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【オープン例会】 

ロータリーソング ｢それでこそロータリー｣ 

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 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『カープから学ぶ強い組織の作り方』 

野球解説者  野村 謙二郎 氏 

 
ゲストの皆さん、ようこそ広島北ＲＣにお越しいただきました。 

平成３０年７月豪雨災害支援金の寄付口座を開設しておりますが、姉

妹ｸﾗﾌﾞの京都伏見ＲＣ様より２５万円、また同じく京都伏見ＲＣ野球同

好会の方々から６０万円のご寄付をいただきました。また、この口座には

別府北ＲＣ様、石巻東ＲＣ様からもご寄付をいただいております。奉仕ﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄで有効に使わせていただきたいと思います。 

今日８月２３日は処暑です。立秋を過ぎ朝夕が涼しく感じる頃と言われ

ています。しかし、今日は台風が近づいていますのでお気を付け下さい。 

本日はｵｰﾌﾟﾝ例会ということで、ﾛｰﾀﾘｱﾝ以外の方にお越し頂いておりま

すのでﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞについてお話します。 

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞはｼｶｺﾞに住むﾎﾟー ﾙﾊﾘｽという弁護士と彼の仲間３人で１９０

５年２月２３日に世界最初の奉仕ｸﾗﾌﾞ「ﾛ-ﾀﾘｰ」が創られました。１９００

年頃のｼｶｺﾞは犯罪、汚職、暴力の巣窟で悪徳商法が横行していたそう

で、その中で信頼できる人同士が一業一人の専門職の業界を代表する

ことによって社会の為だけでなくお互いの職業を利用し合う事で会員同

士の相互扶助に役立ち公正な取引をし、信頼感を深めるという理念の

もとで始めたそうです。現在では世界のほぼ全ての地域にｸﾗﾌﾞがあり１２

０万人の会員がいます。 

活動は１１０年以上に渡り、世界の切迫したﾆｰｽﾞに応え、平和の促進、

識字率の向上、貧困の緩和、きれいな水と衛生設備の提供、疾病予

防と治療に取り組んでいます。特に世界的な事業としては２５億人の子

供たちにﾎﾟﾘｵ（小児ﾏﾋ）の予防接種を行い撲滅まであと一歩です。 

そして当北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞでは、継続的に難病の子供たちとその家族への

支援としてﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟや先日の８月５日・６日は元安橋袂での中高生が

中心で活動している小さな祈りの影絵展への援助、そして今回の豪雨

災害では炊き出し等も行っております。また、海外ではｶﾝﾎﾞｼﾞｱやﾈﾊﾟー ﾙ

の子供たちの為に近代的なﾄｲﾚの建設などの事業を行っております。 

この様な奉仕活動以外にも会員同士の親睦を深めるｺﾞﾙﾌ、野球、登

山、釣りの同好会を始め美味しい酒を酌み交わす楽しい同好会もありま

す。入会された方々は皆さん入って良かったと言われておりますので、是

非、私たちの新しい友人となっていただき入って良かったと言っていただけ

る事を祈念しております。 

本日はお越しいただきありがとうございます。 

 
《ＢＯＸ配布物》 

*９月例会予定表 

 
昨年７月よりｶﾅﾀﾞに留学していました

広島文教女子付属高等学校の岡

本里菜さんが、先日帰国され、例会

で帰国挨拶を頂きました。 

 

 

 

 
ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員会  岡部常任委員長 

*本日例会終了後、ニコニコと出席委員会の合同委員会を開催します。 

公共イメージ委員会  合田委員長 

*ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝへのご登録を多数頂きました。本日を最終締

切とさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。 

創立５０周年記録委員会  山内委員長 

*本日例会終了後、委員会を開催します。 

 
ゴルフ同好会  秋山会員 

*８月例会成績発表 

 ８/１８ 芸南ＣＣ 

 優勝 丸本 佳生会員 

 ２位  濵本 利寿会員 

３位  合田 尚義会員 

 ベスグロ 丸本佳生会員 

 

