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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６月２２日発行 Vol．１５１４

 
ロータリーソング  ｢手に手つないで｣ 

来客紹介 親睦委員会 

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 『退任挨拶』正副会長幹事 

 

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 

委員会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 『退任挨拶Part2』理事役員委員長 

 

本日、池久保典也会員・桑原一通会員・重田雄三会員の入会式が

執り行われました。 

 

 

池久保 典也 会員（ｲｹｸﾎﾞ ﾉﾘﾔ） 

㈱池久保電工社 代表取締役社長 

職業分類：電気設備工事 

推薦者：山坂会員・山下(正)会員 

 

 

 

桑原 一通 会員（ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾐﾁ） 

安佐祇園デンタルクリニック 院長 

職業分類：歯科 

推薦者：山坂会員・越智会員 

 

 

 

重田 雄三 会員（ｼｹﾞﾀ ﾕｳｿｳ） 

㈱総合広告社 専務取締役 

職業分類：広告代理 

推薦者：岡部会員・中山会員 

 

 
ご入会おめでとうございます！ 

 

 
左から、４年・小河会員、７年・島本会員、９年・塩本(能)会員、 

１２年・中根会員・粟屋会員・下前会員、２２年・山坂会員 

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。 

先週の木曜日には待ちに待った「新現引継ｸﾗﾌﾞ協議会」が開催され

ました。本年度からは問題点や、やり残したこと等を述べさせてい

ただきました。諸問題等ありますが、次年度においてよろしくお願

いいたします。 

先週も話しましたが、今月は「ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間」です。 

「親睦活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ」について話してみたいと思います。親睦活動ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟにはｺﾞﾙﾌ・ﾃﾆｽ・ｽｷｰなどのｽﾎﾟｰﾂ系のもの、釣り・料理・ﾁｪｽな

どの趣味に関するもの、ﾛｰﾀﾘｰに関する研究をするもの、その他

弁護士・医療関係者・退役軍人などもあります。親睦活動ｸﾞﾙｰﾌﾟの

一覧は Web に掲載されており、ｸﾞﾙｰﾌﾟに直接Ｅﾒｰﾙにて連絡するよ

うになっていますので、どなたか是非挑戦して世界と繋がってみて

ください。 

ちなみに野球のｸﾞﾙｰﾌﾟはまだ無いようですのでｸﾞﾙｰﾌﾟを作ってみ

るのもよいかもしれません。 

前回の例会    2017 年６月15 日(木)  第2317 回 

入会式 

連続出席表彰 

会長時間           会長  中山 昌実 

本日の例会
2017 年６月22 日（木） 

第2318 回 
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《ＢＯＸ配布物》 

*次年度地区大会プログラム 

*創立５０周年準備特別委員会アンケート 

 

次年度創立５０周年準備特別委員会 久保(豊)委員長 

*本日、ﾎﾞｯｸｽに創立５０周年に関するｱﾝｹｰﾄをお配りしていま

すが、５０周年に相応しいと思う記念事業など皆さんの考えを

お聞かせください。締切は次週２２日（木）です。 

 

*本日、ﾎﾞｯｸｽに次年度地区大会のプログラムをお配りしていま

す。仮登録の依頼が届いていますので、本日、回覧する用紙

に本会議の出欠をご記入下さい。 

 

 

《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 

池久保さん、桑原さん、重田さん、入会おめでとうございます。心よ

り歓迎申しあげます。 

中山会員･三保会員･岡部会員・丸本会員・小林(孝)会員 

先週の新現引継ぎｸﾗﾌﾞ協議会、皆様お疲れ様でした。無事、東次

年度にﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁすることができました。会員のみなさまのご協力とご

