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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５月１１日発行 Vol．１５０９

 
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 

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 『新会員自己紹介』 

 篠崎 保範会員 / 荒本 徹哉会員 

 

ロータリーソング  ｢R-O-T-A-R-Y｣ 

来客紹介 親睦委員会 

連続出席表彰 

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 『ﾛｰﾀﾘｰ 再認識！再発見！Part2』 

 

 
左から、１年・小林(直)会員、３年・下川会員、１１年・上河内会員、 

２６年・炭田会員、２７年・岡崎会員 （欠席 ３１年・上野会員）   

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。 

先週のマツダスタジアムでの職場訪問例会では職業奉仕委員会の

皆様にはお世話になりました。私、記者会見席に座らせていただき、

いい思い出となりました。 

さて、熊本・大分地震の発生から丁度１年が過ぎました。我がクラブ

も素早く効果的な支援活動を行うべく情報収集を行いましたところ、

ＲＩ第２７２０地区はすぐに熊本地震総合支援室を立ち上げられ、我

がクラブにも支援のお願い文書が届き、我がクラブも寄付をいたし

ました。１年経ちましたが復興もまだまだ半ばの状況です。 

その熊本県の八代ＲＣより復興野球大会を開催するので是非参加

してもらいたいとの申し出があったことを山本会員よりお聞きしまし

た。山坂監督は是非参加しましょうということで参加いたします。 

日程は９月８．９日の予定で、まだ詳細はお聞きしていませんが、

会員のみなさん、大勢で熊本へ行きましょう。 

 

《ご案内》 

次週２７日(木)の例会は２４日（月）に変更し｢創立48周年記念例会｣を

開催します。お間違えのないようお願いいたします。 

《BOX配布物》 

*５月例会予定表 

*手続要覧訂正シール 

*会員名簿手帳版追加・訂正表 

*合同懇親ゴルフ大会組み合わせ表（参加者のみ） 

 

職業奉仕委員会  畑 副委員長 

*先週の職場訪問例会には多数ご出席いただき、ありがとうござい

ました。当日はｶｰﾌﾟにお礼を渡しましたが、ｸﾗﾌﾞで有効にお使い

下さいと戻ってきましたので、ﾆｺﾆｺに入れさせてもらいます。 

親睦委員会  藤田委員長 

*次週２４日(月)１８時より「創立４８周年記念例会並びに夫人同伴懇

親会を実施しますので、お忘れのないようお願いいたします。 

国際奉仕委員会  塩本(能)委員 

*創立４８周年記念例会で司会をお願いしている久保田夏菜さんが

活動しているカンボジアひろしまハウス支援として募金箱を回しま

すので、ご協力をお願いいたします。（６６，０００円集まりました。） 

 

野球同好会  越智会員 

*ガバナー杯親善野球大会３位決定戦のご案内 

 

