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幹事報告 
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ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『就任挨拶Part１』 

 
米山記念奨学会 

第１回米山功労者 

武部清史会員 

 

 

 

おめでとうございます！ 

 

 
先日の豪雨災害ではまだまだ復旧の目途の立たない所や断水の地域も

多く残っています。当北ｸﾗﾌﾞでは持続可能な支援活動の為皆さんからお

一人一万円のご寄付に加えｸﾗﾌﾞのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに支援金の募金案内をﾄ

ｯﾌﾟﾍﾟー ｼﾞに載せ全国からも募金を募る事としました。 

先週の木曜日の例会終了後に坪内奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長と樽本社会

奉仕委員長が三宅会員の自宅のある熊野町の避難所に行こうとしたの

ですが、通常３０分もかからないのに６時間以上かかるということで断念、

翌日私も向かいましたが海田大橋を渡るだけで２時間以上かかった為に

断念、そして土曜日に２時間半かけてやっとたどり着きました。熊野町で

は１２名もの方がお亡くなりになられており、町の体育館が避難所になっ

ています。その避難所は約２００名の方が避難されておられたそうですが

避難所開設から何と５日間もの間、水と乾ﾊﾟﾝだけだったそうです。その

乾ﾊﾟﾝを見せていただきましたが硬くて私等では噛めた代物ではないもの

でした。それを５日間ですから！私は土曜日に行ったとき避難所の責任

者の方に何が今一番必要ですか？と聞いたところ、「人間が食べる食べ

物です」。と言われ私は大変ショックでした！先程申しましたように５日間

乾ﾊﾟﾝと水だけ、そして二日前から弁当が配られたそうですが、それが２０

０円の弁当で食べられた物じゃないそうです。避難されている方々への食

べ物はﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに頼るしかないのが現状です。 

しかし、そのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方々の食べ物も炊き出し等に頼らなければなら

ないのが現状です。 

皆様からいただいた支援金でまず美味しい食べ物を避難者に持って行く

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを坪内常任委員長始め奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞｰで現在準備して

いただいております。具体的な支援内容が決まりましたら皆様にまたご報

告いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 

 
《お知らせ》 

*８月４日(土)に予定しておりました「夏の家族会」は中止となりました。 

*次週２６日(木)の例会には松井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐が出席され、例会後に「第

１回ｸﾗﾌﾞ協議会」を開催します。 

 
親睦委員会  小林(孝)委員長 

*８月４日(土)に予定していました｢夏の家族会｣ですが、江田島の花火

大会が中止となりましたので、｢家族会｣も中止とさせて頂きます。また、

代替案が決まりましたらお知らせいたします。 

職業分類会員増強委員会  金井副委員長 

*例会終了後、委員会を開催します。 

*８月２３日（木）の例会を｢オープン例会｣とします。ご案内をお送りします

ので、よろしくお願いいたします。 

公共イメージ常任委員会 松田常任委員長 

*例会終了後、委員会を開催します。 

前年度国際奉仕委員会  小林(孝)会員 

*前年度より行っていましたﾈ

ﾊﾟー ﾙ Girls Toilet ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

が無事終了し、先日、前年

度東会長とﾈﾊﾟｰﾙ現地に

行ってきました。 

 ﾈﾊﾟｰﾙの方々にも喜んでも

らえ、いい事業になったと思

います。 

 
☀お客様出宝 

広島陵北ＲＣ 久保弘睦 様◇ 昨日、在広ＲＣで一番早い公式訪問が

終わりました。今年度もﾒｰｸｱｯﾌﾟにたびたび参りますので、ご指導をよ

ろしくお願いします。 

☀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 

本日の就任挨拶、理事、役員の皆様、よろしくお願い致します。 

東会員・粟屋会員・越智会員・岡田(昌)会員・金井会員 遅れておりまし

たﾈﾊﾟｰﾙの中学校への女子ﾄｲﾚ設置事業が無事終わり、贈呈式も終了

しました。前年度島本理事・小林孝憲委員長始め国際奉仕委員会のみ

なさんありがとうございました。 

■本日の例会    ２０１８年７月２６日（木）   第２３６４回 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

