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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 

委員会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『就任挨拶Part２』 

 
グループ６ガバナー補佐の松井 敏氏よ

りご挨拶を頂戴しました。 

 

略歴ご紹介 

㈱広重  取締役社長 

広島ロータリークラブ所属 

職業分類：ビルディング賃貸 

１９９１年１０月入会 

２０１３－２０１４年度 会長 

ベネファクター/マルチプル・ポール・ハリス・フェロー/第3 回米山功労者マ

ルチプル 

 
本日は松井ガバナー補佐にお越しいただきました、例会終了後のクラブ

協議会では、よろしくお願い申し上げます。 

先日２３日月曜日に坪内奉仕プロジェクト常任委員長と樽本社会奉仕

委員長、合田会員、岡部会員、竹内会員、堤会員、小林直哉会員、

そして被災地にお住いの三宅会員と共に熊野川角地区の避難所にみっ

ちゃん総本店のお好み焼き１５０食携えて行ってまいりました。小林直哉

会員は今回の為に真空包装機をわざわざ取り寄せ専用の容器を準備

していただきました。そして先程のメンバー全員で酷暑の中、大鍋で湯煎

したお好み焼き１５０枚を一枚一枚切り分けソースをかけて避難者の方

にお渡しいたしました。避難されている方々には大変喜んでいただけたの

ではないかと思います。 

もっと早く何かの対応は出来なかったのかと言う意見を沢山耳にしました。

一昨日知り合いのライオンズクラブのメンバーと合う機会があり、その方は

災害二日後には被災地に入り、今現在迄も災害支援活動をしていると

の事です。内容は被災地近くの各ライオンズクラブメンバーが今必要な物

を次々メールで連絡してきて彼はそれを手配し届けるとうい動きをしてい

るそうです。 

なぜ、そういう動きが直ぐに対応出来るのかと聞いたところライオンズクラブ

ではアラート対応委員会があり直ぐに動ける体制になっているということで

す。しかも、本部から３０万ドルの送金があるのである程度の事は出来る

とのことでした。これを聞いて色々考えさせられました。 

今日、この後協議会がありますのでフォーラムの議題に非常時の対応と

いう議題も入れられないか検討したいと思います。 

以上 会長時間を終わります。 

 
《ご案内》 

*本日例会後に「第１回ｸﾗﾌﾞ協議会」を開催します。 

《ＢＯＸ配布物》 

*８月例会予定表 

*在広ＲＣ会員名簿 

 
社会奉仕委員会  樽本委員長 

*７月２３日(月)に熊野町川角地区の被災者の方が避難している熊野

町体育館でお好み焼きの炊き出しを行ってきました。 

創立５０周年実行委員会  合田副実行委員長 

*本日、１８時３０分よりみっちゃん総本店・じぞう通り店において創立５０

周年記念ゴルフ大会準備委員会を開催します。 

 
ゴルフ同好会  丸子会員 

*７月２２日に千代田ゴルフ倶楽部で行われた７月例会および取り切り

戦の成績を報告します。 

７月例会 

３位 越智会員 

２位 下前会員 

優勝 岡田清治会員 

取切戦優勝 

岡田清治会員 

おめでとうございました！ 

 

 
☀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 

松井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、大上ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事、ようこそ広島北ＲＣへお越しくださ

いました。本日はご指導のほど、よろしくお願いいたします。例会終了後、｢第

１回ｸﾗﾌﾞ協議会｣を開催します。理事役員委員長の皆様と入会３年未満会

員の皆様、よろしくお願いします。 

■本日の例会     ２０１８年８月２日（木）    第２３６５回 

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 

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 

『誕生月会員スピーチ』 

『新会員自己紹介』  三宅 孝直 会員 

前回例報告  ２０１８年７月２６日（木） 第２３６４回 

ガバナー補佐挨拶 

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 

同 好 会 報 告 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 
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三保会員・坪内会員・岡部会員・合田会員・小林(直)会員・竹内会

