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第 1122回例会 2019年 07月 05日 

会長時間 ： 髙雄準善会長 
皆様こんにちは 今年度会長に就

任致しました髙雄です。 どうぞ宜し

くお願いします。 

新年度の第 1回の例会が、シェラト

ングランドホテル広島を新例会場と

して、いよいよはじまりました。みな

さん会場の雰囲気や、お食事など、如何でしょうか？ 

昨日は当会場に、前年度の松本会長・吉村幹事他移転委員会の

皆様、今年度のＳＡＡ長・親睦委員長・並びに 4役・新畑さんが

昼 12 時に集合し、シェラトングランドホテル広島の担当の皆様

との打合せとリハーサルを開催しました。しかしながら私を含め

新米の理事役員の為、十分な準備が出来たとは言えず、又、担当

の委員会も人数が限られ、すべての要所でのご案内が難しく、会

員の皆様も初めての会場や駐車場で、とまどわれた事があったか

と思います。ロータリーの寛容な精神でご容赦下さい。 

旧例会場に置いてあった備品の整理や不要な物の処分、新例会

場への備品の引っ越しや新たな備品の準備は、その都度理事会の

承認後、児玉副幹事と吉村前年度幹事にして頂き、感謝致します。 

会場や駐車場もそうですが、格言に「習うより慣れろ」と言う

言葉があります。おこがましい言い方で恐縮ですが広島城南 RC

が新会場に似合うクラブになるように、そして会員お一人お一人

がロータリアンとしての自覚を、旧例会場時代よりお持ち頂き、

心機一転、がんばって行きましょう。 

本日の例会は、内容がてんこ盛りですので、以上をもちまして、

会長時間を終わります。どうも有難うございました。 

 

記念日（会員誕生日） 
戸田拓夫会員  7日 

高藤孝一会員  8日 

髙雄準善会員 28日 

福山正剛会員  31日 

 

 

 

 

連続出席 100％ 
田中清峰会員 21年 松本勝行会員 16年 毛利信太郎会員 11年 

竹本伸男会員 10年 福田翔会員   7年 吉村元亨会員    6年 

 

記念品贈呈（前年度四役） 

 

入会式 
 新入会の山本博之会員に、髙雄会長よりバッジ・会員証・四つ

のテスト・その他が贈呈されました。 

 

幹事会務報告 
（1）レート変更のお知らせ  

7月 1日より 1ドル 108円に変更になりました。 

（6月 110円) 

(2)ボックス配布物 

・2019-20年度会員証…前年度の物は破棄して下さい。 

・2019-20年度ガバナーズレター・ロータリーの友誌 7月号 

・2018-19年度ガバナーズレター最終号 

会長／高雄準善   副会長／田上剛    幹事／河中清    副幹事／児玉哲也    クラブ会報編集委員長／竹岡龍太郎 

例会場／シェラトングランドホテル広島 広島市東区若草 12-1  例会日／金曜日    事務局／リーガロイヤルホテル広島 13F 
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(3) お知らせ 