来客紹介 親睦委員会 

ガバナー補佐挨拶  

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 

『就任挨拶Part２』 

前回例報告  ２０１８年７月１９日（木） 第２３６３回 

寄付認証伝達 

会長時間         会長  三保 二郎 

幹事報告         幹事  塩本 能尚 

委 員 会 報 告 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 
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東会員・島本会員･合田会員・土井会員・久保(雅)会員・金井会員・

小林(孝)会員 ７/１３-１８まで前年度国際奉仕事業でﾈﾊﾟｰﾙに行って

きました。奉仕事業内容は女子専用のﾄｲﾚを作り、就学率を上げること

です。ﾈﾊﾟｰﾙの第２の都市ﾋﾞﾗﾄﾅｶﾞﾙから車で２時間の２つの学校に行き

完成式に参加しました。現地ﾛｰﾀﾘｰと生徒たちから熱烈な歓迎を受け、

子供たちの笑顔に癒されました。これからも継続事業に出来ればと思い

ます！ 

金井会員 ７/１３から東会長年度 後の事業としてﾈﾊﾟｰﾙへ行って参

りました。広島北ＲＣに入会して５年目ですが、この度ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ広島ﾊｳｽ

訪問、そして、今回のﾈﾊﾟｰﾙ小中学校女子ﾄｲﾚ設置事業と国際奉仕

事業に初参加し、大変貴重な体験をさせて頂きました。これからも機会

があれば国際奉仕事業に積極的に参加したいと思います。 

杉町会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。会員増強、皆様、宜しく

お願い致します。 

中山会員 本日、就任挨拶があること忘れていました。１年間よろしくお

願いします。 

小林(直)会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。 

坪内会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。１年間よろしくお願いしま

す。 

畑会員 わずか１分程度ではありますが、本日、就任挨拶をさせて頂き

ます。よろしくお願いします。 

樽本会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。皆様、一年間ご協力の

程、よろしくお願いします。 

森会員 就任挨拶をさせて頂きます。一年間よろしくお願いします。 

岡部会員 今年度ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長・理事に任命されました。

一年間４つの委員会+αを引っ張って行きます。よろしくお願いします。 

佐々木会員 本日、出席小委員会の就任挨拶をさせて頂きます。ｶﾐｶ

ﾐになると思いますが、よろしくお願い致します。 

池久保会員 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会の池久保です。本日、就任挨拶をさせて

頂きます。よろしくお願いします。 

越智会員 本日、広商応援のため久しぶりに例会を欠席します。お陰

様で、延長１０回２対１で勝ちました。呉に来る移動手段に途方に暮れ

ていたところご協力頂いた塩本さん、山内さん、ありがとうございました。 

上野会員・杉町会員・山坂会員・神農会員・坪内会員・島本会員・吉

永会員・森会員 母校 広商が優勝候補である市立呉を延長１０回、

２対１で勝利しました。引き続き応援よろしくお願いいたします。 
鈴木会員 皆様、とても暑い日が続いておりますが、水分補給など忘れ

ずにお体ご自愛ください。 

大之木会員 お先に失礼します。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

 
『就任挨拶 Part１』 

 

理事・直前会長 東 正治 会員 

 

理事会ではでしゃばらないよう控え

めに、今年度に協力していきたいと

思っております。 

 

 

理事・会長エレクト 

粟屋 充博 会員 

 

何はさておき今年度１年間は三保

会長の背中を拝見しながら､会長

職とは如何なるものかをしっかり勉

強したいと思います｡併せまして､私

も北ＲＣに入会させて頂いて１３年が経過しましたが､未だ解らないこ

とだらけですので､ﾛｰﾀﾘｰ全般と当ｸﾗﾌﾞ(特に歴史)について努めて勉

強しなければ････とも思っています｡今年度は当ｸﾗﾌﾞ設立 50 周年､

新たな半世紀に向けてのｽﾀｰﾄとなる記念すべき年度で､三保会長

もクラブ運営方針を｢ｸﾗﾌﾞの新たな時代に向けて｣と定めておられます｡

今年度の｢新たな時代に向けて｣の奉仕活動・親睦活動を参考にさ

せて頂き､変えてはいけないこと･変えていくべきことを見極めて次年度

に臨みたいと思います。１年間どうぞよろしくお願い致します 

 