理解に感謝申し上げます。残り半月最後の最後まで気を抜くことな

くｸﾗﾌﾞ運営に努めます。 

東会員・越智会員 先日行われました新現引継ぎｸﾗﾌﾞ協議会に多く

の方に参加頂きありがとうございました。現年度からの教えを守り、

頑張って行きますので皆さんよろしくお願いします。 

山坂会員・山下(正)会員 本日より池久保さんが入会されます。よ

ろしくお願いいたします。 

久保(雅)会員・古田会員 池久保さん、お待ち致しておりました。 

島本会員 池久保さん、入会おめでとうございます。待っていました。

多打喜会でもお待ちしています。 

池久保典也会員 山坂哲郎さんと山下正司さんのご推薦で本日、

歴史と伝統のある広島北ＲＣへ入会させて頂きました池久保でござ

います。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いたします。 

重田雄三会員 本日、岡部様、中山様のご推薦で入会させていた

だきました。今後ともよろしくお願いします。 

山坂会員・越智会員 本日より桑原さんが入会されます。よろしくお

願い致します。 

桑原一通会員 はじめまして。安佐南区の祇園で歯科医院をやっ

ております桑原と申します。皆さんと交流を深めて成長していきたい

と思っております。よろしくお願い致します。 

岡田(昌)会員 本日、副ＳＡＡの退任挨拶をさせて頂きます。一年間

ありがとうございました。 

塩本(能)会員 本日、副会計の退任挨拶をさせて頂きます。 

粟屋会員◇ ①お陰様で入会１２年になりました。今後も引き続き

ご指導の程、よろしくお願いたします。②今日、公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員

長の退任挨拶をさせて頂きます。一年間お世話になりありがとうご

ざいました。 

杉町会員 本日、退任挨拶をさせて頂きますので、宜しくお願い致

します。 

合田会員★ 本日、退任挨拶をさせて頂きます。よろしくお願いいた

します。吉永ﾆｺﾆｺ委員長様、一年間、非常に楽しいﾆｺﾆｺをありがと

うございました。目標の２００万円に届きますよう、心よりお祈り申し

上げます！ 

迫会員 本日、退任挨拶をさせて頂きます。 

松田会員 一年間、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長としてお世話になりました。本日

退任の挨拶をさせて頂きます。 

森嶋会員◆ 今年になって親しい人が三人退会しました。なんとなく

さびしい今日この頃です。 

山坂会員 広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞの「前・ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ佐古賢一 Comeback」

として１０万人の署名活動を行い、１０２，５３４人の署名を集めまし

たが、残念ながら退団となりました。ご協力頂いた皆様にお礼申し

上げます。 

《未読分》 

山坂会員 ６/１０､私が同窓会長を務めております広商の同窓大会

を開催致しました。１,０２２名の参加で盛大に行うことができました。 

山下(正)会員 直前会長を無事１年過ごすことが出来ました。中山

会長、本当にご苦労様でした。 

吉永会員 先週の新現引継ぎ懇親会では次年度親睦委員会が担

当ということで、司会を務めさせて頂きました。日本酒を飲み過ぎて

最後ろれつが回っていなかったとの事、申し訳ありませんでした。次

年度一年間宜しくお願い致します。 

藤原会員 先週(６/８)の例会中、会報ＩＴ委員会のお仕事で写真撮

影を行っておりましたが、あろうことか、足を組んで撮影するという

不届きな態度を取り、ＳＡＡからご指摘をお受けしました。今後はこ

のようなことがないよう注意いたします。 

下前会員 １２年経ちました。今後も宜しくお願い致します。 

小河会員 やっと４年になりました。ありがとうございました。 

中尾会員 所要の為、早退させて頂きます。申し訳ありません。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

目標２００万円達成まで 

ラストスパートです！ 

ご協力よろしくお願いたします！！ 

 

幹事報告         幹事  岡部 知之 

委員会報告 

次年度幹事報告   次年度幹事  越智 健剛 

地区大会ご案内 
 

１０月２７日(金) 記念ゴルフ大会（和木ゴルフ倶楽部） 

１０月２８日(土) 大会１日目 （会長・幹事のみ） 

１０月２９日(日) 大会２日目 本会議、懇親会 

■会場 シンフォニア岩国 

■記念講演  講師：黒川伊保子氏 

演題 「男と女の脳科学 

～脳が作り出す男女のミゾ、人生の波～」 

 

■地区大会インフォーマル･ミーティング 

広島北ＲＣでは例年地区大会本会議前日に大会参加者対

象のｲﾝﾌｫｰﾏﾙ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを開催しています。 

今年も開催予定です。是非ご参加をお願いします。詳細が

決まり次第お知らせします。 

ニコニコ箱         

《職業ニコニコ》 
山内会員◇ つばめ交通がﾃﾚﾋﾞと中国新聞で取り上げられま

した。①ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ「ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ」に当社のｲﾒｰｼﾞｿﾝｸﾞを作っ

