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『ニコニコ箱の歴史と意義』     ニコニコ委員会 

『ホーム例会１００%への思い』   出席委員会 

 
今日の未明に北海道で大きな地震が起きました。 

この地震の被災者の為に、緊急募金を先程持ち回り理事会を開き決定

させていただきました。今後状況が解り次第早急な対応に使わせていた

だきたいと思います。 

それにしても、広島の豪雨災害もですが一昨日の関西を襲った台風とい

い平成に入ってからの自然災害の多さは尋常ではありません。今後も何

が起こるか解らないと常に思い、クラブもこれからの対応というものも考え

て行かなければならならないと思っています。 

さて、９月に入り明日７日は白露、秋の気配が強まり朝夕露が下りて来

る頃です。そして、９日は５節句の一つ重陽の節句です。５節句はご存

知の通り１月７日人日（じんじつ）３月３日上巳（じょうし）５月５日端午

（たんご）七夕（しちせき）７月７日（七夕）９月９日重陽（ちょうよう）とあり

ます。この重陽の節句は菊の花を飾り、栗ご飯を食べ、菊の花をおひたし

に入れたり、菊酒を嗜む風習があります。よく、時代劇などの場面でも９

月を表す時に生け花とか軸が菊になっています。 

そして、今月は基本的教育と識字率向上月間です。識字率の向上を

目指さなければならない所は発展途上国だけと私は思っていましたが、

識字率の勉強をしていましたら、先進国であるｱﾒﾘｶ合衆国ﾐｼｶﾞﾝ州のﾃﾞ

ﾄﾛｲﾄでは子供の５０%が非識字だそうです。以前は自動車王国で繁栄し

ていた所が１９９０年頃から自動車産業が廃れ、町が荒廃し犯罪が横

行し市民は非常に貧しくなり子供が学校に通わなくなったそうです。 

識字率も学歴と同じで裕福にならなければ教育の機会が失われると言う

事ではないかと思います。これは、海外のみならず日本も同様なでので

はないかと思います。 

 

 
左から、下前会員・本田会員・佐々木会員・合田会員・中川良男会員 

（欠席；丸子会員） 

 

また、中川良男会員が今

月８０歳を迎えますので、

クラブから記念品をお贈り

しました。 

おめでとうございます！ 

益々、お元気で！ 

 

 

 
《お願い》 

*先ほど会長より報告がございましたが、北海道で起こった地震被災に

対する義捐金を本日の例会で募ります。ご協力をお願い致します。 

《ご案内》 

*９月理事会は６日１８時３０分より「かなわ」において開催します。 

《お知らせ》 

*高見会員が出雲ＲＣでﾒｰｸｱｯﾌﾟをされ、ﾊﾞﾅｰを頂いておりますので、ご

披露いたします。 

《BOX 配布物》 

*ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 

■本日の例会     ２０１８年９月１３日（木）    第２３７０回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 親睦委員会 

横浜緑ＲＣ様のご紹介 

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 

『血液でわかるがん検査』 

広島医師会臨床検査センター  技師長  桝本   健 氏 

横浜緑ロータリークラブの皆様 
 

会 長    井上幸治 様  パスト会長  河原裕典 様 

パスト会長  露木健造 様  パスト会長  下中英輝 様 

パスト会長  井藤昭宏 様 会長エレクト  小泉  豊 様 
 

国際ロータリー 第２５９０地区 第５グループ 

創立 １９７０（昭和４５）年 ２月２８日 

前回例報告   ２０１８年９月６日（木）  第２３６９回 

会長時間         会長  三保 二郎 

誕生月お祝い 

幹事報告         幹事  塩本 能尚 
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親睦委員会  小林(孝)委員長 

*本日例会終了後、委員会を開催します。 

米山奨学委員会  中根委員長 

*本日例会終了後、委員会を開催します。 

姉妹ｸﾗﾌﾞ友好特別委員会  越智委員長 

*９月２０日(木)調印式後の観光および懇親会の案内 

 
産業文化研修会  山坂会員 

*何年か前に活動を休止し

ました「産業文化研修会」

ですが、会の口座に残って

いたお金をｸﾗﾌﾞのﾆｺﾆｺに

寄付することを同好会ﾒﾝﾊﾞ

ｰで決めましたので、三保

会長にお渡しいたします。 

（４７,５８６円をﾆｺﾆｺに頂

戴しました。） 

ゴルフ同好会  丸子会員 

*１０月例会のご案内をﾎﾞｯｸｽに配布しております。今回は「ﾅﾊﾞを食

す会」も兼ねております。多数ご参加ください。 

 
☀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 本日のﾆｺﾆｺ委員会と出席の卓話、楽しみにしています。また、誕生