理事・会員組織常任委員長 

久保 豊年 会員 

 

１人ひとりの会員がこれまでの当ｸﾗ

ﾌﾞの活動やRIの活動についてしっか

りと外部に発信することによって、奉

仕の意識の高い会員を多数増強

し、当ｸﾗﾌﾞの活動を共にしたい方を選考してゆきたいと思います。 

そして、入会した会員はﾛｰﾀﾘｰ情報を正確に共有し、それをまた１

人ひとりの会員が外部に発信できるよう頑張ります。１年間宜しくお

願い致します。 

会員選考委員長 

山下 正司 会員 

 

広島北ＲＣに相応しい方をたくさん

ご推薦頂きますようお願いいたしま

す。 

 

 

職業分類会員増強委員長 

杉町  孝 会員 

 

三保会長は、今年度会員数 3 名

の純増を掲げられました。 

９６名でｽﾀｰﾄした５０周年の年。 

是非とも皆様方のお力をお借りしま

して、会員数１００人を目指し、素晴らしい新会員の入会と現会員

数の維持に、金井副委員長を始め委員会全員で取り組む所存で

すので、１年間宜しくお願い致します。 

 

《職業ニコニコ》 
吉永会員㈱ガッツ 明日からﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ斜め向かいのﾎﾃﾙ建設

現場のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事が始まります。人手が足りないことから久しぶ

りに私も１台据付けます。この暑さもあり、腕が落ちていないか心配

ですが、安全第一で頑張りたいと思います。 

当日計 52,000 円   累計 286,000 円

オープン例会のご案内 
 

広島北ＲＣに入会を促進したい様な方を紹介頂き、下記の例

会日にゲストとしてご参加頂き、広島北ＲＣの素晴らしい雰囲気

を味わってもらい、 終的に入会に結実すればと考えております。

今すぐに入会出来なくても例会を見学してみたいなどの理由でも

構いません。 

身近な友人、知人、又取引先等で相応しい方の紹介をお待ち

しております。 
 

２０１８年８月２３日（木）１２：３０～１３：３０ 

卓話：野球解説者（カープ前監督)  野村 謙二郎 氏 

｢カープから学ぶ強い組織の作り方｣ 

※食費はクラブが負担します。 

卓 話 時 間 
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ロータリー情報委員長 

中山 昌実 会員 

 

本年度、ﾛｰﾀﾘｰ情報は内なる広

報という立場で、対外広報をになう

公共ｲﾒｰｼﾞ委員会と連携してﾛｰﾀ

ﾘｰ情報活動を行っていきます。 

また、２０１６規定審議会において、

ﾛｰﾀﾘｰの考え方もずいぶん変化してきましたので、新会員のみならず、

ﾍﾞﾃﾗﾝ会員をも対象にしたﾛｰﾀﾘｰ情報を実施していきたいと思いま

す。 

    
理事･ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長      親睦委員長 

岡部 知之 会員          小林 孝憲 会員 

 

出席委員長 佐々木礼正会員 

 

方針と致しましては、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

の三大義務の一つとして例会への

出席があります。ｸﾗﾌﾞ運営において

も基本的、かつ重要になるのも

出席をすることです。そのことをご理

解頂き全会員の出席率１００%、ﾎｰﾑ例会の出席率の向上を奨励

していきます。前年度はﾎｰﾑ例会１００％出席をされた会員がなんと

１５名いらっしゃいますので、今年度も是非とも多数の会員のﾎｰﾑ例

会１００％出席を目指して頂けるようお願い致します。 

また、今年度は創立５０周年ですのでｸﾗﾌﾞ一丸となって盛り上げるた

めにもすべての会員があらゆるﾛｰﾀﾘｰの会合に出席することを奨励し

ていきます。一年間どうぞよろしくお願い致します。 

 

プログラム委員長 

池久保典也会員 

 

