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会長時間

会長 下田 敬三

皆さんこんにちは。

ロ－タリ－の情報誌である「ロータリーの友」に掲載されています「ロータリ

ーとは」の項にある「ロータリーの誕生とその成長、そして、日本のロータリ

ー」を皆さん読まれていると思いますので、本日は、ロータリーの創始者ポ

ール・ハリスの生まれ育った環境についてお話しを致します。

ロータリーの創始者ポ－ル・ハリスは、1868年４月19日アメリカはウイスコン州ラシーン市という小さな町に生ま

れました。両親は、富豪でありましたが家庭的に恵まれず3歳の時に一家は破産して、兄とともにアメリカの北

東部にあるニューイングランド地方の中の一つの州であります、バーモンド州に住む資産家で賢明にして厳格

な祖父母に育てられることになりました。ポール・ハリス・の育ったニューイングランド地方の人々の生活信条

が、誠実、勤勉、友情そして、自然を愛し、故郷を愛する心であり、村人がお互いに職業を利用しあって楽しく

生活していることが、ハリス少年の記憶に残り、そして祖父母から、他人対する寛容・思いやり・優しさ・尊敬の

念の尊さを学んで育ち、この事が後のクラブ構想の発端となるわけであります。ロータリーの原点は、このニュ

ーイングランド地方にあるのではと言われています。ポール・ハリスは19歳で法律事務所で法律を勉強しアイ

オワ大学法律学部に入学し、23歳で法律の学位を取得して卒業し、そして、5年間アメリカと世界各地の見聞

と職業体験する。この5年間の尊い経験から親睦と奉仕の偉大さを知り、1896年28歳でシカゴで弁護士を開業

いたしました。そして1905年２月23日、友人３人とシカゴロータリークラブが誕生いたしました。この時ポール・

ハリスは３７歳でありました。

本日は、ポール・ハリスの生まれ育った環境について、端折ってお話しをさせて頂きました。

会長時間を終わります。

今回の例会（７月２５日）

会員卓話

誕生会員

山本 新太郎 会員、鹿毛 秀之 会員

次回の例会（８月１日）

ゲスト卓話

学校法人 広島女学院

理事長･院長 黒瀬 真一郎 様

出席報告（例会運営委員会）

7月18日(水)出席者

会員総数 38名 ご来賓 0名

出席会員 32名 ご来客 0名

欠席会員 6名 ゲスト 0名

幹事報告（瀬川幹事）

■例会変更

■お知らせ

・ 広島安芸ＲＣ 2012年7月31日(火) 「休会」

・ 広島安佐ＲＣ 「夏の家族会」
【と き】 2012年8月5日(日) １０：３０～ [※8/2(木)の変更]
【ところ】 神楽門前湯治村

・ 来週25日の例会場は４階クリスタルですので、お間違えの
ないようお願いします。

・ クールビズについて、9月までの例会は、ノーネクタイ・ジャ
ケット着用でかまいませんが、公式行事ではネクタイ着用
をお願いします。

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121

【会長】下田 敬三 【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F 【TEL】082-221-4894
【幹事】瀬川 長良 【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/ 【FAX】082-221-4870



2012年7月25日(水)発行 [page 2]
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直前会長