・７月分会費については、本日、例会後に開催される、 

理事会で予算承認を得た後、発送する予定です。 

・例会終了後、定例理事会が４Ｆ「渚」にて開催されます 

ので、関係者の方はご出席をお願いします。 

委員会報告 
（1）出席報告：プログラム･出席委員会 

（2）「ロータリーの友」6月号の紹介：広報・ロータリーの友誌

委員会 

同好会報告 
（1）バーディ会 

ニコニコ箱 
井原倫子会員（広島東南 RC） 

本年度最初の例会初めてのシェラトンホテルでの例会にメー

キャップに出席させていただき、とても嬉しく思います。改

めておめでとうございます。広島城南 RC様の今後益々の発展

を心から祈念しております。又、来月 8月 30日には、卓話ゲ

ストとして参ります。楽しい話になるように準備して参りま

すのでどうぞ宜しくお願い致します。 

鳥井均城会員（広島中央 RC） 

いつも大変お世話になっています。今年度も城南 RCの最初の

例会、また例会場移転後初の例会に参加する事が出来た事を、

嬉しく思います。髙雄会長、河中幹事、両先輩のご活躍と城

南 RCの益々の発展を記念しています。本年度も引き続き宜し

くお願いします。 

髙雄準善会員 

本日、就任挨拶をさせて頂きます。皆様、宜しくお願いします。 

河中清会員 

山本博之さんようこそ広島城南 RCへ。これから 1年間幹事を

務めさせていただきます。宜しくお願いします。 

田上剛会員 

いよいよ髙雄会長年度が始まります。皆様、1年間どうか宜し

くお願い致します。 

松本勝行会員 

新年度今日から開催です。引き続き本日理事として挨拶させ

て頂きます。宜しくお願いします。 

吉村元亨会員 

前年度みなさまに助けられありがとうございました。ワーイ 

児玉哲也会員 

新年度あらたな気持でやっていきます。宜しくお願い致します。 

門田充慶会員 

髙雄会長年度及びシェラトン新例会場への移転新しい会場で

の例会おめでとうございます。益々楽しい RC活動ができます

様に。 

蛭子宗夫会員 

新年度、おめでとうございます。3分で到着しました。 

松岡博会員 

本日より髙雄会長年度、誠におめでとうございます。理事就

任挨拶をさせて頂きます。宜しくお願いいたします。 

真志田正和会員 

髙雄会長、河中幹事周年事業などと色々お忙しいでしょうが、

例会、会場も新しくなり広島城南 RCの新しい門出ですので頑

張って下さい。 

佐々木優子会員 

1年かかりで変わった例会場変更が本日無事かないました。又

総支配人の山本様が我々の仲間となられ嬉しいかぎりです。

宜しくお願い致します。 

戸田拓夫会員 

お久し振りです。 

田中清峰会員 

髙雄会長・河中幹事、1 年間宜しくお願いします。7 月 12 日

夏の甲子園出場に向けて県大会が始まります。3年連続出場を

目指して応援して来ます。 

津田真幸会員 

髙雄会長年度のスタートおめでとうございます。清君もしっ

かり会長を支えて下さい。 

竹本伸男会員 

シェラトンに移りましたので出宝致します。 

毛利信太郎会員 

髙雄会長、河中幹事いよいよシェラトンホテルでスタートで

す。1年間頑張って下さい 

水口弘士会員 

シェラトンへの例会場移転を祝して出宝致します。 

二上真也会員 

シェラトンへの例会移転おめでとうございます。シェラトン

の皆様これから宜しくお願いします 

花島司会員 

新年度になりました。今年度も宜しくお願い致します。 

山内将会員 

新しい例会場で気分もリフレッシュ！本年度もヨロシクお願

い致します。 

藤井巌会員 

今年度から例会場も新しくなりました。引続き宜しくお願い

します。昨日、中四国オープンアマチュア予選に初めて通過

しました。本戦も頑張りたいと思います。 

藤原智昭会員 

本年例会会場移転おめでとうございます。 

竹岡龍太郎会員 

今日からの会報を担当します。皆さん宜しくお願いします。 

木本博之会員 

初シェラトンでの髙雄年度のスタートに興奮しております。

本年度も宜しくお願い致します。そして来月卓話いただきま

す、井原さんようこそいらっしゃいました！！ 

河野綾子会員 

髙雄会長年度の始まり新例会場になり心ワクワクする本

日！！今年度も宜しくお願い致します。 
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福山正剛会員 

髙雄会長年度スタートです。1年間宜しくお願い致します。 

高藤孝一会員 

今期、親睦活動委員会、副委員長を務めさせていただきます

高藤です。RCに入会して 4年目の今季は、新たな例会場で、

城南 RC25周年の年でもあります。親睦委員会みんなで盛り上

げていきます。他、クラブ会報編集委員会、奉仕プロジェク

ト委員会でも、しっかり務めさせていただきます。1年宜しく

お願いします。 

計 81,000円 

プログラム 会員卓話 

～ 理事役員就任挨拶 ～ 

2019-2020年度 各理事・役員 

会長 髙雄準善 

今年度第 2710 地区ガバナー晝田(ひる

た) 眞三さんのテーマは「ロータリーの未

来を語り、礎を築こう」です。ガバナーは

「・会員基盤の強化・世界で良いことをし

よう(…地区補助金の積極的活用推進) ・

青少年プログラムの実施・“世界を変える

行動人”キャンペーンによる認知度向上・クラブと地区運営の調

和」の運営方針を示されています。 

さて、当クラブ松本年度では、「例会場の移転」という大変大

きな事業を実施されました。 

今年度は、創立 25 周年の節目を迎え、2020 年 4 月 18 日に記

念式典・事業を行います。会員全員で取り組むには、「誰かがや

ってくれるだろう」では実現しませんので、ご協力を宜しくお願

いします。 

さて、ロータリーバッチをつけたら、職種の肩書きからロータ

リアンの肩書きになります。ロータリアンの肩書きになるには、

ロータリアンとしての自覚を持たなければなりません。自覚を持

つにはロータリーの理念を学ぶ必要があると思います。元号が変

わり、例会会場が変わりました。私たちもロータリアンとしての

自覚を今まで以上に持つ事が、私たちや広島城南 RC の礎になる

と思います。 

以上のような思いから、今年度会長テーマを「創立 25 周年を

迎え、ロータリアンとしての自覚を持とう」とさせて頂きました。

多忙な年度になると思いますが、会員の皆様、ご協力を宜しくお

願い申し上げます。 

以上をもちまして就任挨拶とさせて頂きます。どうもありがと

うございました。 

直前会長 松本勝行 

前年度１年間、いろいろな経験・貴重

な体験をさせて頂き誠に有難うございま

した。新年度新しい会場で、気持ちも新た

に髙雄会長のもと力を合わせて創立 25 周

年を成果の残る記念例会になる様、皆で力

を合わせて協力して行きましょう。前年度は他のクラブ周年行事

に５回出席しました。各クラブとも叡智を結集して、クラブごと

の特色を出され、大いに参考になりました。今年度必要とされる

局面が御座いましたら、アドバイスの一つとして、お話しさせて

頂きましたら幸いと考えています。有難うございました。 

会長エレクト 平井篤志 

 次年度会長職を拝命することとなりま

した。果たして私に会長が務まるのか不

安ですが、自分なりにロータリーやロー

タリアンのあるべき姿やなすべきことを

考え、クラブの発展のお役に立てれば幸

いです。 

副会長・会員組織委員会 田上剛 

新しい例会場において、副会長として

１年間髙雄会長を支えるとともに、会員組

織委員会の理事として、職業分類・会員選

考委員会、会員増強・維持委員会の会員の

皆様と一緒に、来年 25 周年を迎える当ク

ラブをさらに維持発展させるために微力ながら頑張っていきた

いと思います。 

幹事 河中清 

今年度は、髙雄会長のもと、幹事を拝

命いたしました。髙雄会長の会長方針で

ある「創立 25周年を迎え、ロータリアン

としての自覚を持とう」に従いまして、

微力ながら幹事として、円滑なクラブ運

営を行なえるように精一杯頑張っていきたいと思いますので、一

年間、よろしくお願いいたします。 

クラブ広報委員会 田中地宏保 

 