員・堤会員･樽本会員・三宅会員 ７月２３日（月）熊野町民体育館に

て川角地区の避難者の方への炊き出しを行ってきました。小林直哉会

員の冷凍お好み焼きを真空パックにしたものを現場で湯煎し、皆でコテで

切ったり、ソースを塗ったりして１５０枚提供しました。 

汗だくになりましたが、とれもやりがいのある時間となりました。 

これからも社会奉仕委員会を中心に被災者支援を頑張っていきます。 

中川良浩会員･鈴木会員 ２３日に熊野町に炊き出し支援に行かれ

た皆様、大変お疲れ様でした。 

久保(豊)会員 本日、創立５０周年実行委員長就任の挨拶をさせて

頂きます。よろしくお願いします。 

岡部会員 創立５０周年副実行委員長就任挨拶をさせて頂きます。

記念講演・式典懇親会と総務を担当します。早いものであと９ヶ月に迫

りました。頑張ります。 

正副ＳＡＡ（下前会員・古田会員・渡部会員） 今年度、ＳＡＡを務めさ

せて頂きます。よろしくお願いします。 

正副会計（土井会員・下川会員） 本日、会計の就任挨拶をさせて頂

きます。よろしくお願いします。 

松田会員 本日、理事・公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員長の就任挨拶をさせて

頂きます。よろしくお願いします。 

合田会員 本日、公共ｲﾒｰｼﾞ小委員長と創立５０周年副実行委員長

の就任挨拶をさせて頂きます。よろしくお願いします。 

藤田会員 本日、ﾛｰﾀﾘｰ財団米山奨学常任委員長の就任挨拶をさ

せて頂きます。よろしくお願いします。 

山内会員 本日、財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長の就任挨拶をさせて頂きます。

よろしくお願いします。 

中根会員 本日、米山奨学委員長の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。 

藤原会員 本日、奨学育英資金特別委員長の就任挨拶をさせて頂き

ます。よろしくお願い致します。 

竹内会員・堤会員 本日、副幹事の就任挨拶をさせて頂きます。よろし

くお願いします。 

岡田(清)会員★★ このたび、図らずも多打喜会「取り切り戦」と７月度

例会のダブル優勝という栄誉を頂き、大変恐縮しております。ベストスコア

での優勝で私自身大変うれしく思っております。当日は同伴者ほか応援

のお声掛けを頂き、ありがとうございました。「温故創新」の額につきまして

は、私がグランヴィアに在籍中は大切に応接室に飾らせて頂きます。 

岡田(清)会員 出産で里帰りをしておりました長女に無事二人目（男の

子）が産まれました。これで孫が４人になりました。孫に嫌われないように

頑張ります。 

上野会員・杉町会員・山坂会員・神農会員・坪内会員・島本会員・越

智会員・森会員 明日（７/２７）いよいよ広陵との準決勝になりました。

もう二つ勝ってなんとか１４年振りに甲子園に行きたいです。 

篠崎会員◆ 本日、先週のﾆｺﾆｺ発表時にいろいろと失敗をしました。

皆さん、ｽﾐﾏｾﾝ。次、頑張ります！ 

古田会員 本日、進行ｱﾅｳﾝｽで恐らく誰も気が付かれていないと思い

ますが、粗相をしてしまいました。次回からは緊張感持って行きます。 
浦会員 母校崇徳高校野球部、残念ながら大敗でした。広商の健闘

を祈ります！さて、ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員会の裏事業、私を幸せにす

る会の７月度活動報告ですが、進捗なしです。(ToT) 

武部会員 本日所用により早退させて頂きます。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

 
『就任挨拶 Part２』 

 

副幹事 竹内 剛 会員 

 

北ＲＣに入会させていただいて、丸４

年経ち今月から５年目です。 

５０周年という節目の年に副幹事に

選んでいただきまして、大変光栄に思

っておりますが、予想以上に忙しく、ま

た分かっているつもりが全然分かってない事が多く、少し戸惑っていま

す。幸い、優しい会長、面倒見のいい副会長、温かく見守ってくれる

幹事のもとなんとか副幹事の役をこなしています。 

何かと不慣れなため、ご迷惑をお掛けしたり、物足りなく思われること

もあるかもしれませんが、塩本幹事の少しでも役に立ち、三保会長

年度をそして５０周年を成功裡に終わらせたいという思いで頑張って

いきますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

   
副幹事 堤 大地 会員   Ｓ.Ａ.Ａ.長 下前嘉彦会員 

 

副Ｓ.Ａ.Ａ. 古田 裕三 会員 

 

入会３年目に入りますが、色々と勉

強させていただくべく、下前Ｓ.Ａ.Ａ.長

の下、例会運営がスムーズに行われ

るよう頑張ります。よろしくお願いいた

します。 

 

   
副Ｓ.Ａ.Ａ. 渡部哲生会員  がん予防推進委員長 槇殿透会員 

 

理事・公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員長 

松田 宜久 会員 

 

