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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 

直前正副会長幹事表彰 

誕生月会員お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『７月誕生会員スピーチ』 

『就任挨拶』 

 
前年度正副会長幹事にクラブから記念品を贈りました。 

一年間、大変お疲れ様でございました。 

 
左から、金井直前副幹事・越智直前幹事・粟屋直前副会長 

東直前副幹事 （欠席：岡田昌樹直前副幹事） 

 

 

 

炭田会員・島本会員・樹野会員・松田会員・金井会員・大之木会員 

山下(正)会員・鈴木会員・松本(文)会員・東会員・福永会員・竹内会

員 （欠席：藤原会員） おめでとうございます！ 

 
図らずも本年度の会長を仰せつかりました三保です。 

昨年の総会に於いて私は天命と思い頑張ります。と申しました。ロータリ

ーにおいて天命と思ったのは実は２回目で１回目は山坂さんに北ロータリ

ーに誘われた時でして、そもそも私の様な零細企業を細々とやっている

様な者がロータリーなぞ分不相応であると思っていました。 

そして今回会長のお声がけいただいたのが二回目です。今回は会長のお

声がけ。しかも本年度は広島北ＲＣ創立５０周年の大切な節目の年。

これも私の様な浅学菲才の者に務まるわけはないと思いました。 

しかし、はいかイエスしか無いロータリーなのでこれも天命と思いお受けす

るしかないと思いました。 

なぜ、天命と思うかと言いますと、ご存知の方もたくさんおられますが、北

ＲＣ初代会長がたまたま私の叔父だったためにロータリーにお誘いいただ

いた時も、そして今回５０周年の年の会長が回ってきたことも天命と思う

事といたしました。 

お受けしたからには精いっぱい頑張る所存ですのでどうか、この一年よろ

しくお願い申し上げます。 

以上、最初の会長挨拶とさせていただきます。 

 

 
《お知らせ》 

*本日例会終了後、第１回理事会を３Ｆ弥山の間で開催します。 

 理事役員の方はお集まりください。 

■本日の例会    ２０１８年７月１２日（木）   第２３６２回 

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 

卓話時間 

『２０１７－１８年度 決算・監査報告』 

『２０１８－１９年度 予算・事業計画説明』 

前回例報告  ２０１８年７月５日（木） 第２３６１回 

 

直前正副会長幹事記念品贈呈 

 

７月誕生月会員お祝い 

 

会長時間         会長  三保 二郎 

 

【京都伏見ＲＣからの祝電をご紹介たします】 

 

広島北ＲＣ新年度初例会、誠におめでとうございます。三保会長

をはじめ、貴クラブのますますのご発展と会員・ご家族皆様のご

健勝をお祈り申しあげます。 

京都伏見ＲＣ 会長 人見 康裕 

幹事報告         幹事  塩本 能尚 
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《お願い》 

*国際ﾛｰﾀﾘｰのＭｙ Ｒｏｔａｒｙへの登録がまだお済みでない方は、

なるべく早く登録を済ませてください。登録の方法などわからない

場合は、会報ＩＴ委員会または事務局にお尋ねください。 
*各委員長の皆さんに例会での委員会報告についてのお願いで

す。委員会報告がある場合はなるべく前以って執行部に連絡

をお願いします。 

《ＢＯＸ配布物》 

*ロータリーの友 

*ガバナー月信２冊 

*前年度地区大会報告書 

*５０周年ロゴピンバッジ 

*会員証 

 
プログラム委員会  池久保委員長 

*７月１９日および２６日の例会において理事役員委員長の方に就

任挨拶をお願いしております。 

創立５０周年実行委員会  久保(豊)実行委員長 

*本日、お配りしました５０周年ロゴピンバッジは常に身に着けていただ

きたいと思います。 

 
☀お客様出宝 

広島陵北ＲＣ 会長 信原 様 本年度、陵北ＲＣの会長を務めさせて

いただきます。よろしくお願い致します。 

 