前々回の例会    2017 年４月２０日(木) 第2311 回

連続出席表彰 

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 

本日の例会
2017 年５月１１日（木） 

第2313 回 
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《お客様出宝》 

広島陵北ＲＣ 古谷様・瀬川様・村上様・石田様・若林様☆ 

次年度役員で見学に来ました。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 

先週の職場訪問例会、たくさんの会員に出席していただき誠にあり

がとうございました。迫委員長をはじめ職業奉仕委員会のみなさま

ご苦労さまでした。 

中山会員･三保会員･岡部会員・丸本会員・小林(孝)会員 

本日はﾛｰﾀﾘｰ再認識！再発見！ﾊﾟｰﾄ２と題し、各会員から過去の

奉仕事業についてお話しいただきます。特に近年入会の会員のみ

なさま、広島北ＲＣの歴史を再認識してください。 

迫会員 先週、４月１３日は職業奉仕委員会の職場訪問例会として、

ﾏﾂﾀﾞｽﾞｰﾑｽﾞｰﾑｽﾀｼﾞｱﾑを訪問しました。多数のご参加ありがとうご

ざいました。おかげさまで良い例会が出来ました。また不行き届き

な点も多々あったと思いますがすべて私の責任でお詫び申し上げ

ます。これからもｶｰﾌﾟが益々活躍しますように！ 

東会員・山下(正)会員･越智会員 陵北ＲＣの古谷次年度会長はじ

め多くの会員にお越し頂きありがとうございます。ﾌｫｰﾗﾑの成功を

お祈りします。 

上河内会員 本日は連続出席１１年の表彰をしていただきありがと

うございました。還暦になり年寄り扱いをされるようになりましたが、

身体に鞭打ち連続出席１５年をめざし頑張ります。 

炭田会員 妻の誕生日に美しい花をありがとうございました。２人で

楽しんでいます。 
迫会員 先日、妻の誕生日にすてきなお花が届きました。いつもあ

りがとうございます。夫婦円満もﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのおかげです。感謝！ 

小河会員◇ ｶﾐさんの誕生日に花をありがとうございました。それと

私の誕生日の祝いをありがとうございます。 

鈴木会員◆ 子供が大学に入学しました。 

吉永会員 先週の職場訪問例会でｶｰﾌﾟの屋内練習場を見学させて

いただいた際に、球団関係者の方とｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙをさせていただきま

した。これはいい機会だとｱﾋﾟｰﾙしたのですが、一週間たっても緒方

監督から連絡がありません。ｽｰﾂのｽﾞﾎﾞﾝが破れるのを気にしたの

がよくなかったのでしょうか？ 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

『ロータリー再発見！再認識！ Part２』 
 

｢創立３０周年記念事業について｣ 

山坂 哲郎 会員 

 

当時の会長は岩森 茂会員で、

この時は２つ事業を行っており、

一つは広島県・広島市が中国

四川省と重慶市友好都市を結

んでいた関係とまた地元の広

島市安佐市民病院との事業協

定のある、「重慶第三人民病院」

の関係で事業の整合性もあることからドクターカーを贈呈いたし

ました。 

｢創立３５周年記念事業について｣ 

増田 達夫 会員 

 

創立３５周年記念事業を行うに

あたって、事業年度が始まる前

の６月２１日に出席者１１名に

過去の周年事業の説明をした。

今回は何か新しい方法での記

念事業のあり方等を含めて話

し合いをしたが、結果としては

委員長を含めアドバイザー・副

実行委員長で何案かを選択し、その可否を検討することとなっ

た。 

最初に広島市都市計画局を訪問。 

吉島に従来の四倍の能力のあるゴミ処理場が完成するにあた

って、その周辺の緑地整備に一役買う。この処理場は環境問題

を考える上での重要な役目を果たすのではないか、小学生など

が見学に訪れるので、当クラブが目指す環境浄化運動の精神

にも合致するのではないだろうか。これが最初の一案であった。 

つぎに、広島県空港港湾局を訪問 

宇品地区の広島ポートルネッサンス 21 の整備に伴う海の玄関、

宇品旅客ターミナル前の公園整備に取り組むことであった。これ

が二案目であった。 

いろいろ協議の結果、広島駅が陸の玄関口であるとすると、宇

品港は南の玄関口としても重要な役目持っている場所であると

考え、また、当クラブが５年前から取り組んでいる「太田川上流

を流れる清らかな水の最終地」であるこの港、その周辺整備事

業にたずさわることは大変有益であると判断いたしました。 

公園植樹は土井紅葉園にお願いし、記念モニュメントのデザイ

ンは北田画伯にお願いし、快くお引き受けいただきました。四つ

の石を配し「心」をイメージし、久保田会長自らの字による「静穏」

――何ごともなく、静でおだやかなこと、世界が平和であること

――を願って刻みました。 

その他、公園内には 

高木２８本 

低木４３６本 

芝生 732.8 ㎡ 

縁石工 60m 

以上の物を寄贈した。 

３月１１日（木）に例会を変更し、完成した公園において、広島県

広島港湾局長の福田和国氏と広島県広島港湾振興局ポートル

ネッサンス２１建設事業所所長の橘 直也氏を招いて、引渡しを

行った。 

この広島みなと公園が未来永劫に引き継がれんと願って止みま

せん。 

 
 