 

 

 

 

 

クラブ管理運営委員会 松岡博 

髙雄会長さんの会長方針に沿い、より

魅力的なクラブ作りに努めて参りたいと

思います。ロータリー情報委員会、水口

委員長さん、プログラム・出席委員会、

木本委員長さん、親睦活動委員会、門田

委員長さん始め、各委員の皆様は我がクラブの強力メンバーの皆

様です。地道に活動を進めて参りますので、会員の皆様のご協力

を宜しくお願い致します。 
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奉仕プロジェクト委員会 佐々木優子 

本年度は前年度からの引継ぎである、四

つの、奉仕部門をひとつとして、城南ロー

タリーの柱となるべく、修道院の子供達と

のかかわりを、充実させる事に、特化致し

ます。この事業は、城南ロータリー会員の

力を結集しなければ、継続する事は、難しいとおもわれます。取

り掛かり第一の奉仕が７月１５日に実施されます。宜しくお願い

致します。皆様と共に築き上げていきたいので、ご意見等お声を

聞かせてください。ありがとうございました。 

財団関連委員会 竹本伸男 

 髙雄会長方針、第 2710地区ガバナー方針、

RI 会長方針に基づき、ロータリー財団法

人・米山奨学会の諸活動を継続実施し、活

動や成果について会員の皆様に情報提供し、

理解を深めていただきます。 

会計 河野隆 

2019-20 年度は、クラブ創立 25 周年記

念年度であり、かつ例会場変更の初年度と

なりました。会計を担当する立場としては

実績がないため予算建ての方法がないと

ころではありますが、会長方針の「創立 25

周年を迎え、ロータリアンとしての自覚を持とう」の精神で予算

作成を行っています。各委員会の活動予算を中心にロータリー活

動に支障が出ない執行を行っていこうと思います。 

SAA 古江暢敏 

 今年度会長方針「創立 25周年を迎え、ロ

ータリアンとしての自覚を持とう」に沿う

ように、さらに会場移設に伴い、SAAとして

の初心に帰り新たな気持ちでより一層の会

場維持、例会進行に努め、全会員協力のも

とより良い例会創りに努めます。 

創立 25周年記念実行委員会 委員長 有田一郎 

2020年４月 18日（土）午後 2時より ANA

クラウンプラザホテル広島に於いて標記

事業を開催致します。また同日に城南会総

会も開催予定です。記念式典等内容につい

ては、現在委員会で意見を集約中です。皆

様の要望があれば、ぜひとも私に耳打ち頂ければ、委員会で話し

合いたいと思っています。全員の方に役名が付き、参加願う様に

なっていますので、その時には御協力宜しくお願い致します。 

副幹事 児玉哲也 

本年度、髙雄会長、河中幹事、理事役員

の補佐役を精一杯務めて行きたいと考えて

います。至らない点も多々あるかと存じま

すが、この１年間ご指導いただけますと幸

いです。どうぞよろしくお願い致します。 

第 1123回例会 2019年 07月 12日 

会長時間 ： 髙雄準善会長 
シェラトングランドホテル広島を新会

場として、2回目の例会に、遠来より、博

多城南 RC の持田様、広島中央 RC の福田

宏会長様、山野井秀樹副会長様、宗正俊

文幹事様ようこそ、お越し頂きまして有

難うございます、心より歓迎致します。

どうぞごゆっくりお過ごし下さい。 

今週の 8日(月)に、広島中央 RC様の例会に河中幹事と一緒に訪

問し、この 7月より、例会場を移転し、メークアップをされる場

合は是非来て頂きたい事と、創立 25周年を迎え、来年 4/18(土)

開催の祝賀会に、是非代表の方々にご臨席頂きますようお願いを

して来ました。その時の会長時間に、福田宏会長が今年度の会長

テーマをパネルにして、会員の皆様に見せながら説明をされてい

ました。「これは良い方法だ」と思い、「真似をして」作ってまい

りました。 

さて、今年度の広島城南 RC 会長テーマは、「創立２５周年を迎

え、ロータリアンとしての自覚を持とう」です。この会長テーマ

は、「ロータリーバッチをつけたら、職種の肩書きからロータリ

アンの肩書きになります。ロータリアンの肩書きになるには、ロ

ータリアンとしての自覚を持たなければなりません。自覚を持つ

にはロータリーの理念を学ぶ必要があると思います。元号が変わ

り、例会会場が変わりました。私たちもロータリアンとしての自

覚を今まで以上に持つ事が、私たちや広島城南 RC の礎になる」

と思うからです。 

まずは、「所属クラブの例会に出席しましょう」、そして本日ボ

ックス配布された、「理事会議事録を読みましょう」。理事会議事

録は、原則、毎月第 2例会時にボックス配布されます。 

「こんな事当たり前じゃないか」「言われなくてもちゃんと実行

しているよ」と、思われた方がほとんどだと思います。 

改めて「所属クラブの例会に出席しよう」。「理事会議事録を読

もう」との思いが、「ロータリアンとしての自覚を持つ事につな

がるのではないか」と思います。 

さて、来週 7/19(金)の来賓卓話は、元広島東洋カープ「木下富

雄」氏が、講題「今年のカープ」のお話しをされます。楽しみで

すネ。 

以上をもちまして、会長時間を終わります。どうも有難うござ

いました。 

 