公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員会は、会報ＩＴ

小委員会と公共ｲﾒｰｼﾞ小委員会構

成でｸﾗﾌﾞ内外に広報活動を行う委

員会です。 

本年度は５０周年という節目の年度、会長方針である広島北ＲＣに

変化をそして５０周年を盛り上げていくために 両委員会にてしっかり

と広報活動していきたいと思います。 

委員会の特徴的な事を３点とお願い事お話ししたいと思います。 

1 対外活動として 今年度、公共ｲﾒｰｼﾞが担当で国際平和ﾏﾗｿﾝ

を担当させて頂く予定で動いております。  

2 例会時や事業でのビデオを撮影 

3 ホームページリニューアル 

 ※マイロータリーの普及に努める 

以上でございます、どうか１年間お付き合い宜しくお願い致します。 

《職業ニコニコ》 
中川良浩会員◇ 昨日、製菓衛生師試験の合格発表があり、お

かげさまで何とか合格することができました。年齢とともに記憶力は

低下しておりますが、コネや裏口も使うことなく合格することができまし

た。今後は益々、美味しいカステラを皆さんにお届けできるよう、家

業に精進してまいります。 

当日計 69,000 円   累計 355,000 円

卓 話 時 間 



 

3 

会報ＩＴ委員長 上田修史会員 

 

１年間皆様宜しくお願い致します。 

今年度は創立５０周年記念の年で

す。まずは、ホームページをリニューア

ルします。外部の卓話者の録音、写

真撮影はもちろん、各委員会活動、

地区大会、ＩＭ等できるだけ、ビデオ撮影、記念撮影等をたくさんして

行き５０周年記念例会に少しでも、貢献して行きたいと思っています。

又、ホームページへの写真投稿や同好会記事の投稿等も、積極的

にお願い致します。会報、IT 委員会メンバー５０周年に向けてたくさ

んの情報提供ができるように頑張りますので皆様どうぞ、１年間宜しく

お願い致します。 

 

公共ｲﾒｰｼﾞ委員長 合田尚義会員 

 

公共ｲﾒｰｼﾞ委員長を拝命いたしまし

た。今年度は創立５０周年という事を

念頭に、当ｸﾗﾌﾞの公共ｲﾒｰｼﾞを認知

度の向上に寄与すべく、ｸﾗﾌﾞの奉仕

事業や親睦事業の対外広報を推進

してまいりたいと思いますので、会員の皆様のご協力をよろしくお願い

いたします。特に奉仕系委員会の委員長におかれましては、早め早

めに事業計画の情報を連絡頂きますように、宜しくお願い致します。 

 

創立５０周年副実行委員長 合田尚義会員 

 

久保豊年実行委員長の元、創立５０周年の記念事業委員会と記

録委員会を担当させて頂きます。記念事業委員会については坪内

委員長、記録委員会については山内委員長と協力しながら、また、

各委員会委員の皆様の協力を頂きながら頑張って参りたいと思いま

すよろしくお願いいたします 

 

理事・ﾛｰﾀﾘｰ財団米山奨学常任委

員長  藤田 省蔵 会員 

 

ﾛｰﾀﾘｰの活動において、奉仕活動と

ﾛｰﾀﾘｰ財団また米山奨学会に対す

る寄付は、極めて密接な関係にある

と思います。ﾛｰﾀﾘｰ財団と米山記念

奨学会に対する理解と知識をより一層深めていただくために、財団ﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑ委員会と米山奨学委員会では、５０周年に相応しい事業を

考えてまいりますので、どうか一年間よろしくお願いします。 

 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

山内盛利会員 

 

私は何故か同じ委員会に連続して

所属することが多く、卒業が出来ない

留年の山内というキャラになったようで

あります。 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小委員会の役割は、会員にﾛｰﾀﾘｰ財団に関する理

解を深めて頂き、ﾛｰﾀﾘｰ財団活動に積極的に関わって頂く事、即ち

財団への寄付を促すことにあります。 

今年度も様々な機会を設けて、ｸﾗﾌﾞ会員皆さんにﾛｰﾀﾘｰ財団のこ

とをより深く知って頂くよう、そして財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの参加や寄付を積

極的に行って頂くよう、吉永副委員長をはじめとする委員会ﾒﾝﾊﾞｰで

力を合わせて活動して参りたいと思います。 

また本年度当ｸﾗﾌﾞでは、創立５０周年を記念して国際奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄを強力に推進することとなっています。その国際奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが、ﾛ

ｰﾀﾘｰ財団が推進するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに合致し、より効果

的なものになれば５０周年に華を添えることになります。 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ小委員会では、ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの推進という役

割を担っておりますので、その立場で国際奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進の援護

射撃が出来ればと思っています。一年間、どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

米山奨学委員長 中根弘幸 会員 

 