月の会員の皆様、おめでとうございます。 

佐々木会員･藤澤会員･菅会員・庄子会員・中根会員・丸本会員 

本日、出席委員会の卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。 

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・浦会員･中川良浩会員 ﾆｺﾆｺ委員会です。いつもたくさんの出宝を

いただきありがとうございます。おかげさまで８月までで５５８,０００円の出

宝をお預かりすることができました。ﾆｺﾆｺの出宝は社会奉仕活動の原資

となります。引き続きたくさんの出宝よろしくお願いします。また本日この後、

委員会卓話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

中川良男会員◆  満８０歳のお祝いありがとうございました。 

丸子会員 ９月で５１歳の誕生日を迎えます。本日、せっかく誕生日月

ｽﾋﾟｰﾁの機会を与えていただきましたにもかかわらず欠席してしまい申し

訳ございません。５１歳も仕事や、ロータリー活動に、充実した１年を過ご

してまいりたいと思います。 

合田会員  ５０歳になりました。同じ誕生日の母は８４歳。交換留学

生のﾘﾘｰは１７歳になりました。 

佐々木会員 本日は誕生日のお祝いをして頂きまして、ありがとうござい

ました。今後とも宜しくお願い致します。 

山田会員 今月は愛妻の誕生日です。綺麗な花をありがとうございま

す。 

川上会員 ９月で入会させて頂き、丸２年になりました。ご推薦頂きまし

た山本会員・中尾会員、また先輩会員の皆様方に改めてお礼申しあげ

ます。 

鈴木会員 皆様、久しぶりの例会出席となりました。ﾆｺﾆｺ委員会の皆

様にも大変ご迷惑をおかけしました。 

高見会員 先日、初めて他のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの例会（出雲ＲＣ）に出席しま

した。新鮮で何だかうれしかったです。 

小林(孝)会員◇ 先日の広京会親善野球試合では山坂監督のｻﾌﾟﾗ

ｲｽﾞで先発出場させて頂きありがとうございました。妻と娘２人が応援する

中、かっこいいお父さんを見せようと頑張りましたが、ｴﾗｰ・凡打と最後に

は肉離れをおこし、途中退場と情けない結果に終わりました。皆さん、ご

迷惑お掛け致しました。随分歩けるようになりました。それと妻の誕生日

にお花ありがとうます。 

中川良男会員・石田会員・久保(豊)会員・岡部会員・中川良浩会

員・藤原会員・金井会員・古谷会員・小林(孝)会員・小林(直)会員 

来たる１２月２日（日）、北歌団のﾌｧｰｽﾄﾗｲﾌﾞが決定いたしました。 

会場はクリスタルビル１９階のﾗｲﾌﾞﾊｳｽ「ｼﾞｭｰｸ」です。皆様のご来場お

待ちしております。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

『ニコニコ箱の歴史と意義』 

 

ニコニコ委員会        

委員長 中川 良浩 会員 

 

私たちが毎週例会で行っているニコニ

コ箱とはいったいいつから始まったので

しょうか。 

原点にさかのぼると、ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽがﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを作った１９０５年、ｼ