記念日（結婚誕生日） 
 田上 剛会員  7日 

福田 翔会員  7日 

竹村有右会員 11日 
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ポール・ハリス・フェロー表彰 
 マルチプル･ポール･ハリス･フェロー 2回目 松本勝行会員 

 ポール･ハリス･フェロー  松苗弥生会員 

 

 

ご挨拶 
広島中央 RCの福田宏会長、山野井秀樹副会長と宗正俊文幹事

がお見えになり、福田宏会長よりご挨拶を頂きました。 

 

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

第一回理事会議事録 

（2）お知らせ 

収穫祭について 7 月 15 日（月）参加される方で、バスを

利用する方は、ご案内通り 7 時 50 分までに広島駅新幹線

改札口、バス駐車場前に集合してください。 

 

委員会報告 

(1)出席報告：プログラム･出席委員会 

 

ニコニコ箱 
広島中央 RC 福田（会長）宗正（幹事）山野井（副会長） 

これまでのご厚情に感謝しつつ今後も宜しくお願い致します。 

髙雄準善会員 

広島中央 RCの福田会長様、山野井副会長様、宗正幹事様よう

こそおい出下さいました。どうぞごゆっくりお過ごしくださ

い。 

河中清会員 

広島中央 RCの福田会長様、山野井副会長様、宗正幹事様よう

こそ広島城南 RCへ。 

児玉哲也会員 

広島中央 RCの福田会長様、山野井副会長様、宗正幹事様よう

こそいらっしゃいました。 

青野大輔会員 

この度、委員会を移籍しました。大好きな門田委員長の元を

離れ大好きな古江委員長の元で務めます。活動の円滑化、深

化の為頑張ります。宜しくお願いします。 

有田一郎会員 

本日は娘の誕生日です。結婚も決まり嬉しい限りです。 

 

平井篤志会員 

今日は 11時 50分に事務所を出て 12時 15分に到着しました。

このスケジュールで行こうと思います。 

吉村元亨会員 

母の 49日が終わりました。皆様には温かい気持ちをいただき

ありがとうございました。 

橋沢宏弥会員 

木金で門田さんと弾丸釧路男旅をしてきました！寿司にそば

に食い倒れました。釧路湿原を見てまだまだ出来る！と思う

と同時に皆様が飲んだ後に美味しいそば屋をやろうと思いま

した！むしろやります！ 

藤原智昭会員 

やっぱり噛みました。 

計 94,000円 

愛のコイン箱                  
計 5,588円 

 

 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 委員長就任挨拶 ～ 

2019-2020年度 各委員会・委員長 

職業分類・会員選考委員会 委員長 蛭子宗夫 

 １．本年度会長方針である「創立 25周

年を迎え，ロータリアンとしての自覚を

持とう」に沿って，未達成の職業分類充

足を中心にして，入会対象者を選考する。 

２．入会対象者の推薦・選考において，

対象者に対してロータリークラブのメリット及び義務の内容を

説明した上で，それを十分認識した対象者であることを前提にし

て適正な選考を進める。 

３．「新会員情報」及び「新会員推薦 審査記録」の書式改訂を

行い，新会員入会手続を適正に行う。 

 

会員増強･維持委員会 委員長 福山正剛 

髙雄会長方針に則り、会員増強にあたっ

ては、広く会員の皆様からロータリアンに

ふさわしい新会員候補者の情報を募ると

ともに、会員の皆様に会員勧誘にあたって

の手続や注意事項をお伝えしたいと思い

ます。また、退会者が出ないよう、退会者

の情報が得られた場合には、個別にご相談に乗るなどして慰留に

努めたいと思います。」 
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広報・ロータリーの友誌委員会 委員長 加島文斎 

 

 

 

 

 

クラブ会報編集委員会 委員長 竹岡龍太郎 

今年度，会報編集委員会委員長を務め

ます竹岡です。一年間よろしくお願いいた

します。 

会報編集については，ここ数年その編集

方法について模索を続けてきたことと思

います。歴代の委員長・委員の皆さんによりほぼ形になったもの

を引き継がせていただきましたので，今年度は，どなたが委員に

なってもスムースに編集ができるよう完成形にできればと思っ

ています。また，この場を借りてお願いがあります。スムースな

会報編集には，原稿が集まることが一つキーとなるかと思います

ので，皆さんから会報原稿を，速やかに，なるべくテキストデー

タでいただけるよう，ご理解，ご協力をお願いいたします。 

 

ロータリー情報委員会 委員長 水口弘士 

今年度のロータリー情報委員会では、

髙雄会長方針にのっとり入会候補者、入

会後の新会員、在籍会員のそれぞれの立

場の関係者に対して適切なロータリー情

報の提供を行い、ロータリアンたるの自

覚を促し、城南らしさを大切にしたよりよいクラブづくりに貢献

したいと思います。 

 