本年度、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会では、ｸﾗ

ﾌﾞ運営方針の“ｸﾗﾌﾞの新たな時代

に向けて！”を念頭に置き、会員の

皆さまにとって有益で、そして喜んで

頂ける、例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを目指し、頑張って参ります。また、５０周年と

いう節目の年である事をよく理解し、例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、そして委員会運

営に反映して参る所存でございます。 

樹野副委員長をはじめ、山下（江）会員・杉町会員・石井会員・本

田会員、委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆さま全員のお知恵を拝借しながら、また

ご協力を頂きながら、岡部常任委員長のもと、頑張って参ります。 

一年間、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

ニコニコ委員会 

中川 良浩 会員 

 

創立５０周年に当たる今年度、ニ

コニコ箱においても、これまでの歴

史とクラブの新たな時代を感じてい

ただくような工夫をしています。 

今年は過去に使っていた木製のにこにこﾎﾞｯｸｽを受付に使っています。

発表中も受付をしていますので気軽に前にお越しください。一方、Ｗ

ＥＢｻｲﾄが新しくなり、ｽﾏﾎからのﾒｰﾙ出宝が簡単にできるようになっ

ていますので是非一度お試しください。 

皆さんご承知の通り、ﾆｺﾆｺ会計からは、様々な社会奉仕事業に支

出されていきます。それらすべてに参加することはとてもできません。し

かし、ここでﾆｺﾆｺをすることにより、ﾛｰﾀﾘｰの目的である、「ﾛｰﾀﾘｱﾝ

一人一人が、個人として、日々、奉仕の理念を実践すること」に繋が

ると考えています。同時にﾆｺﾆｺの時間は、楽しい和みの時間でもあ

ります。みなさんの記憶に残るような、楽しく有意義なﾆｺﾆｺ箱の時間

になるよう委員会一同頑張って参ります。 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

理事・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 

坪内 昭吉 会員 

 

職業奉仕・畑委員長、社会奉仕

樽本委員長、国際奉仕・森委員

長、青少年奉仕･秋山委員長を

中心に、「ｸﾗﾌﾞの新たな時代に向

けて」という運営方針のもと、各委員会で奉仕事業を推し進めてまい

ります。 

また本年度は５０周年ということもあり、各委員会の事業を計画段階

から記念事業として行う事を意識した上で協議し、実施して行きたい

と思います。会員の皆様には、参加等を含め色々とお願いをさせて

頂くと思いますが、どうぞご理解、ご協力のほどよろしくお願い致しま

す。 

 
職業奉仕委員長 

畑  秀樹 会員 

 

職業奉仕は、その考え方が解りにく

い、難しいなどとよく言われます。本

年度も毎月第１例会にて「四つの

テストの唱和」をお願いしていますが、

なぜ職業奉仕委員会がこの「四つのテスト」を担当しているのかを考

えると職業奉仕委員会に求められているものが少し見えてくるように

思います。 

また、本年度も職場訪問例会を予定しています。詳細については委

員会にて現在検討しているところです。皆様の仕事に少しでも参考

になる、役立つような職場訪問をしたいと思っていますので、その際に

は、沢山の方にご参加頂ければと思います。 

本年度１年間、宜しくお願いいたします。 

 

社会奉仕委員長 

樽本 陽輔 会員 

 

本年度のｸﾗﾌﾞ運営方針である「ｸﾗ

ﾌﾞの新たな時代に向けて」に沿い、

地区補助金事業やｻﾆｰﾋﾟｱ事業

はもとより当ｸﾗﾌﾞの中で取り組まれ

てきた社会奉仕活動の歴史を踏まえ、５０周年の節目にふさわしい

事業となるべく、今までに実現できなかった取り組みにも挑戦していき

たいと思います。また公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員会と連携をしっかりと取り

ながらｸﾗﾌﾞの公共ｲﾒｰｼﾞ向上に努めて参りますので、皆様１年間どう

ぞ宜しくお願い致します。 
 

青少年奉仕委員長 

秋山 竜一 会員 

 

本年は８月に向けての「小さな祈り

の影絵展の支援事業」を皮切りに、

青少年が行う奉仕への支援を行っ

て参ります。 
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また、影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟへの資金的な支援に加え、担い手不足の