ｶｺﾞＲＣ第３回例会において、欠席者に５０ｾﾝﾄの罰金を科したのがﾙ

ｰﾂではないかと言われています。 

１９２４年には同じくｼｶｺﾞＲＣの例会場の四隅にﾎﾞｯｸｽを置き、記念

すべきことがあったときにお金を入れてもらうようになったそうです。 

日本国内で初めてﾆｺﾆｺ箱を設置したｸﾗﾌﾞについては大阪ＲＣ説と

東京ﾛｰﾀﾘｰ説があるようです。大阪説は、例会に遅刻したり、バッジ

を忘れた際の「罰金箱」から始まり、名称が「良心箱」に変わり、１９３

６年（S１１年）７月に現在の「ﾆｺﾆｺ箱」になったという説です。 

東京説は同じく１９３６年（S１１年）９月に東京ＲＣがﾛｰﾀﾘｰの家

（孤児院）の子供たちを多摩川遊園地に連れて行く際の費用を、段

ﾎﾞｰﾙ箱を持って集めたのが始まりという説です。 

それ以降日本各地のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに広がり、日本独自の活動として

続いてきました。スマイルボックスと呼んでいるクラブもあるようです。 

１９６９年創立のわが広島北ＲＣでも創立当初よりﾆｺﾆｺ箱がありま

北海道胆振東部地震 募金 
 

９/６の例会で回した募金箱に集まった金額は、 

９５，５６１円でした。 
ご協力頂きました皆様、ありがとうございました。 

使途につきましては後日ご報告させて頂きます。 

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 

《職業ニコニコ》 

大之木会員 おかげ様で大之木建設は９月１日で創業９８年を迎

えました。これからも宜しくお願いします。 

中尾会員 私ども㈱中尾鉄工所は９月４日で創立７２周年を迎え

ました。これからも頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。 

久保(豊)会員 ９月７日午後、弁護士会の中小企業向けｾﾐﾅｰが

あります。予約不要です。直接お越し下さい。 

三保会員 本日、ｴｷｴ２階に「和久バル」をｵｰﾌﾟﾝしました。１階の

「かなわ」共々よろしくお願い致します。 

久保(豊)会員・塩本会員・小林(直)会員・竹内会員・堤会員 

三保会長、広島駅エキエ２階での新店舗『和久バル』のオープンお

めでとうございます。次回、正副会は新店舗でお願いいたします！ 

中山会員・岡部会員・丸本会員・小林(孝)会員 三保会長、広

島駅ｴｷｴ２階「和久バル」ｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。今後、前々

年度執行部でお邪魔します。 

中川良浩会員 三保会長、「和久バル」の開店おめでとうございま

す。美味しい料理を食べに行きます。 

当日計 62,000 円   累計 620,000 円

卓 話 時 間 
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した。１９７０年７月からは会報にﾆｺﾆｺ箱の内容が紹介されるように