野球同好会  松田会員 

*昨日（８/２２）、福岡ﾄﾞｰﾑにお

いて京都伏見ＲＣとの恒例で

あります「広京会（祝寿）」を開

催しました。その席で、京都伏

見ＲＣ野球 同好会様よりこの

度の豪雨災害の支援金といた

しまして６０万円をご寄附頂き 

■本日の例会     ２０１８年８月３０日（木）    第２３６８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 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『もてる男のマナー術』 

綺麗ナビゲーター 平井 蘭 氏 

前回例報告  ２０１８年８月２３日（木）  第２３６７回 

会長時間         会長  三保 二郎 

幹事報告         幹事  塩本 能尚 

青少年交換派遣学生帰国挨拶 

委 員 会 報 告 

同 好 会 報 告 
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ましたので、目録を山坂監督より三保会長にお渡しさせて頂きま

す。 

 また、今回の祝寿者は石

田会員、中山会員、粟

屋会員、桑村会員でした

が、野球をご欠席された

粟屋会員と桑村会員に

記念の帽子と京都伏見

ＲＣ野球同好会からの京

人形の贈り物をお渡し致します。 

 
☀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 野村謙二郎さん、本日はありがとうございます。卓話楽しみにしてい

ます。また、本日ｹﾞｽﾄでお越し頂いたみなさん、ようこそ広島北ＲＣへ。ご

ゆっくり、楽しんでください 

粟屋会員・合田会員 青少年交換留学生の岡本里菜さん、お帰りな

さい。一年間の０での留学生活で、語学は勿論の事、日本とｶﾅﾀﾞの文

化の違い、価値観や考え方の違い、生活習慣の違い等々、本当に多く

の事を勉強され、貴重な経験をされましたね。この貴重な経験を活かし、

これからの学生生活を更に充実したものとしてください。一年間、お疲れ

様でした。 

久保会員･杉町会員･広川会員・濵本会員・樽本会員・金井会員 

職業分類会員増強委員会です。ｹﾞｽﾄの皆様、本日はｵｰﾌﾟﾝ例会によ

うこそお越し頂きました。楽しんで帰って下さいませ。 

杉町会員･山坂会員・神農会員・坪内会員・越智会員 竹本さん、永

岡さん、本日はようこそ。是非、一緒に頑張って行きましょう。 

塩本会員･堤会員 結城寛敬さん、ようこそ広島北ＲＣへ。 

金井会員 堀田剛さん、本日はｵｰﾌﾟﾝ例会に参加ありがとうございまし

た。これを機会に広島北ＲＣに興味を持っていただけたら幸いです。 

神農会員 家内の誕生日にｽﾃｷな花をありがとうございました。 

山本会員★ 広島代表で甲子園に出ました、私の母校・広陵ですが、

残念ながら１回戦で負けました。本当に残念です。野球同好会の皆様

から寄付を頂きありがとうございました。感謝しております。来年また頑張

りますので、よろしくお願いいたします。 

山坂会員･山下(正)会員･庄子会員・杉町会員・神農会員・中山会

員・久保(豊)会員・山内会員・岡部会員・越智会員・藤澤会員・松田

会員・濵本会員・小林(直)会員・小林(孝)会員・桑原会員・金井会

員･丸子会員 昨日、第３５回広京会が福岡ﾔﾌｵｸﾄﾞｰﾑで開催されま

した。稀に見る接戦でしたが、最終回、京都伏見ＲＣの猛攻に遭い、お

しくも５－１０と惜敗でした。肉離れになった方も足をつった方もいらっしゃ

いましたが、安全第一で次回は練習して臨みたいと思います。夜の方は

連打連打だったようです。 

中山会員 昨日は福岡ﾔﾌｵｸﾄﾞｰﾑにおいて還暦のお祝い野球をして頂

いました。凡打にｴﾗｰにと散々でしたが、大変楽しませて頂きました。あり