私は過去２度ほど米山奨学委員長

を担当させいただいております。 

過去の委員長時代は、米山奨学生

が配属となっており、ｶｳﾝｾﾗｰとしてお

世話をさせていただきました。最初の

奨学生は、日本に帰化して広島で働いており、今でも交流がありま

す。非常にやりがいのある良い委員会と言えます。 

残念ながら、私が過去米山に関わったときと比べて、米山の財政状

況が厳しい感じがします。かつて、１,０００人以上の時代もあったよう

ですが、ここ５年間は７００人代が続いており、採用人数が基本的に

減少傾向にあるようです。皆様の寄付が米山奨学生を支えておりま

すので、何卒奨学事業をご理解頂きたいと思います。 

米山は、ﾛｰﾀﾘｰ財団と同じで寄付をお願いする委員会です。今年

度も、財団共々皆さんにお願いすることが多いと思います。色々物い

りとは思いますが、米山への寄付をお願いして私の就任挨拶とさせて

いただきます。今年一年よろしくお願いします。 

 

会計長 土井 洋二 会員 

 

会計に向いているとは思いませんが、

できるだけ努力していきたいと思ってお

ります。毎月の経理と、予算案を照ら

しあい、理事会とも話し合いながら進

めて行きたいと思います。一年間よろ

しくお願いいたします。 

 

副会計  下川 信宏 会員 

 

会計は他の事業と異なって派手さは

ないのですが、皆様のｻﾎﾟｰﾄがしっか

れ出来ます様、ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞとしてがん

ばって参ります。 

土井会計長がよく「会計長は偉いん

ぞ」とおっしゃっていますが、「会計長はあまり偉くないんでは・・・」と言

われないように、しっかり土井会計長を支えて頑張りますので1年間、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

   
奨学育英資金特別委員長   姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員長 

藤原 克実 会員        越智 健剛 会員 

 

創立５０周年実行委員長 

久保 豊年 会員 

 

本年度は、会長方針であるクラブの

新しい時代に向けての５０年の始まり

の年になります。 
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ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは、今まではどちらかというと様々な奉仕活動を陰ながら

支えてきた存在だと思いますが、今後は公共イメージを向上させ、ﾛｰ

ﾀﾘｰ予備軍を作り、一般の方も巻き込んだｽｹｰﾙｱｯﾌﾟしたｱｸﾃｨｳﾞｨ

ﾃｨが要求されると思います。それに相応しい式典や記念事業の展開

ができるよう注力したいと思います。 

 

創立５０周年副実行委員長 

岡部 知之 会員 

 

 

 

 

 

 
昨年７月にカナダから来日した

リリー・フラマンドさんが、この度

留学期間を終え、帰国するこ

とになり、本日、例会で帰国の

挨拶をしました。 

 

 

 

 
７月２８日、無事カナダに帰って行きました。 

 
８月９日（木）のガバナー公式訪問を前に、松井ガバナー補佐を

お迎えし、第１回クラブ協議会を開催しました。 

この会議ではクラブの問題点などを抽出し、公式訪問時に開催

されるフォーラムのテーマを決めます。 

出席者：松井 敏ガバナー補佐、大上正人ガバナー補佐幹事 

クラブ会員 ４７名（理事役員委員長および入会３年未満会員） 

 

  

フォーラムの議題は下記のとおりとなりました。 

①会員増強について（報告のみ） 

②ロータリー財団寄付について（報告のみ） 

③クラブ戦略計画について 

④平成３０年７月豪雨災害支援について 

 

 

 

※会 報 ＩＴ委 員 会 からお知 らせ 

 次 週 の週 報 より小 桜 恵 子 さん（占 い師 、ｲﾝﾃﾘｱ風 水 師 ）

のコラムが月 １連 載 で始 まります！お楽 しみに！ 

青少年交換受入学生 帰国挨拶 

第１回クラブ協議会報告 

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、最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。 

国際ロータリー 委員の募集 
 

現在、２０１９－２０２０年度の国際ロータリーの各委員会の委

員を募集中です。 

全ての委員会は必要に応じてＥメールや電話会議、オンライン会

議で連絡を行い、委員会によっては年１回、会合を開くことが義

務付けられています。 

詳しくはロータリーの友７月号をご覧ください。 

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_ah4TJvVjJJIboEd 

応募締切は８月１１日です。 

■出席報告 出席委員会 

２０１８年７月２６日（木） 会員数 ９７名 

出席 ８１名  欠席  １６名 

来客  ２名 

７月１２日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

松井  敏 様(グループ６ガバナー補佐) 

大上 正人 様(ガバナー補佐幹事) 

■次回例会案内  ２０１８年８月９日（木） 

【ガバナー公式訪問】 

会場  ホテルグランヴィア広島４Ｆ悠久の間 

卓話  ガバナー 吉原 久司 氏 

食事  幕の内 

※例会終了後フォーラムを開催します。 