ニコニコ箱        発表者：山下 江会員

《職業ニコニコ》 
山坂会員 ４月１５日にｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・ﾎﾞｰﾄｷｰに焼肉あぶりやをｵ

ｰﾌﾟﾝしました。ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙでは２号店になります。ﾛﾊﾞｰﾄｿﾝｷｰに

ある１号店は現在改装中です。よろしくお願いします。 

当日計 51,000 円  累計 1,623,000 円

卓話時間 



 

3 

『創立４０周年記念事業について』 

  

山下  江 会員 

 

識字率向上のためのバングラデシュ支援プロジェクト 

 

プロジェクトの内容は，①マッチンググラントにより，バングラデ

シュ・チッタゴン市のマサジダ小学校に対し，スクールバス２台と

パソコン４台（合計５００万円相当）を寄贈，②同小学校児童に

対し，鉛筆，色鉛筆，ボールペンなどの文具や傘など多数を寄

贈というものです。スクールバスはトヨタハイエースですが，１台

に３０人の子どもが乗車するとのことです。 

 

今回のマッチンググラントは，当クラブ創立以来初めての試みで，

当クラブの他，バングラデシュのアグラバードＲＣ，２７１０地区，

３２８０地区（バングラデシュ全体）で行いました。マッチンググラ

ントの総額は４９，８００ドルで，内訳は以下のとおり。 

 広島北ＲＣ      １６，２００ドル 

 ２７１０地区（ＤＤＦ）１１，９５０ドル 

 アグラバードＲＣ      ８００ドル 

 ３２８０地区（ＤＤＦ）   ２００ドル 

 ロータリー財団    ２０，６５０ドル 

 

４月１９日，マサジダ小学校において贈呈式が行われ，当クラブ

からは私の他，岡崎陽一国際奉仕副委員長，丸本佳生同委員

の３名が参加しました。その際，当クラブから児童に対し文房具

等をプレゼントすることを決定し，会社や家庭に余っている文房

具等を会員に持参してもらい，また，会員から５万円の寄付を集

めて色鉛筆セットなどを購入し，一部を持参するとともに，船便

にて同小学校に送りました。文具を受け取った児童たちは目を

輝かせて喜びました。 

 
 

 
 

 

【創立 48 周年記念例会並びに夫人同伴懇親会】 

 

国歌斉唱 

ロータリーソング  ｢奉仕の理想｣ 

来客紹介 

会長挨拶 

祝辞 広島陵北 RC 会長 賀谷俊幸 様 

幹事報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

在籍 40 年以上会員花束贈呈 

懇親会 

 

我がクラブは創立４８周年を迎えることが出来ました。陵北ｸﾗﾌﾞ

の賀谷会長、山田幹事、安佐ｸﾗﾌﾞの岡本会長、石丸幹事、米山

奨学生のｵﾄｺﾞﾝﾄｰﾙ・ﾃﾙﾒﾝ君、青少年交換派遣学生の岡本里

奈さん、そして会員のご夫人の皆様、本日はようこそいらっしゃ

いました。 

昭和４４年の今日、我がクラブは広島ＲＣをｽﾎﾟﾝｻｰとして、中川

良男会員を含むﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ２１名で産声をあげました。設立

時からの我がｸﾗﾌﾞのﾓｯﾄｰは「明るく調和のとれた居心地の良い

楽しいｸﾗﾌﾞ」です。この４８年間の先輩方の努力の結果、現在は

ﾓｯﾄｰ通りのｸﾗﾌﾞとなっております。２年後には５０周年を迎えま

す。私たちは先輩から引き継いだこのｸﾗﾌﾞを次の５０年に向けて

未来に引き渡す使命を感じ、本年度は棚卸の年と位置づけて、

本年度方針を「ﾛｰﾀﾘｰ 再認識！再発見！」として活動してまい

りました。本年度もあと２ヶ月となりましたが、引き続きご支援、

ご協力をお願いします。 

今宵は広島北ＲＣ創立４８周年をみんなで祝いましょう。 

 

 

 