がとうございました。☆ 

桑原会員 昨日は休診日と重なった為、初めて野球同好会に参加させ

て頂きました。ﾌﾟﾚｰは散々でしたが、いい経験になりました。ありがとうござ

います。 

金井会員◇ 昨日、福岡ﾔﾌｵｸﾄﾞｰﾑで野球をして参りました。初のﾄﾞｰ

ﾑ試合出場で舞い上がり、ﾗｲﾄとﾚﾌﾄを間違え、打者としては三振、守備

としては後逸ｴﾗｰで敗戦の一因を作ってしまいました。 

小林(直)会員◇ 親愛なる久保副会長、大変申し訳ありません! 昨日

の広京会、副会長の登板中、二度もｴﾗｰしてしまいｲﾆﾝｸﾞを伸ばしてし

まったため、大事なおみ足を肉離れさせてしまいました。お大事にして下さ

い。もう若くないのですから。。。 

丸本会員★ ８月多打喜会で、メﾝﾊﾞｰとﾊﾝﾃﾞのお陰で、ﾍﾞｽｸﾞﾛ優勝す

る事が出来ました。ｱﾝﾀﾞｰ分と合わせて１０,０００円出宝致します。勝因

は、先月ﾔﾌｰｵｸｼｮﾝで、ｱｲｱﾝを落札しましたが、そのｸﾗﾌﾞは、何と小林

直哉くんが出品していたｸﾗﾌﾞでした！小林直哉くんのお陰でもあります。

ありがとう！ 

濵本会員☆◆ ２年間、肩と肘の痛みにてｺﾞﾙﾌのｽｺｱがまとまっていな

かったのでﾊﾝﾃﾞ１８を申告していましたが日曜日の多打喜会にてﾈｯﾄ８ｱ

ﾝﾀﾞｰが出て２位になってしまいましたので、８,０００円出宝します。痛みが

無くなったうれしさはありますが結果赤字です。 

合田会員☆◇ 多打喜会８月例会の７ｱﾝﾀﾞｰ分、出宝致します。 

原田会員◆◆ 多打喜会で６ｱﾝﾀﾞｰのため。 

炭田会員 所用につき早退します。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 
『カープから学ぶ強い組織の作り方』 

 

野球解説者  野村 謙二郎 氏 

 
 

 

※今回の卓話は都合により紙面に掲 

載いたしません。ご了承下さい。 

 

 

 
オープン例 会 ゲストの皆 様  

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 

《職業ニコニコ》 
岡田(清)会員 ９月６日（木）、ＪＲ広島駅「ｅｋｉｅ」内に、当ﾎﾃﾙが

ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽするｶﾚｰ＆ﾊﾞｰ「エキスパイス」がｵｰﾌﾟﾝします。ｶｳﾝﾀｰの

みの１５席では、総料理長監修の大人の辛口ｶﾚｰのほか、ﾎﾃﾙﾊﾞ

ｰﾃﾝﾀﾞｰ監修のご当地ｶｸﾃﾙもご提供。お気軽にﾎﾃﾙﾒｲﾄﾞの味をお

楽しみいただけます。 

中川良浩会員 ８月１０日のﾋﾙﾅﾝﾃﾞｽで文明堂の長崎本店が紹

介されました。久本雅美さんが来店し海援隊ｶｽﾃﾗを食べるという

内容でした。これは京都国立博物館に所蔵される海援隊の雑記

帳にあるﾚｼﾋﾟを忠実に再現したｶｽﾃﾗです。幕末に坂本竜馬が食

べたであろうｶｽﾃﾗに興味のある方は私までお申し付けください。 

当日計 95,000 円   累計 543,000 円

卓 話 時 間 

■出席報告 出席委員会 

２０１８年８月２３日（木） 会員数 ９７名 

出席  ７９名  欠席  １８名 

来賓   １名  来客   ２名  ゲスト  １名 

８月２日例会 修正後出席率 １００％。 

■来客紹介  親睦委員会 

野村謙二郎 様(卓話者) 

久保 弘睦 様（広島陵北） 

村竹 正樹 様（広島陵北） 

岡本 里菜 様（青少年交換派遣学生） 

■次回例会案内  ２０１８年９月６日（木）１２：３０～ 

会場  ホテルグランヴィア広島４Ｆ悠久の間 

卓話  ９月誕生月会員 

ニコニコ委員会 『ニコニコ箱の歴史と意義』 

 出席委員会  『ホーム例会１００%への思い』 

食事 和食