解消を通じた組織の強化等にも取り組んで参ります。 

具体的には、従来の影絵展の展示は展示費用を出してくれる先、

に限られていました。しかし、それでは青少年の目に展示が触れる機

会が限定的でした。青少年ｾﾝﾀｰ等の、青少年の目に多く振れる場

所への展示をおこない、勧誘の告知もすることで、担い手を増やして

ゆきます。青少年奉仕委員会では、そのための資金支援や、告知

支援を現在検討しております。また、教育機会の限られた学生への

学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの支援など、新しい支援事業にも取り組んでゆこうと

思います。他の委員会とも連携してゆきたいと思いますのでお力添え

のほど、よろしくお願いします。 

 

国際奉仕委員長 

森  直基 会員 

 

今年度のｸﾗﾌﾞ運営方針であります

「ｸﾗﾌﾞの新たな時代に向けて」に沿

った事業を展開していきたいと考え

ています。 

昨年度も国際奉仕委員会で小林孝憲委員長の元、副委員長をさ

せて頂きましたが、色々と難しい側面も経験しました。今年度はやや

出遅れた感もありますが、三保会長の計画に従い、「５０周年を国

際奉仕の観点から盛り上げ、多くの人に参加して頂ける、継続可能

な国際奉仕事業を取り急ぎ今月中には絞り込んで参りたいと考えて

います。また、これも大きなｸﾗﾌﾞ運営方針であります「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄへの取り組み」を 優先課題と捉え、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金申請・獲

得に挑戦して参ります。その為にも、財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会との連携を

密にして参りたいと考えています。 

まずは、今月中の事業絞り込みの為に、２７日から３日間の行程で

台湾開発途上地域の支援事業について、台湾現地のｸﾗﾌﾞとの会

議及び現地調査に坪内奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長、藤田ﾛｰﾀﾘｰ

財団・米山常任委員長以下５名で行って参ります。 

事業が形になった際には、委員会ﾒﾝﾊﾞｰのみならず皆様のご協力・

ご参加をお願い申し上げます。一年間宜しくお願い致します。 

 

副幹事  小林 直哉 会員 

 

まだ入会年数も短くﾛｰﾀﾘｰの全て

を理解できていない私にこのような

大役をいただけましたこと大変感謝

しております。 

しかも今年度は創立５０周年という

大きな節目の年度であり、私に務まるのかという不安と頑張らなけれ

ばという緊張感に襲われている今日この頃です。 

私のような経験の浅い会員がこの大役を無事に終えるためには会員

の皆様のご協力はもちろんですが、ﾛｰﾀﾘｰに関する沢山の事を教え

て頂かなければなりません。 

１年間頑張ってまいりますのでどうかよろしくお願いいたします。 

 

 
７月２３日(月)、広島県安芸郡熊野町川角地区の被災者支援の

ため、地区の避難所となっている熊野町民体育館にて昼食の炊き

出しを行いました。 

当日は小林直哉会員の協力の基、工場で製造したての冷凍お好

み焼きを持ち込み、体育館の備品である緊急避難者用の炊飯器に

て湯煎し、特製のお好みソースと青海苔で味付けしたできたての温か

いお好み焼きを１５０食、提供いたしました。 

避難所で提供される食事の大半が冷えたお弁当でありますが、当日

は温かい本格的なお好み焼きを食して頂くことができました。 

災害復旧に向けてはまだまだ長期の期間が必要であり、引き続き、

被災者の方に寄り添う活動を進めて参りたいと考えております。 

 

急に決まったﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで案内出来ず申し訳ございませんでした。 

 

 
 

 
 

 
 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１８年７月１９日（木） 会員数 ９７名 

出席 ８２名  欠席  １５名  来客 １名 

７月５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) 

■次回例会案内  ２０１８年８月２日（木） 

会場  ホテルグランヴィア広島３Ｆ天平の間 

卓話  誕生月会員スピーチ １３名 

 新会員自己紹介  三宅 孝直 会員 

食事  和食 

平成３０年７月豪雨災害 緊急支援報告 

参加者 

三保会長・坪内会員・岡部

会員・合田会員・樽本会

員・小林(直)会員・竹内会

員・堤会員・三宅(孝)会員 