てもらい社員総会で発表したところ、その様子がＲＣＣﾃﾚﾋﾞで放

映されました。②今朝の中国新聞で本社倉庫のつばめの巣が

とても珍しいと記事になりました。 

当日計 52,000 円  累計 1,900,000 円
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『退任挨拶 Part２』 
 

 

理事・直前会長  山下正司会員 

今年度、直前会長・理事を務めさ

せて頂きました 山下まさしです。 

と言っても、殆ど何も直接的に関わ

ることもなく中山会長が万が一の

時の影武者的存在として、会長職

の後の１年をゆっくりと、自分の年

の事を反省しながら過ごさせて頂きました。中山会長はとても立

派に、健康で 1 日も休まれることなく、岡部幹事との連携もよく会

を運営され本当にご苦労様でした。執行部皆さんの労をねぎら

い私の退任の挨拶と致します。 

 

理事・会長エレクト 東 正治会員 

次年度に向けての勉強をさせて頂

きました。今年度の皆さん、大変お

疲れ様でした。 

次年度よろしくお願いいたします。 

 

 

理事・ロータリー財団常任委員長 

石田平二会員 

一年間、ご協力ありがとうございま

した。 

 

 

 

理事・公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員長 

粟屋充博会員 

公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員会は､昨年度

までの広報常任委員会に代わり､

本年度から｢ﾛｰﾀﾘｰの認知度と公

共ｲﾒｰｼﾞの向上｣を主目的として新

たに設けられた委員会です。委員

会として発足して初年度ということで､何をすればﾛｰﾀﾘｰの認知

度と公共ｲﾒｰｼﾞの向上につながるのか暗中模索のｽﾀｰﾄとなりま

したが､当ｸﾗﾌﾞの本年度の奉仕活動をﾏｽﾒﾃﾞｨｱ(ﾃﾚﾋﾞ･新聞など)

に取り上げてもらうよう努め､社会奉仕委員会で実施された｢広

島市北部療育ｾﾝﾀｰへのｽﾍﾞﾘ台の寄贈｣と｢ｻﾆｰﾋﾟｱ･ﾃﾞｲ･ｷｬﾝﾌﾟ｣

の二つの奉仕事業を中国新聞に掲載して頂きました｡ﾃﾚﾋﾞに取

り上げて頂くことが出来なかったことが心残りです。 

会報･ＩＴ小委員会では､越智委員長始め委員の皆さんで役割分

担をして､週ごとの会報の発行や毎月１回｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣誌の記

事紹介をさせて頂きました。 

１年間あっという間でしたが､会報･IT 小委員会のﾒﾝﾊﾞｰの方々

始め､活動にご協力頂きました会員の皆様に感謝申し上げ､退

任の挨拶とさせて頂きます。 

 

Ｓ.Ａ.Ａ.長  久保豊年会員 

本年のＳＡＡは、岡田・竹内両副Ｓ

ＡＡと共に、例会等の運営には一

切関わらず、会場監督という本来

のＳＡＡの業務に徹した一年間でし

た。注意喚起すべき言動へはＳＡＡ

からニコニコ箱への招待状というカ

ードをお渡しして、ユーモアをもった監督に努めたつもりです。 

ご協力有り難うございました。 

 

副Ｓ.Ａ.Ａ. 岡田昌樹会員 

副 SAA の岡田昌樹です。 

この一年を振り返ってひとつの話

が頭に浮かびました。それは、「北

風と太陽」の話であります。旅人の

コートを脱がそうと、北風と太陽が

競争をします。 

まず北風が自信満々にコートを吹き飛ばそうとビュービュー風を

吹かせます。旅人は一生懸命コートを抑えて吹き飛ばされませ

ん。次に太陽がポカポカと旅人を照らします。旅人は暖かくなっ

て自らコートを脱いでしまいます。太陽の勝ち！というお話です。

私のお仕えした SAA 長は、北風の日本代表みたいな方ではあ

りましたが、時には温かい風も吹かせて頂きましたし、さまざま

に経験と勉強をさせて頂きました。あらためて自分自身を再認

識、再発見することが出来た一年でした。この一年の全ての時

間に感謝します。ありがとうございました。 

 