プログラム・出席委員会 委員長 木本博之 

本年度は、会長方針に基づき、ロータリアンの出席義務の重要

性について周知を図り、自クラブ例会への出席を奨励していく所

存です。本年度の具体的な活動としましては、毎月第一例会を会

員卓話の時間とし、会員相互の理解を深める例会とすることと、

クラブ会報へ会員の出席状況リストを掲載し、会員の出席状況を

「見える化」することにより、出席率の向上を図りたいと思って

おります。いずれにせよ、田中副委員長と津田委員と協力し、会

員にとって魅力的なプログラムとなるよう努めて参りますので、

どうぞ皆様、一年間よろしくお願い致します。 

 

親睦活動委員会 委員長 門田充慶 

記念すべき創立 25 周年の年度に親睦

活動委員会の委員長に任命されましたこ

とは、背筋の伸びる思いです。シェラト

ンへの例会場移転もあり、運営の変更を

円滑に進められるよう、S.A.Aと協力して

いきます。夜間例会などイベントには、是非ご家族の参加をお待

ちしています。１年間よろしくお願い致します。 

 

職業奉仕プロジェクトチーム 委員長 藤原智昭 

職業奉仕という課題を、まずは私個人

が理解をしていきたいと思います。事業

計画としましては、行動規範、４つのテ

ストの唱和、カレンダー配布、職業奉仕

勉強会、職場訪問例会、勤続年数、及び

優良従業員表彰など委員長という大役で精一杯取り組んで参り

ます。勉強不足な所も有り多々ご迷惑をおかけするとは思います

が、先輩方々の暖かい応援宜しくお願いし申し上げます。 

 

社会奉仕プロジェクトチーム 委員長 河野綾子 

私は、ロータリーに入会し４年目にな

ります。はじめて委員長という大役を頂

き、城南ロータリークラブ細則において、

ロータリーにおける社会奉仕の意義を理

解し、地域社会に対して指導と援助を与

える活動となる様に、委員長として研究、考案すること、何も出

来ないかもしれませんが、何かしたいと強く思っております。今

年度の計画では、広島修道院との奉仕活動など通して、四つの奉

仕プロジェクトチームの方々と協力し、城南ロータリークラブ会

員全員の皆様が一致団結できる充実した活動になる様に努めて

参りますのでよろしくお願いいたします。 

 

青少年奉仕プロジェクトチーム 委員長 花島司 

 前年度と引き続き青少年奉仕プロジェ

クトチームの委員長をさせていただける

こととなりました花島司です。今年度も

宜しくお願いします。 

今年度の事業といたしまして、海の図

画展や広島中央支援学校とのふれあい、広島修道院と畑事業や

RYLAと盛り沢山となっております。 

まずは海の図画展では子供達が海をテーマにした絵を広島城

南ロータリークラブとして広島城南ロータリークラブ賞を表彰

する予定となっております。 

広島中央支援学校は盲学校でございます。そういった子供たち

に我々ロータリアンに何が出来るのかを考え、今年度はまた違っ

た形での支援ができればと思っております。 

広島修道院ですが、畑事業を行います。まずは７月１５日に収

穫祭を行う予定です。子供達に芋掘りや畑での大変さや楽しさを

体験してもらいます。９月からは実際に自分たちで野菜を作って

いく予定となっております。 

最後に RYLA ですが、今年度は広島で行います。設営側に広島

中央ロータリークラブが関わっており、来年の５月２３日 ２４

日に湯来町にて行う事が決定とされております。時間の許される

方は是非ともご参加の程を宜しくお願い致します。 
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国際奉仕プロジェクトチーム 委員長 松苗弥生 

本年度の会長方針「創立 25周年を迎え

ロータリアンとしての自覚を持とう」を

基本とし、会員の皆様が国際奉仕を理解

し実践できる様に再議論し継続事業、短

期事業を実行に移していきたいと思いま

す。また本年度は青少年交換留学生の受け入れについてカウンセ

ラーを通じてケア、サポートをしっかりやっていきたいと思いま

す。 

ロータリー財団委員会 委員長 藤井巌 

 髙雄会長方針、地区ガバナー方針、ＲＩ会長方針に対応した、

クラブ会員のロータリー財団に関する理解を深め、財団への寄付

を広めていきたい。地区補助金事業を実施し、来年度も継続して

補助金が活用できる事業を企画し進めて行きたいと思います。皆

様ご協力よろしくお願いいたします。 

 

米山奨学委員会 委員長 毛利信太郎 

米山記念奨学会は将来、日本と世界を結ぶ「架け橋」となって

国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を育

成することです。 

「二度と戦争の悲劇を繰り返さないため、世界の国々との人物

交流を深める必要がある」という時代背景の中で、「平和を求め

る日本人と留学生が出合い、信頼関係を築く事」を目的に始まり

ました。これが、ロータリーの目指す“平和と国際理解の推進”

そのものです。以来 67 年も続いているこの「ロータリー 光輝

くと灯」を城南 RCでも高く掲げようと思います。 

今年度のマーク・マローニーRI 会長の「ロータリーは世界を

つなぐ」の思いと、髙雄会長の「創立 25 周年を迎え、ロータリ

アンとしての自覚を持とう」の思いを、米山奨学委員会の活動を

通して実現したいと思います。又、会員の皆様にはご理解を頂き、

米山奨学事業のご協力をお願いします。 

 