なりました。内容は、誕生月、結婚記念日、夫人誕生日、ｺﾞﾙﾌ優

勝、囲碁優勝、工場拡張など、現在とほぼ同様の内容でした。 

ただ大きく違う点は、当時はＳＡＡがﾆｺﾆｺを兼務していたところです。

ＳＡＡからﾆｺﾆｺ委員会が初めて独立して設置されたのは２００６-０７

年度と意外と最近のことのようです。近年は会員数も徐々に増え、

出宝件数も増加してきました。５０年の長きにわたり先輩方から脈々

と続いてきたﾆｺﾆｺ箱の活動を、新たな時代に向けて繋いで行くのも

現会員の役目ではないかと感じております。 

ﾛｰﾀﾘｰ情報ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸには次のように書いてあります。 

「ﾆｺﾆｺ箱：例会場で会員が自由意思で善意の寄付金を入れる箱。

ﾛｰﾀﾘｰ特有のもので、会員、家族、事業などの慶び事、お祝い事を

ﾆｺﾆｺしながら披露し、慶びを分かち合い、また失敗したり、迷惑をか

けた時もﾕｰﾓｱたっぷりに苦笑し、例会を賑わせて親睦を増進し、集

まったお金は奉仕活動資金に使用される。」 

今読み上げた中に、ﾆｺﾆｺの意義（目的）が二つあります。 

ひとつの意義（目的）は「例会を賑わせて親睦を増進する」です。原

則まじめな例会時間ですが、このﾆｺﾆｺ箱の時間だけは互いに笑顔

になり、笑い声が出て、拍手が起きる、例会の場を和ませる時間でも

あります。」 

私事ですが入会当時の私はﾆｺﾆｺを全くしていませんでした。「入会し

たばかりなのであまり目立ちたくない。先輩方の前で自分ごときが発

表するのはおこがましい」そう考えていました。 

でもそれは全く逆でした。入会間もないからこそ、率先してﾆｺﾆｺ箱に

出宝して、会場の雰囲気づくりに努め、先輩に顔を覚えていただき、

親睦を深めるべきなのです。もしも近年入会の皆さまで、ﾆｺﾆｺをため

らっている方がいらっしゃったら、今日から考えを変えて、積極的にﾆｺﾆ

ｺをしていただきたいと思います。 

ﾆｺﾆｺ箱のもうひとつの意義（目的）は、「集まったお金を奉仕活動資

金とする」です。私が入会当初まったくﾆｺﾆｺをしていなかったもう一つ

の理由は、このお金が何にどう使われているかを十分理解をしていな

かったことにあります。 

ﾆｺﾆｺ委員会は出宝を集める委員会です。その使途を決める機関で

もなく、その支出先を報告する職務でもありません。集めるのが仕事

です。それ故に大事なﾆｺﾆｺの意義がなかなか伝わりにくいというのが

悩みどころです。 

ご存知の通りﾆｺﾆｺの個人出宝は、理事会の決議を経て奉仕活動

の資金として支出されています。その内容については、会長時間や幹

事報告でお話しいただいているかと思います。また最終的には決算報

告書にすべて記載されています。  

ちなみに今年度は、小さな祈り影絵展、平和ﾏﾗｿﾝ、青少年育成県

民会議などに支出をしています。その他、昨年度を例にとると、小児

がんの子供を対象としたｻﾆｰﾋﾟｱﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ、広島大学病院小児科

病棟への車いすの寄付、ﾈﾊﾟｰﾙ女子ﾄｲﾚ設置事業、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱひろし

まﾊｳｽﾄｲﾚ改修事業、青少年交換事業、平和大通り記念植樹な

どに支出されております。さらに過去には東日本大震災、広島豪雨

災害、熊本地震、ﾈﾊﾟｰﾙ大地震などの災害支援関連、ﾀｲの小学

校の浄水器設置など国際奉仕関連とあらゆる奉仕事業に対しﾆｺﾆ

ｺ会計から資金を出しています。 

今年度ﾆｺﾆｺ委員会としては、ﾆｺﾆｺのお金が奉仕活動に使われて

いるという点を何度も何度もお伝えしてこうと考えています。できれば

皆さんも、まずは興味を持っていただき、ﾆｺﾆｺ箱の意義について考え

ていただければと思います。 

最後に、今年度は２００８年まで使っていた木製の「にこにこ箱」の復

活と、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝからのﾒｰﾙ出宝の促進を並行して進めることにより、

これまでの５０年と、「ｸﾗﾌﾞの新たな時代に向けて」という三保会長の

運営方針をﾆｺﾆｺで表現しようと考えています。 

また受付を例会場の入り口に置いたり、発表を２名で行い発表中の

飛び込みも対応したり、ﾆｺﾆｺ委員会から皆さんに積極的にお声がけ

するなど、より皆さんが出宝しやすい環境を作るよう努力をしておりま

す。 

事務局から発信される例会通信にも、その日の出宝の中から２件程

度を紹介してもらっています。ﾆｺﾆｺをより身近なものに感じていただき

たいと考えています。 

ところで、なぜ奉仕活動資金をﾆｺﾆｺ箱という自由意思の寄付で調

達するのでしょうか？ 

ﾛｰﾀﾘｰ運動の原点は個々のﾛｰﾀﾘｱﾝにあります。ﾛｰﾀﾘｰの目的第 3

に「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；」とあります。 

ﾆｺﾆｺ箱においても強制ではなく、あくまで個人の自由意思において

奉仕の理念を実践していただくのが理想ではないでしょうか。徴収で

はなく自主的に寄付をしていただくのはそういう理由もあると思います。 

最後に僭越ですが私なりのﾆｺﾆｺ箱の解釈をお話しさせてください。 

私はﾆｺﾆｺ箱をひと言で表すならば「笑顔のお裾分け」だと思っていま

す。我々がここでﾆｺﾆｺ笑顔になった分、そのほんの一部を、病気で

入院している子供たち、被災者の方々、将来ある青少年、地元広

島、海外の困っている人たちに、お裾分けをするのが「ﾆｺﾆｺ箱」だと

思います。 

特に今年はｸﾗﾌﾞ創立５０周年。ｸﾗﾌﾞにとっては５０年に一度の特別

なお祝い事です。だからこそ、今年は特

別たくさんのﾆｺﾆｺを集めて、多くの人たち

に、笑顔のお裾分けをしてあげたいと考え

ております。それが広島北ＲＣに所属する

ﾛｰﾀﾘｱﾝとしての心意気ではないでしょう

か。縁あって５０年の節目にご一緒させて

いただく会員皆様、皆様からのたくさんの

「笑顔のお裾分け」を心よりお待ちしてお

ります。 

 