副会計  塩本能尚会員 

副会計の仕事は会計長を補佐し、

会計長が公務・業務等で不在の場

合その代役を務めることですが、

本年度は水野会計長が完ぺきに

職務を遂行されていますので、私

は何もしていません。ただ、ｸﾗﾌﾞの

行事の進行状況を掴んでいないと、いざというとき領収書にｻｲﾝ

も出来ないので、理事会には出席するよう努めてきました。 

 

理事・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長兼 

国際奉仕委員長 合田尚義会員 

今年度、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長

という大変な大役を仰せつかりまし

た合田です。任命を頂きました中山

会長･岡部幹事に報いるべく頑張ろ

うと、意気込んで今季をｽﾀｰﾄ致し

ましたが、振り返ってみますと反省点が多く残っているというの

が正直な所であります。 

しかしながら、迫委員長率いる職業奉仕委員会、石井委員長率

いる社会奉仕委員会、二井本委員長でｽﾀｰﾄした国際奉仕委員

会、島本委員長率いる青少年奉仕委員会におかれましては、そ

れぞれに頑張って事業を実施頂きました。この場を借りて、感謝

を申し上げます。個人的に印象に残っておりますのは、ｽﾞｰﾑｽﾞｰ

ﾑｽﾀｼﾞｱﾑでの職場訪問例会、そしてﾈﾊﾟｰﾙの現地視察訪問で

あります。国際奉仕委員会では米山奨学生のﾀﾞｽ君を窓口にﾈ

ﾊﾟｰﾙでの事業を実施すべく、二井本委員長･久保雅史副委員長

の元、検討を進めて頂いておりましたが、途中、二井本委員長

の退会という事等もあり、期中での事業完了に至らず残念であ

りましたが、次年度の島本理事･小林孝憲委員長の元、是非、

事業を完成頂きくようにお願い申し上げまして、退任の挨拶とさ

せて頂きます。一年間、ありがとうございました。 

 

職業奉仕委員長  迫 慎二会員 

本年度、職業奉仕委員会委員長を

務めさせていただきました。 

職業奉仕委員会の今年度の事業

は従来通りに毎月第一例会で「四

つのﾃｽﾄ」の唱和を継続したことと、

４月１３日に職場訪問例会としてＭ

ＡＺＤＡｽﾞｰﾑｽﾞｰﾑｽﾀｼﾞｱﾑに訪問したことに加え、今年度の新た

卓話時間 
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な取り組みとして職業ﾆｺﾆｺ箱を設置し会員の職業に関する PR

を活発化させたことにより、ﾆｺﾆｺ予算が上方修正されたことに

貢献できたと思っています。 

反省点としては会員職業ﾌｧｲﾙのﾃﾞｼﾞﾀﾙ化と職業倫理に関する

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを企画実施できなかったことです。 

更に大きな反省点として委員長である私の出席率が悪く「四つ

のﾃｽﾄ」の唱和や職業ﾆｺﾆｺの出宝が出来なかったことで、合田

担当理事、畑副委員長はじめ委員会の皆さん、中山会長はじめ

執行部の皆さんに大変なご迷惑をおかけしました。大いに反省

しております。どうもすみませんでした。至らぬ委員長でしたが

一年間どうもありがとうございました。 

 

プログラム委員長 松田宜久会員 

今年度プロクラム委員長を務めさ

せていただいた松田です。 

１年間ご協力いただき、又、ご指導

賜りありがとうございました。 

本年度プログラム委員会の取組み 

卓話の内容として特徴的だったこ

とをお話しさせて頂きます。 

１つはガン予防特別推進委員会が本年度より設立され会員の

医療関係者７名方に卓話頂きました。 

２つ目は、本年度の会長運営方針『ﾛｰﾀﾘｰ 再認識! 再発見!』と

いう今年度の流れに沿ったﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ卓話 Part１～Part３の開催 

３つ目は会報ＩＴ委員会等との連携した卓話が出来たこと。 

４つ目は外部講師による卓話 

印象的だった卓話として３つ挙げると 

 ①演劇集団よろずや 寺田 夢酔さん 

 ②KOTOE ｱﾌﾟｻﾗｽﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵ 増戸 寿恵さん 

 ③タキシードﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 横山 宗生さん 

あと外部講師の方に紙芝居カープ物語・風水の話・終活・広島

駅周辺の整備状況・大聖院 吉田様・最新 Web ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの卓

話いただきました。 

何かと至らぬ点も多かったと思いますが改めて委員会ならび

に・杉町常任委員長・執行部の皆様方 ご理解とご協力に感謝

します。以上をもちまして退任の挨拶とさせていただきます。  

 