戦略計画委員会 委員長 髙雄準善 

 前年度理事会で、以下 2点の内規改正

が承認されました。 

①「長期ビジョン検討委員会」から「戦

略計画委員会」 

②「……会長が指名する会長経験者２名

によって構成されるものとする」から「……会長が指名する会長

経験者によって構成されるものとする」  

｢戦略計画委員会｣の目的は、『当クラブの会員組織、管理運営

及び奉仕プロジェクトに関し、複数年度にわたって長期的な方針

を定める必要があると考えられる諸問題について、会長の諮問を

受けて協議をなし、会長に答申すること』です。 

｢戦略計画委員会｣の答申は、今回の例会場移転等、今後の広島

城南ＲＣの長期的な方針を定める必要があると考えられる諸問

題について、大きな影響力があります。その為、構成委員である

会長経験者の人数を内規改正前より増員して、より広い視野で

色々な方向から検討して頂く為に、「会長経験者２名」が「会長

経験者」に改正されました。ただし、会長経験者で理事・役員・

委員長の方々は、「戦略計画委員会｣の答申を、理事会側に立って

検討して頂きますので、｢戦略計画委員会｣の構成委員には入って

いません。 

今年度 1回目の｢戦略計画委員会｣は、9月中に開催すべく現在

準備を進めています。 

「戦略計画委員会委員長には、当年度会長を充てる」との内規に

より、1年間務めさせて頂きますので、どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

 

城南会・姉妹クラブ友好委員会 委員長 古江暢敏 

 

 

 

 

 

 

 

第 1128回例会 2019年 07月 19日 

会長時間 ： 髙雄準善会長 
皆さんこんにちは。本日、来賓卓話を

して頂きます、木下富雄様、ようこそお

越し頂きまして有難うございます。 

今週の 17日(水)に、ホテルグランヴィ

ア広島で開催された、広島東 RC様の例会

に河中幹事と一緒に訪問し、引っ越しのご挨拶と、メークアップ

をされる場合は、お越し頂きたい事と、創立 25 周年を迎え、来

年開催の祝賀会に、是非代表の方々にご臨席頂きますようお願い

をして来ました。 

本日は、「100 万ドルの食事」です。｢100 万ドルの食事｣ の由

来は、例会で通常の食事と比べて安い食事の日を定め、それによ

って得られた節約額を積立てます。その積立て金を、ロータリー

財団へ募金し、財団の社会奉仕、国際奉仕などの資金に繰り入れ

るものです。1960(昭和 35)年から 61年にかけて、ロータリーの

会員数が世界で 50万人に達した時期に、 米国マサチューセッツ

州のロータリアンである、「チェスター・クラッフ氏」の提案に

より、世界へ呼びかけたのが始まりでした。1回食事を 2ドル節

約すると、当時の 50 万人のロータリアン全部では、100 万ドル

になると言う所からこの名称ができたそうです。 日本では、神

戸ロータリークラブが 1964(昭和 39)年に始めたそうです。当ク

ラブもこれにならい、「100 万ドルの食事」によって得られた、

節約額を積立て、ロータリー財団への募金の一つとして実行して

います。 

ロータリー財団の正式名称は、「国際ロータリーのロータリー

財団」です。ロータリー財団とは、ポリオ撲滅や健康状態を改善
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し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理

解、親善、平和を達成できるようにする事を目的とした財団です。 

次回 7/26の例会は、「当クラブの決算報告と予算説明」です。会

員の皆様から頂いた大切な会費や寄付金が、どのように使われた

か、そしてどのように使うかを説明し了解を頂く、大事な例会と

なりますので、是非ご出席下さい。以上をもちまして、会長時間

を終わります。どうも有難うございました。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
吉村元亨会員（さゆり様） 15日 

藤原智昭会員 （志織様） 16日 

田中地宏保会員（ますえ様） 26日 

 

幹事会務報告 
(1)ボックス配布物 

・海の図画展のご案内 

とき：8月 11日（日）13：00～ 

  ところ：広島観音マリーナ・クラブハウス 

 ＊回答はなるべくお帰りの際に受付に提出願います 

・2018-19年度会報 6月号（希望者のみ） 

(2)お知らせ 

・休会のご案内 

８月 16 日（金）は休会です。お間違えの無いようにお願

いします。 

 

委員会報告 
(1) プログラム･出席委員会 二上委員長 

(2) 奉仕プロジェクト委員会 佐々木理事 

 