☀自主申告 

三保会員・久保(豊)会員・塩本会員・小林(直)会員･竹内会員・堤会

員 いよいよ始まりました。執行部一同、頑張っていきますので、一

年間よろしくお願いいたします。 

東会員･粟屋会員・越智会員・岡田(昌)会員・金井会員 みなさん、１

年間ありがとうございました。５０周年が素晴らしい年度になりますよう、ご

協力させていただきます。 

山坂会員･樹野会員･篠崎会員･松本(文)会員･荒本会員･藤澤会

員･下川会員 吉良さん、ｹﾞｽﾄ例会出席ようこそいらっしゃいました。皆、

心から歓迎申しあげます。来週の入会を楽しみにしています。どうぞごゆっ

くり例会をお楽しみ下さい。 

古谷会員･池上会員・菊地会員・丸子会員･林谷会員・高見会員・松

本(文)会員･三宅会員（前年度新会員一同） 先日の最終例会&新

会員歓迎懇親会では大変お世話になりました。心温まる思い出になる

懇親会となりました。また、出し物では最初は緊張で音がはずれたりしま

したが、最後まで何とかやり切ることが出来ました。本当にありがとうござい

ました。 

岩森名誉会員★ 新年度、おめでとうございます。 

上野会員 三保会長年度のｽﾀｰﾄにあたり、心からご健闘をお祈りいた

しております。（三保二郎後援会会長より） 

山坂会員 三保会長、頑張れ！！ 

藤田会員・下前会員・本田会員・樽本会員・新谷会員・金井会員 

三保会長、会長就任おめでとうございます。全力で応援いたします。 

槇殿会員・山下(正)会員 新執行部の素晴らしい船出を祝って！ 

中山会員･岡部会員･丸本会員･小林(孝)会員 三保会長、緊張が

伝わります。頑張ってください。 

中山会員･島本会員･久永会員・水野会員･吉永会員 三保会長年

度、始まりの日、ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会も早速、新会員ﾛｰﾀﾘｰ情報を開

催しました。吉良さん、お疲れ様でした。 

下前会員･渡部会員･古田会員 ＳＡＡ、一年間３名で頑張りますので、

よろしくお願いします。 

池久保会員･樹野会員･山下(江)会員･杉町会員･石井会員･本田会

員･岡部会員 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会一同です。宜しくお願い致します！ 

小林(孝)会員･福永会員･山田会員・上河内会員・重田会員・古谷会

員･高見会員・丸子会員・松本(文)会員･三宅会員 これから一年間

親睦委員会を宜しくお願い致します！ 

佐々木会員・中根会員・庄子会員・菅会員・丸本会員･藤澤会員･岡

部会員･小林(孝)会員 本日より２０１８-１９年度がｽﾀｰﾄします。前年

度同様に出席率１００％を目指して頑張って参ります。皆様のご協力宜

しくお願い致します。 

大之木会員 この７月で７３才になります。誕生日のお祝いありがとうござ

いました。これから先ものんびり自分のﾍﾟｰｽで人生を仕事を楽しみたいと

思います。 

山下(正)会員 今月で６４才になります。 

東会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

島本会員 ５４才の誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

竹内会員 本日は誕生日のお祝いありがとうございます。不慣れな副幹

事ですが、一年間よろしくお願いします。 

金井会員 誕生日お祝いありがとうございます。 

鈴木会員 誕生日のお祝いありがとうございます。皆様、今後ともよろしく

お願いします。 

松田会員 今月５１才になります。 

水野会員 家内の誕生日に素敵な花をありがとうございました。今月で

家内も７５才となりましたが、お陰様で元気です。 

河村会員 先日は妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございました。

大変喜んでおりました。 

中尾会員 上野さん、７月２日｢正論の会｣で講演された内客記事が産

経新聞の全国版に大きく写真入りで掲載されました。又、本日の産経