 

『ホーム例会１００％出席への想い』 
 

出席委員会 

委員長 佐々木礼正 会員 

 

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの３大義務の一つに「例

会への出席」があります。 

出席委員会では、ﾒｲｸｱｯﾌﾟをして頂く

のは勿論の事なのですが、ﾎｰﾑ例会

の出席率の向上、ﾎｰﾑ例会出席１００％を目指して頂ければと思っ

ております。本日は過去７年間でﾎｰﾑ例会１００％出席をされた会

員のご紹介をさせて頂き、１００％出席を１回達成の濵本会員、６

回達成の上河内会員に「ﾎｰﾑ例会１００％出席への想い」と言うタ

イトルでお話をして頂きます。 

過去７年間でﾎｰﾑ例会１００％出席をされた会員は３３名いらっしゃ

います。 

１回１６名 ２回１０名 ３回２名 ４回１名 ５回２名 ６回２名 

１回  中川良男会員、水野会員、河本会員、増田会員、 

 山田会員、藤田会員、塩本会員、粟屋会員、畑会員 

 久保(豊)会員、吉永会員、濱本会員、秋山会員、森会員 

 岡田(昌)会員、小林(直)会員 

２回  山本会員、泉会員、庄子会員、山下(正)会員、東会員、 

 岡部会員、越智会員、合田会員、樹野会員、佐々木会員 

３回  中山会員、上田会員 

４回  山内会員 

５回  炭田会員、本田会員 

６回  杉町会員、上河内会員 

以上です。 
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上河内裕司 会員 

 

こんにちは、上河内です。 

「ﾎｰﾑ例会１００%への想い」ということ

で、話をしてほしいと依頼を受けました

が、私は、はっきり言って何の思いもあ

りません。 

しかし、何か話さないといけないので、お話します。 

私は、例会に絶対出席しないといけないと思って出席しているわけで

はありません。ただ皆様には、そうは見えないかもしれませんが、私は

根本的にまじめな人間なのです。 

先輩に「ＲＣは出席することが大切だから、例会には必ず出席しなさ

い」と言われたので、素直に受け取って行動しているだけです。 

以前、庄子さんが「出席命」とよく言われていましたが、例会に命を捧

げるわけではありませんが、少し無理することで例会に出席できるよう

であれば、出席することを選びます、そんな感じです。 

あいつは暇だから、他にする事がないから例会に出席しているんだと

思っている人もいるかもしれませんが、そうではありません。 

親父が亡くなったときも、ちょうど私が幹事をしていたときでしたから、

無理して、例会に行こうかと思いましたが、さすがにそれをすると、「あ

んたは何を考えとるんか」と言われそうなのでやめました。 

私は、入会する前、推薦者の方に、「お前は、北ＲＣの例会場が会

社に近いから、昼飯を週に一回食べに来るつもりで、入会すればいい

じゃないか」と言われ、誘われました。 

しかし、「近いだけの理由で入会なんてできませんよ」と言って断りまし

た。が、なぜか入会してしまいました。 

やはり会場が近い事（車で三分です）、昼休みを挟んで例会があるこ

と、昼ごはんが食べられる事（ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱの昼飯じゃなかったらだめかも

しれません）、これらがﾎｰﾑ例会にまじめに出席できる要因だと思いま

す。ﾒﾝﾊﾞｰの中には「近いから、車ではなく歩いて来てもいいんじゃな

い」、と言う人がおられますが、もし、「例会場に近い人は車で来ては

いけません」というﾙｰﾙが出来たら、ほぼ、ﾎｰﾑ例会１００％出席は

無理だと思います。 

出席カードに青いﾊﾝｺがずらっと並ぶと気持ちのいいも

のです。 

私が、今こうして話をしていますが、杉町さんも私と同じ

過去７年で６回ﾎｰﾑ例会１００％出席を達成されてい

ます。最近、１００％出席を達成しているﾒﾝﾊﾞｰの数も増えてきてい

ますので、北ＲＣが一段と居心地のいいｸﾗﾌﾞとなっているのかもしれま

せんね。 

これからも、杉町さんに負けないように、ﾎｰﾑ例会１００％出席を目

指して行きたいとおもいます。以上です、ありがとうございました。 

 

 

濵本 利寿 会員 

 

