 
 

 
 

 
 

今年も一年よろしくお願いいたします。 

■出席報告 出席委員会 

２０１７年１月１２日（木） 会員数 ９３名 

出席 ７７名  欠席 １６名 

来客  １名 

１２月１５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) 

■次回例会のお知らせ 

２０１７年１月２５日（水） １８：３０～ 

【３ＲＣ合同例会並びに懇親会】 

会場：リーガロイヤルホテル広島 4F 
※曜日・会場など必ず確認してください。 

新年会            親睦委員会主催 