新聞には更に大きくその全文が掲載されています。今後一層のご活躍を

お祈りいたします。 

樹野会員 新たなﾆｺﾆｺ箱のｼｽﾃﾑも無事稼働しており、安堵しておりま

す。ｽﾏｰﾄﾌｫﾝからも気軽に出宝できるようになりました。ﾆｺﾆｺ委員会の

皆様とともに、さらに改良を重ねて参りますので、皆様よろしくお願い致し

ます。 

岡部会員･小林(孝)･福永会員･池久保会員・本田会員・中川良浩会

員･浦会員･小林(直)会員･堤会員 ６/２２にｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員

会ﾒﾝﾊﾞｰで「浦さんを幸せにする会 in 福岡旅」に行って来ました。ﾄﾙｺ人

の嫁を求めて、Ｍ太郎に行きましたが残念ながら日本人ばかりでした。一

番楽しんでいたのは主役の浦さんではなく、中川ﾆｺﾆｺ委員長と感じたの

は僕だけでしょうか？浦さんの嫁さんが見つかるまでまだまだ、旅は続きま

す。少しでも笑って頂いた方、来週のﾆｺﾆｺ是非是非お願い致します！ 

中川良浩会員･浦会員･泉会員･神農会員･迫会員･鈴木会員･下川 

会員･河村会員･篠崎会員･岡部会員・小林(孝) 本年度は私たちがﾆ

ｺﾆｺ箱の時間を担当いたします。会員皆様のお祝い事や様々なｴﾋﾟｿｰ

ﾄﾞをご紹介しながら、例会を楽しく過ごしていただけるよう、常任委員会、

小委員会力を合わせて創意工夫して参ります。今年はｽﾏﾎでのﾆｺﾆｺも

とても簡単にできるようになりました。職場で、自宅で、ゴルフ場で、流川

で、思い立ったらすぐﾆｺﾆｺです。５０周年を盛り上げるよう頑張りますので

一年間よろしくお願いします。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

一年間、よろしくお願いします！ 

委 員 会 報 告 

 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 

 

《職業ニコニコ》 
荒本会員 昨日７月４日、バスセンター３階の直営ｺﾝﾋﾞﾆがﾘﾆｭｰｱ

ﾙｵｰﾌﾟﾝしました。引き続きﾊﾞｽｾﾝﾀｰをご利用下さいますようよろしく

お願い致します。 

金井会員★ 今月７月１日付で三洋企業㈱の代表取締役に就

任いたしました。会社業務内容ですが、道路清掃や下水管ｶﾒﾗ調

査、排水管詰まり直し、産業廃棄物収集運搬を行っております。

改めましてよろしくお願い致します。 

川上会員★ 先月の理事会にて広島信用金庫 専務理事に昇

任致しました。以上、ご報告でした。 

山本会員･中尾会員 川上さん、今度は広島信用金庫 専務理

事に昇任されました。一層のご活躍をお祈りいたします。 

山田会員・粟屋会員 川上さん、役員ご就任おめでとうございま

す。ご健康と今後益々のご活躍をお祈りしています。 

当日計 164,000 円   累計 164,000 円 
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【７月誕生月会員スピーチ】 

炭田会員・島本会員・樹野会員・松田会員・金井会員・大之木会

員・山下(正)会員・鈴木会員・松本(文)会員・東会員・福永会員・

竹内会員 

 

【就任挨拶】 

 

会長  三保 二郎 会員 

 

本年度、執行部は塩本幹事、久

保豊年副会長そして竹内副幹事、

小林直哉副幹事、堤副幹事と私

の計６名でお世話になります。 

久保副会長は言うまでもなく９９．

９％の男です。そして私の女房役であります塩本幹事はご存知の通

りﾍﾞﾃﾗﾝの会員で、何故彼を幹事に任命したかと言いますと私や久

保副会長が暴走しても常に物怖じせず意見を言って私たちの暴走を

防いでくれるのではないかと思ってお願いしました。そして、副幹事は５

０周年事業があるために結構忙しくなるのではないかということで、3

名体制といたしました。以上のﾒﾝﾊﾞｰで一年間務めてまいりますので

よろしくお願い申し上げます。 

さて、本年度国際ﾛｰﾀﾘｰのﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝ会長はﾛｰﾀﾘｰのｻｰﾋﾞｽは