１００％出席を達成できた理由と良か

ったことの２点をお話しさせて頂きま

す。 

まずきっかけは前期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長

の役を任されたことではありますが、そ

の他に商工会議所青年部の委員長や業界団体の広島県副支部

長を同時に依頼され、これは日程調整が大変だということで全ての年

間ｽｹｼﾞｭｰﾙを埋めたのがきっかけです。 

これをきっかけに社内のﾐｰﾃｨﾝｸﾞや誕生日会など今までは一か月前

に決めていたのを年間ｽｹｼﾞｭｰﾙとして全て決めました。多少の変更

は時々ありましたが、ほぼ年間で決めたｽｹｼﾞｭｰﾙをこなすことが出来

ました。 

一週間の仕事ｽｹｼﾞｭｰﾙも今までは空いている時間に言われるがま

まに入れていましたが、内勤の日、外出の日を分けることにより移動

時間のﾛｽを少なくすることができ、仕事の効率ｱｯﾌﾟに繋がりました。 

１００％出席を意識しだしたのは、４，５ヶ月たってからでしたが、日々

の日程調整が上手くいっていたこともあり、例会出席による仕事への

影響はなく、とくに負担に感じることもありませんでした。 

今期も年間ｽｹｼﾞｭｰﾙを作成していますので、１００％出席を目指し

たいと思います。 

 

 

 
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長指名委員会は、ﾃﾞﾘｰﾐｯ

ﾄﾞｳｪｽﾄＲＣ（ｲﾝﾄﾞ）所属のｽｼﾙ・ｸﾞﾌﾟﾀ氏を、

２０２０-２１年度国際ﾛｰﾀﾘｰ会長に選出

しました。 

対抗候補者がいない場合、同氏は１０月

１日に会長ﾉﾐﾆｰとして宣言されます。 

 

ﾛｰﾀﾘｰの人道奉仕のｲﾝﾊﾟｸﾄを高め、会

員基盤の多様化を進めることがｸﾞﾌﾟﾀ氏の

願いです。 

 

「個人でできることには限界があります。しかし１２０万人ものﾛｰﾀﾘｱﾝ

が一致団結すれば、不可能なことなどなく、世界を本当に変えること

ができるのです」とｸﾞﾌﾟﾀ氏は声明の中で述べています。 

 

ｸﾞﾌﾟﾀ氏は、Ａｓｉａｎ Ｈｏｔｅｌｓ (West) 社の会長 兼 代表取締役社

長であり、ﾊｲｱｯﾄ・ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ・ﾑﾝﾊﾞｲおよび JW ﾏﾘｵｯﾄ・ｴｱﾛｼﾃｨ・ﾆ

ｭｰﾃﾞﾘｰのｵｰﾅｰです。ｲﾝﾄﾞのﾎﾃﾙ・ﾚｽﾄﾗﾝ協会連盟の元会長、ｲﾝ

ﾄﾞ観光金融公社の元理事であり、現在はｲﾝﾄﾞの観光振興を目的と

する観光業界とｲﾝﾄﾞ政府の官民ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ Experience  India 

Society の会長、Himalayan Environment Trust の副会長、 

Operation Eyesight Universal（インド）の理事を務めています。 

  

１９７７年にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ入会。以来、地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ、研修ﾘｰﾀﾞｰ、ﾘｿ

ｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ顧問、数々のRI委員会の委員長、副委員長、委員を歴

任しました。 

■出席報告 出席委員会 

２０１８年９月６日（木） 会員数 ９７名 

出席  ８４名  欠席  １３名  来客   １名 

８月２３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９月２０日（木）１２：３０～ 

《第３０回 姉妹クラブ友好提携継続調印式》 

会場  ホテルグランヴィア広島４Ｆ悠久の間 

卓話  『世界はビールで出来ている』 

 ㈱重富酒店 

  代表取締役 重富 寛 氏 

食事  幕の内 

広島北ロータリークラブ 

創立５０周年記念チャリティゴルフ大会 
 

開催日： ２０１８年１１月１８日（日） 

場 所： 千代田 OGM ゴルフ倶楽部 

費 用： お一人様 18,500 円 

 ※ﾌﾟﾚｰﾌｨｰ/昼食代/茶店代/ 
ﾁｬﾘﾃｨ登録料 3,000 円を含む 

申 込： １０月１日（月）必着 

国際ロータリーニュース 

○出  