ニコニコ箱 
髙雄準善会員 

本日、来賓卓話をして頂きます木下富雄様ようこそお越し頂

きまして有難うございます。宜しくお願いいたします。 

河中清会員 

木下富雄様、本日卓話今年のカープお話しいろいろありそう

で楽しみです。宜しくお願いします 

松本勝行会員 

15 日の収穫祭、天候にも恵まれ大変良い奉仕活動が出来まし

た。関係者の皆様御苦労さまでございました。 

吉村元亨会員 

月曜日の収穫祭は大変盛り上がりました。FBの反応も上々。 

佐々木優子会員 

7月 15日第 1回目の修道院との行事収穫祭に多数の会員の参

加がありありがとうございました。大盛況でした。次回が楽

しみです。 

田上剛会員 

7月 11日に父が 93歳で永眠しました。出宝致します。 

正木英生会員 

青少年奉仕プロジェクトチームの皆様、先日は御苦労さまで

した。私自身も楽しまさせて頂きました。 

津田真幸会員 

1. 7 月 15 日に青少年奉仕委員会花島委員長の企画で安芸吉田

町の清水さんのお宅の芋堀り収穫祭に修道院の児童達と行

って来ました。大変すばらしい企画でした。大盛況でした。

花島君有難う。 

2. いつも美味しいランチ有難うございます。山本さん感謝申

します。 

松岡博会員 

7月 15日広島修道院様との収穫祭花島委員長始め関係者の皆

様、又昨日のバーディ会総会門田幹事様始め関係者の皆様誠

に有難うございます。私の古希のお祝いを有難うございます。 

青野大輔会員 

7月 21日、日曜日大阪で詩吟の大会に出場します。結果を残

せるよう頑張ります。 

加島文斎会員 

先日、私がコーチをしている段原水泳部が広島市小学生体育

連盟の大会で男子がリレーで優勝しました。とても嬉しいで

す。また頑張ります。（優勝旗は陵北ロータリーのものでした） 

平井篤会員 

15 日の収穫祭は子供と一緒に少しだけ参加しました。関係者

のみなさまどうもありがとうございました。 

二上真也会員 

明日から息子の野球で全国大会に応援に行って来ます。天気

も気になりますが優勝できるよう一生懸命応援して来ます。 

橋沢宏弥会員 

JRC の皆様へこの 8 月中旬にパーソナルフィットネスプライ

ベート個室付きのジムをオープンします。JRCの皆様には JRC

価格を考えますので是非ご検討下さい。 

福田翔会員 

事務局の方を触ったらお金を請求されたので出宝します。ど

ちらかわ言いません。高くないですか？ 

計 26,000円 

 

プログラム 来賓卓話 

～ 今年のカープ ～ 

広島東洋カープ元二軍監督 

カープ鳥・きのした 十日市店オーナー 

   木下富雄 氏 

ご来賓頂きました木下富雄様に、今年の広島カープの戦いぶり

や今後の展望などについて、解説者目線・OB目線・ファン目線

で楽しく語って頂きました。 
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第 1129回例会 2019年 07月 26日 

会長時間 ： 髙雄準善会長 
皆さんこんにちは。在広 RC の皆様、よ

うこそ、お越し頂きまして有難うございま

す、心より歓迎致します。どうぞごゆっく

りお過ごし下さい。昨日梅雨が明けました。

カープも連敗が明けたようです。 

今週の 22 日(月)に、ANA クラウンプラザホテル広島での、広

島東南 RC様の例会と、23日(火)に、ホテルグランヴィア広島で

の、広島安芸 RC様の例会、そして 25日(木)ホテルグランヴィア

広島での、広島北 RC様の例会に、河中幹事と一緒に出席し、又、

22 日(月)夜には、ANA クラウンプラザホテル広島で開催された、

｢在広 RC 正副会長幹事会｣には、田上副会長・児玉副幹事・新畑

事務局と一緒に出席し、引っ越しのご挨拶と、メークアップをさ

れる場合は、是非｢シェラトングランドホテル広島｣での広島城南

RC の例会にお越し頂きたい事と、創立 25 周年を迎え、来年

(4/18(土))開催の祝賀会に、是非代表の方々にご臨席頂きますよ

うお願いをして来ました。 

本日の例会は、「当クラブの決算報告と予算説明」です。会員

の皆様から頂いた大切な会費や寄付金が、どのように使われたか、

そしてどのように使うかを説明し了解を頂く、大事な例会ですの

で、宜しくお願いします。 

以上をもちまして、会長時間を終わります。どうも有難うござ

いました。 

 

入会月の紹介 
田中 清峰会員 平成 10年 7月 3日  

松本 勝行会員 平成 15年 7月 11日 

毛利信太郎会員 平成 20年 7月 4日 

竹本 伸男会員  平成 21年 7月 3日 

戸田 拓夫会員 平成 23年 7月 1日 

福田  翔 会員   平成 24年 7月 6日 

 

創業月の紹介 
竹岡龍太郎会員 平成 10年 7月 6日 

竹岡龍太郎司法書士事務所 

 

幹事会務報告 
（1）休会のお知らせ 

 ・8月 13日（火）広島 RC・広島西南 RC・広島安芸 RC 

・8月 14日（水）広島東 RC・広島陵北 RC 

・8月 15日（木）広島北 RC・広島西 RC・広島安佐 RC 

・8月 16日（金）広島南 RC・広島城南 RC、当クラブも休会 

（2）例会変更のお知らせ 

 ・8月 19日（月）広島廿日市 RC 

・8月 20日（火）広島安芸 RC 

・8月 21日（水）広島東 RC 

・8月 22・29日(木)広島安佐 RC 

（3）ボックス配布物 

・2019-20年度会員手帳・事業計画書 

・ガバナー公式訪問に際してのご案内 

クラブアッセンブリー８月 30日 13:40～15:10  

ガバナー公式訪問 ９月 13日 

出席義務者…理事役員・委員長・入会３年未満会員 

・地区大会のご案内 

 とき：10月 27日（日） ところ：福山リーデンローズ 

 

委員会報告 
プログラム･出席委員会 二上委員長 

 