理事・クラブ管理運営常任委員長 

杉町 孝 会員 

クラブ管理運営常任委員長を務め

させて頂きました杉町です。中山会

長の方針である、「ロータリー再認

識！再発見！」を念頭に、「例会の

充実と親睦」を最重要課題とし、各

小員会は小委員長の下 1 年間取り組みました。 

・出席委員会は、例会の欠席者に対してﾒｰｸｱｯﾌﾟを促し、年間１

００％出席を目指し、それに近い数字を達成してくれました。 

・親睦委員会は新会員の入会が多く２０人規模となり、藤田委員

長・樽本副委員長はまとめるのが大変だった事と思います。 

今年度は、毎月の様に親睦事業を企画運営し、土井会員の「１

０杯のお茶よりも１杯のお酒」を！合言葉に、ベテラン会員と近

年入会者との親睦の場を大切にしてくれました。 

・プログラム委員会は、１年間の例会プログラムをいかに充実し

たものにするかに頭を悩ませ、会員の方々に少しでも喜んで頂

けるよう、一生懸命取り組んでくれました。 

・ニコニコ委員会では、ニコニコ封筒を普通ニコニコと職業ニコニ

コの２種類を作成し、封筒置きも新しくしました。 

吉永委員長のバイタリティーあふれたリーダーシップにより、委

員会が一丸となって今年度の目標金額１５０万円から２００万円

という目標に上方修正し、それを見事に達成し意義ある事業が

出来る様貢献してくれました。 

これら全て各小委員長を始め、委員会員の皆様とクラブメンバ

ー皆様方のお力添えと深く感謝申し上げます。 

楽しい１年間本当に有難うございました。 

 

社会奉仕委員長 石井清司 会員 

今年度社会奉仕委員会は２００９年以来途絶えていた広島北ロ

ータリーの元看板事業、「サニーピアキャンプ」を日帰りの形で

復活させることが出来ました。 

あいにくの天気でしたが、普段、難病と戦う子供たちの楽しそう

な姿に胸を打たれました。 

次年度、坪内委員長の元でもこの事業が実施出来れば良いと

願っています。他にも９月北部こども療育センターにかるがも滑

り台の寄贈、１２月には広大病院の小児科でクリスマス会を実

施できました。会員皆様のご支援のおかげで多くの子供たちの

笑顔に触れた１年でした。 

 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１７年６月１５日（木） 会員数 ９３名 

出席 ７６名  欠席 １７名  来客  １名 

５月２５日例会 修正後出席率 １００％ 

５月度平均出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

福田  翔 様（広島城南） 

■次回例会  ２０１７年６月２９日（木）１８：００～ 

《２０１７-１８年度最終例会並びに新会員歓迎懇親会》 

※昼の例会を夜間に変更し、開催します。 

２０１７－２０１８年度行事予定 

（２０１７年７月～１０月） 

 

７月 ６日（木）  新年度第１例会 

 １３日（木） 通常例会 

 ２０日（木） 通常例会 

 ２７日（木） 通常例会（ガバナー補佐訪問） 

  １３：４０～ 第１回クラブ協議会 

 

８月 ３日（木） 通常例会 

 １０日（木） 通常例会（ガバナー公式訪問） 

  １３：４０～ フォーラム 

 １７日（木） 休会 

 １８日（金） 夏の家族会 in マツダスタジアム 

 ２４日（木） 通常例会 

 ３１日（木） 通常例会 

 

９月 ７日（木） 通常例会 

 １４日（木） 通常例会 

 １５日（金） 姉妹クラブ提携継続調印式 in 京都 

 ２１日（木） 休会 

 ２８日（木） 通常例会 

 

１０月 ５日（木） 通常例会 

 １２日（木） 通常例会 

 １９日（木） 通常例会 

 ２６日（木） 休会 

 ２７日（金） 地区大会 記念ｺﾞﾙﾌ大会 

 ２８日（土） 地区大会 大会１日目 

  親睦主催 ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 ２９日（日） 地区大会 大会２日目 