人々の人生や地域社会を変えると言われ、持続可能な大きなﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄに力を注ぎなさいと言われています。本年度は創立５０周年の年

です。これまでの北ＲＣが行って来た色々な活動は地域社会に影響

を与え年度を超えたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄも行ってきました。まさしくﾗｼﾝ会長が言

われる事を既に我がｸﾗﾌﾞは実践してきております。この様な先人が培

ってきた５０年間の歴史に甘んじるのではなく、これからの５０年に向け

て奉仕の考え方に変化を与えより持続可能でしかもより大きなﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄに挑まなければならないと思っております。私たちは利他の心を持

ち続け、義務を全うしながら進化と、そして変化してゆかなければなり

ません。私の職業は料理店を経営しています。この世界には「老舗は

常に新しい」という言葉があります。老舗と呼ばれる所は常に新しく変

化してゆかなければ老舗にはならない。ということです。ﾗｼﾝ会長が変

化と進化という言葉を使われています。まさにロータリーもそうして行か

なければ持続しないと言われているのではないかと思います。その礎と

なる年が本年度、北ﾛｰﾀﾘｰ５０周年の年ではないかと思います。 

ﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝ会長のﾃｰﾏ 「Ｂｅ The Inspiration」、私は「広島北ＲＣ

に変化をそして５０周年を盛り上げよう」と解釈しております。 

5０周年の実行委員長を久保副会長が担います。実現が大変困難

な大きな大きな事業であって

も彼なら 0.1％の可能性さえ

あれば成功させる事でしょう。

北ＲＣのｻｽﾃｲﾅﾋﾞﾘﾃｲに、そ

してこの一年間の５０周年を

にぎやかに皆さんと共にお祝

いし、楽しみたいと思います。 

一年間ご協力よろしくお願い

申し上げます。 

 

副会長  久保 豊年 会員 

 

副会長という大役をいただきました。

我儘な三保会長を補佐して素晴

らしい 50 周年にしたいと思いますの

で、皆さまのご協力をお願い申し上

げます。 

 

幹事  塩本 能尚 会員 

 

本年度幹事をさせていただきます

塩本です。よろしくお願いいたしま

す。 

さて、みなさんは楽爪苦髪という言

葉をご存知でしょうか。楽をしたら爪

が伸びる苦労したら髪が伸びるとい

う意味なのですが、私の当初の感覚では予定者の段階が過ぎ、正

式に就任にいたるこの段階ではすでに髪の毛がふさふさになっている

はずでした。まだまだ苦労がたりないということでしょうが、本年度は５０

周年もありますし苦労の種には事欠きません。来年の退任挨拶の時

には並木通りの世話にならないよう頑張りますので一年間よろしくお

願いいたします。 

 

 
新見ＲＣ西村  誠様と岡山東ＲＣ斉藤博臣様  

ようこそお越しくださいました！またお越しください。  

 

 

卓 話 時 間 

 

遠来のお客様ご紹介 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１８年７月５日（木） 会員数 ９６名 

出席 ９０名  欠席  ６名 

来客  ４名  ゲスト ２名 

６月２１日例会 修正後出席率 １００％ 

★出席委員会からのお願いです。 

やむを得ず、例会を欠席しなければならない時は、 

前もってお知らせいただけると助かります。 

■来客紹介  親睦委員会 

西村  誠 様(新見ＲＣ) 

斉藤 博臣 様(岡山東ＲＣ) 

信原  弘 様(広島陵北ＲＣ会長) 

菅  泰晶 様(広島陵北ＲＣ副幹事) 

吉良 賢治 様(入会予定者) 

リリー・フラマンドさん(青少年交換留学生) 

■次回例会案内  ２０１８年７月１９日（木） 

会場 ホテルグランヴィア広島３Ｆ天平の間 

卓話 「就任挨拶Ｐａｒｔ１」 理事役員委員長 

食事 和食 

訃報 
 
広島ＲＣ正岡 吉則会員(医療法人社団 正岡病院)が、去る

６月２４日(日)午後５時５８分にご逝去されました。 (９２歳) 

 

１９９５-１９９６年度 会長 