《お知らせ》 

４月２７日（木）の例会を今日に変更していますので、お間違え

のないようお願いいたします。次回例会は５月１１日（木）です。 

また来月よりクールビズ開始です。 

 

米山奨学生ｵﾄｺﾞﾝﾄｰﾙ・

ﾃﾙﾒﾝ君のｶｳﾝｾﾗｰとし

て石井清司会員にｶｳﾝ

ｾﾗｰ委嘱状が届いてお

ります。１年間お世話を

よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１７年４月２０日（木） 会員数 ９１名 

出席 ６８名  欠席 ２３名  来客  ６名 

４月６日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

古谷 幸一 様（広島陵北） 

瀬川 長良 様（広島陵北） 

村上 知史 様（広島陵北） 

石田 愃夫 様（広島陵北） 

若林 孝光 様（広島陵北） 

久保 弘睦 様（広島陵北） 

前回の例会   2017 年４月２４日(月) 第 2312 回

会長挨拶         会長  中山 昌実 

祝辞     広島陵北ＲＣ会長 賀谷俊幸 様 

幹事報告         幹事  岡部 知之 

米山奨学生カウンセラー委嘱状 
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在籍４０年以上の会員の方に感謝の花束を贈呈しました。 

 
左から、広川会員・山本会員・中川会員・原田会員 

また本日ご欠席でしたが、久永会員も４０年以上ご在籍です。 

 

《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 

本日は広島北ＲＣ創立４８周年記念例会・懇親会に多数ご出席いた

だき誠にありがとうございます。今年度の中山会長方針である「ロ

ータリー再認識！再発見！」というﾃｰﾏに基づき、みなさまにはいろ

いろとお願いしてきました。残り２か月やり残したことが無いようによ

ろしくお願いいたします。 

親睦委員会ﾒﾝﾊﾞｰ一同(杉町会員･吉永会員・藤田会員・樽本会員・

土井会員･山田会員･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・新谷会

員・堤会員・川上会員･柴崎会員･荒本会員) 広島北ＲＣ創立４８周

年記念夜間例会及び夫人同伴懇親会への多数のご参加誠にあり

がとうございます。親睦委員会一同心を込めて準備致しましたので

時間の許す限り心ゆくまでお楽しみください。 

吉永会員◇ 本日はﾆｺﾆｺの時間を設けて頂きありがとうございまし

た。この後、夫人同伴懇親会ということで特別ﾊﾞｰｼﾞｮﾝのﾆｺﾆｺをさ

せていただきます。先週の土曜日に上品な二人の女性がいらっしゃ

いました。よく見ると神農さんと迫さんの奥様ではありませんか。二

人の美しい女性に２枚出宝させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「われら広島北ロータリー」を歌ってくださった中川良男会員夫人の

中川聰子様。ありがとうございました。 

 

※その他、たくさんのお写真はホームページに掲載しています。是

非ご覧になってください。 

 

 

花束贈呈 

ニコニコ箱        発表者：吉永征史会員

当日計 40,000 円   累計 1,663,000 円

懇親会 
■出席報告 出席委員会 

２０１７年４月２４日（木） 会員数 ９１名 

出席 ７１名  欠席 ２０名 

４月１３日例会 修正後出席率 ９８．８４％ 

■来賓・ゲスト紹介   

賀谷 俊幸 様（広島陵北ＲＣ会長） 

山田 和弘 様（広島陵北ＲＣ幹事） 

岡本 忠文 様（広島安佐ＲＣ会長） 

石丸 博昭 様（広島安佐ＲＣ幹事） 

ｵﾄｺﾞﾝﾄｰﾙ・ﾃﾙﾒﾝ 君（米山奨学生） 

岡本 里菜さん（青少年交換派遣学生） 

岡本 雅子さん（保護者） 

■次回例会 ２０１７年５月１８日（木） １２：３０ 

卓話：ロータリー 再発見!再認識!Part３ 

    ロータリー情報委員会 

食事：和食 

司会の久保田夏菜さんはｶﾝ

ﾎﾞｼﾞｱの支援を続けておられ

ます。例会で集まった募金を

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ支援にと久保田さん

にお渡ししました。 