ニコニコ箱 
髙雄準善会員 

(1)戸田会員よりこの度「歓迎の歌」の歌詞フラッグを御寄贈

頂きましてありがとうございます。 

(2)7/19の例会で「マサーチュセッツ州」を何度もかんでしま

い、そのたびに会員の皆様が発声して教えて下さいました

が結局発声できませんでした。ご迷惑をおかけしました。 

河中清会員 

本日は、決算報告予算説明です。宜しくお願い致します。 

田上剛会員 

皆様からいただいたご香典を出宝させていただきます。お心

遣いありがとうございました。 

松岡博会員 

新例会場シェラトンホテルへの変更に実務交渉を行って頂い

た大畑さん、備品移動等を行って頂いた児玉さん、7月に入り

駐車場、例会場案内に動いて頂いた橋沢さん、青野さんはじ

め親睦委員会ならびに SAA の皆様汗をかいて頂き誠に有難う

ございます！！感謝致します。 

蛭子宗夫会員 

9 月 4 日 5 日の下関ゴールデン中国シニア、10 月 9 日 10 日の

出雲カントリー中国ミッドシニアは出場決まりましたが、昨日

の県ミット決勝は 2ホールを残して熱中症でリタイアしました。 

花島司会員 

7月 15日祝日の暑い中、広島修道院の子ども達との収穫祭に

多数の方々参加いただきありがとうございました。 

高藤孝一会員 

昨晩、広島在住の同級生飲み会に参加しました。今回は 30名

で楽しかったです。同級生にいろんな話を聞きいい刺激を受

けました。いずれグリーンアリーナで 5,000 人集めるみたい

です。 

藤原智昭会員 

中国新聞杯ゴルフ 2 次予選プレッシャーに負け落選。次年度

再び頑張ります。 

青野大輔会員 

大阪で詩吟の大会に参加してきました。結果は残せず悔しい

思いをしましたが、その後家族で二上さんの弟さんのお店に

行って美味しいお肉をお腹一杯食べました。ありがとうござ

いました。 

計 144,000円 
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プログラム 決算報告・予算説明 
前年度会計理事・今年度会計理事 

・決算報告 門田充慶 前年度会計理事 

  

・監査報告 河野隆 会員 

  

・事業計画説明 河中清幹事 

  

・予算内容説明 河野隆 会計理事 

  

 

 

事業報告 

「広島修道院との収穫祭」 

7月 15日（月）祝日に、広島修道院の子供たちと、

安芸高田市にて芋の収穫祭に行ってまいりました。

青少年奉仕 PJT花島委員長中心に城南 RCから多数の

参加もあり総勢 50名程で参加しました。  
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広島城南 RC 出席状況 

2019年 6月度 

NO 氏名 5 12 19 26   ％ NO 氏名 5 12 19 26   ％ 

1 有田 一郎 〇 〇 〇 〇   100 26 大畑 哲也 △ △ △ △   100 

2 蛭子 宗夫 〇 〇 〇 〇   100 27 小澤 元一 △ 〇 △ 〇   100 

3 古江 暢敏 △ 〇 〇 〇   100 28 新谷 貫之 □ □ □ □   0 

4 福山 正剛 〇 〇 〇 △   100 29 佐々木優子 〇 △ △ 〇   100 

5 福田  翔 〇 〇 〇 〇   100 30 津田 真幸 〇 □ □ □   25 

6 藤井  巌 〇 〇 △ 〇   100 31 田中 清峰 〇 △ △ △   100 

7 藤原 智昭 〇 〇 〇 〇   100 32 髙雄 準善 〇 〇 〇 〇   100 

8 平井 篤志 〇 〇 ◎ 〇   125 33 田上  剛 〇 〇 〇 〇   100 

9 花島  司 △ 〇 〇 〇   100 34 竹本 伸男 〇 〇 〇 〇   100 

10 河野   隆 △ 〇 △ △   100 35 竹岡龍太郎 〇 〇 〇 〇   100 

11 木本 博之 △ 〇 △ 〇   100 36 戸田 拓夫 □ □ □ □   0 

12 河中  清 〇 〇 〇 〇   100 37 田中地宏保 △ 〇 〇 〇   100 

13 児玉 哲也 〇 〇 ◎ 〇   125 38 高藤 孝一 〇 〇 〇 〇   100 

14 門田 充慶 △ 〇 〇 △   100 39 竹村 有右 △ △ 〇 〇   100 

15 河野 綾子 〇 △ 〇 〇   100 40 吉村 元亨 〇 〇 〇 〇   100 

16 加島 文斎 〇 〇 △ △   100 41 山内  将 〇 〇 〇 〇   100 

17 正木 英生 〇 〇 〇 〇   100 42 青野 大輔 △ 〇 △ △   100 

18 真志田正和 △ 〇 〇 〇   100 43 坂本 竜二 〇 〇 〇 〇   100 

19 松田 文雄 △ 〇 △ 〇   100 44 橋沢 宏弥 〇 △ △ 〇   100 

20 松岡  博 △ 〇 〇 〇   100                 

21 松本 勝行 〇 〇 〇 〇   100 出 席 28 32 30 33     

22 毛利信太郎 〇 △ 〇 〇   100 欠 席 16 12 14 11     

23 水口 弘士 〇 △ 〇 △   100 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 14 9 11 8     

24 松苗 弥生 △ △ 〇 〇   100 出席率 100 100 100 100   100 

25 二上 真也 △ 〇 〇 〇   100 来客者 0 3 0 0     

※〇＝出席、△＝メークアップ、◎出席＋メークアップ、×＝欠席、□＝出席免除 

 