南條 泰

事業報告と決算報告も無事

に終わり昨年度の責任がや

っと終わりました。

本年度は一年を振り返り一

つの事を考えてみました。

それは広島陵北ロータリークラブの伝統は何があるのだろ

うか。

継続事業も別に無く、只、今まで行ってきたクラブ運営が

正しいとの思いで過ごす、ロータリーも毎年変化している事

を早く理解することから始めなけれぱクラブの停滞が生じ

る。

気が付くと、お金を掛けた親睦活動だけが伝統となるのが

一番怖い。今、世の中は大変な変化が起こっている、日本

中のロータリー会員が減少しているのはなぜだろうか？

現会員は自分の足元を観てほしい、これから３０年、５０年

先の仲間達にあの頃の会員はすばらしい人達だった、と言

われたいのは私だけであろうか。

我々会員はどこにも負けない、これぞ陵北クラブと言える内

容を作りたい。

創立会員としての経験を忘れないように活動したいもので

す。

会長エレクト

森川 和彦

新年度が始まって、会長エレ

クトになりました。

下田丸は順調に出航し、

着々と活動を進めておられま

す。

エレクトは、勉強させていただく身なので、暢気に構えてお

りましたが、１２月の声はすぐに聞こえそうで、不安も生まれ

始めています。

もとより、会長一人では何もできません。下田会長の進め

方をしっかりと勉強させていただきたいと思いますので、会

員の皆様にもご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

会員研修委員会

委員長 大内 稔康

会員研修委員会、委員長の大内です。

恒例に沿って、新入会員の研修を行います。

よろしくお願いします。

クラブ運営常任委員会

理事 石田 愃夫

親睦と奉仕はロータリーライ

フの２本柱であります。奉仕

活動が活発に出来る土壌作

りをするのが親睦活動ではな

いかと思います。

そのクラブでの親睦活動を推進するのが親睦家族委員会

と例会運営委員会であります。

下田会長の「感謝の心と、情熱を」をテーマに、また会長の

活動方針である、会員間の親睦を深めるために工夫し、出

席しやすい雰囲気のある、明るく楽しい例会を目標にし

て、親睦家族委員会は山本委員長、例会運営委員会安土

委員長各委員の基、各会員の皆さまのご協力で有意義な

クラブ例会の運営に努めてまいります。

親睦家族委員会は委員の皆さんの意見を聞きながら、出

来るだけ会員のご参加による手作りの親睦例会にします。

そして金銭的ご負担を出来るだけ少なるように務めますの

で、会員の皆さまにはご理解いただきご協力願いします。

例会運営委員会はメインであります卓話時間には会員の

自己研鑽になる外部者の外部卓話。そして会員卓話として

月々誕生日月の会員の卓話をお願いして、バランスとれた

卓話時間を目標にしています。

以上の例会運営により、１００％の出席、また退会防止にな

るように務めてまいります。

１年間、会員の皆さまのご協力を切にお願い申し上げて、

就任のあいさつとします。

親睦家族委員会

委員長 山本 新太郎

本年度の親睦家族委員長を仰せつかりました山本でござ

います。

本年度は、委員会を頻繁に開催し楽しい夜間例会等を企

画してまいります。

一年間宜しくお願い致します。

ＳＡＡ

理事・委員長 武田 龍雄

本年度、SAA理事を仰せつ

かりました武田です。

SAAの仕事は何なのか、まだ

全てがわかっておりませんの

で、お気づきの点がありましたら、ご指摘、ご指導をお願い

します。

本年度の主な活動方針としまして、まず下田会長が言われ

た、来客者への座席の案内と、次に、ニコニコの予算目標

達成に努めたいと思っております。年間目標1百万円を達

成するため、一人毎月2,000円を目途に、全員参加でご出

宝いただきますようお願いします。

一年間ご協力よろしくお願いします。
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広報委員会

委員長 井林 孝二

広報委員会も広島陵北ロータリークラブ創設当初は、クラ

ブ奉仕B部門、会報雑誌委員会、広報委員会と二つに分

かれており、予算も250万ほどついておりました。2006～

2007年度にCLPの導入で人数の減少したクラブの組織再

編が行われ、クラブ奉仕B部門の中で広報委員会と位置付

けられました。この時の石川委員長が予算のスリム化を含

め、ホームページの作成の検討に入られ、2009～2010年

度瀬川委員長の時に実現に成功しました。紙による週報

からの移行で予算も大幅に減少しました。今後は内容に工

夫を凝らしていきたいと思います。

また、本年は当クラブ行事をもう少し外部に発信できればと

思っております。

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会

理事 大旗 健

奉仕プロジェクト部門の理事

を仰せ仕りました大旗です。

奉仕プロジェクトには職業奉

仕、社会奉仕、また国際・新

世代奉仕の３つの委員会があり、それぞれ過去の事例の

整理と、積極性、充実化の検討・運営をはかりたいと思いま

す。

委員会にはそれぞれ５０万ずつで、予算合計１５０万と多額

になっておりますが、委員会活動の活性化をはかり、クラブ

会員のより一層の交流が深まるように努力していきたいと思

います。

今年度は、特に国際・新世代奉仕で新たな活動として、広

島市小学生体育連盟陸上競技の運営を支援することによ

り、こども達の陸上競技力の向上、及び人格形成の育成に

協力する活動に取り組みたいと思います。

職業奉仕委員会

委員長 久保 弘睦

会員それぞれの事業及び専門職務の道徳水準を高め、奉

仕の理想を鼓吹し「四つのテスト」を取り入れ、あらゆる有

用な職を尊重し、認識を深めて品位ある心ゆたかな職業

奉仕活動に努力する。

・会員に「四つのテスト」の額入りを配布する

・職場訪問例会は賀谷会長の新工場「中央電子計測（株）

西風新都工場」で実施する

・毎月第一例会に「四つのテスト」を唱和する

社会奉仕委員会

委員長 鈴木 大次郎

桜の植樹と手入れを行う。

桜の種類としては、枝垂れ桜以外の桜を植える。

ロータリー世界平和フォーラムへの若者の参加を応援した

い。広島ジン大学より数名の参加者を募る。

可部小ホタルの会と連携を深め、環境の整備を行う。

このために会員の皆さまのご協力をお願いしたい。

：：：：：：：：：：SMILE BOX

下田敬三 会員、瀬川長良 会員

先週、親クラブであります広島北ロータリークラブの例会に、

私と瀬川幹事と会長・幹事就任の挨拶に行きました。皆さん

から熱い歓待を受けました。

下田敬三 会員

7月14日、可部小学校ホタルを育てる会の皆さんとお会いす

る機会がありました。広島陵北ロータリークラブの支援に対し

まして大変喜んでおられ、感謝の言葉をいただきました。

田中照章 会員

先日の米山奨学生牟さんの歓迎会に会長、副会長、幹事、

南條さん、割方さん、小川さん、鈴木さん、古谷さん、長松さ

んに出席いただきありがとうございました。

長松俊典 会員

前回の例会で第2例会にもかかわらず、「国歌斉唱」と言っ

てしまいました。大変失礼いたしました。楽しい司会を目標

にしていますが、まずは正しい司会ができるように頑張りま

す。

川中敬三 会員

今年は海外出張が多く今迄3回これから4回、ロータリーにな

かなか出れませんが、お忘れないようお願いします。

石川貴与和 会員

先日桑名正博が倒れたと聞きTVを観ていたら、なんと甥が

主治医となっていました。何とか助からないものか？

武田龍雄 会員

7月15日に5番目の孫娘が1歳の誕生日を迎えました。元気

に育ってくれるだけで幸いです。

高野憲一郎 会員

梅雨も明け、広島東洋カープも5連勝で、10年ぶりに前半戦

の勝率5割以上が確定し、大変喜んでいます。

ニコニコ箱当日計 12,000円

ニコニコ箱累計 45,000円


