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会長時間

会長 下田 敬三

皆さんこんにちは、お客様ようこそお越し下さいました。どうぞごゆっくりお

過ごし下さい。

本日は、ガバナー補佐鵜野俊雄様・ガバナー補佐幹事大中恒男様にお

越しいただいています。ガバナー補佐鵜野様には、大変お世話なってい

ますこと厚く御礼申し上げます。今年もご指導賜りますようお願い致しまし

ます。後ほどIMについてお話がございます。

一月は、ロータリー理解推進月間です。会員にロータリーについて知識と理解一層深めていただき、同時にロ

ータリーアン以外の、一般市民にもロータリーのことをよく知ってもらうための月間です。対外的には広報活動

を通じて、対内的にはロータリー情報集会等を推進するものであります。ロータリーの友１月号に特集としてロ

ータリー理解推進月間「新しいロータリーを知る」としての記事が掲載されています。その中の一部紹介しま

す。「ロータリーの綱領」が英語原文は従来のままで日本語訳は「ロータリーの綱領」が「ロータリーの目的」と

変わり、全体の文章を現代的な表現にし、理解しやすいものにしたとしています。奉仕の理想が奉仕の理念・

鼓吹を奨励・道徳的水準を倫理基準と改訂されています。また、RI戦略計画の理念について等多くの情報が

載っています。どうかロータリーの友を購読して頂きたいと思います。

話は少し変わりますが、新会員の方には入会された時、短い時間ではありましたがロータリー情報についての

説明を致しました。その中で話があったかと思いますが、ロータリアンに三つの義務があります。出席の義務・

会費納入の義務・ロータリー情報購読の義務（ロータリーの友・ガバナー月信等）以上の三つです。このことを

頭のなかに置いて頂きたいと思います。会長時間を終わります。ありがとうございました。

今回の例会（１月２３日）

新 入 会 員 卓 話

次回の例会（１月３１日）

広島北・広島安佐・広島陵北３ＲＣ

合同夜間例会並びに懇親会

出席報告
（例会運営委員会）

1月16日(水)出席者

会員総数 45名

出席会員 37名

欠席会員 8名

ご来賓 0名

ご来客 3名

ゲスト 1名

来客者紹介
（親睦家族委員会）

1月16日(水)出席者

広島東ＲＣ 2名

・RID2710G6ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

鵜野俊雄 様

・ガバナー補佐幹事

大中恒男 様

広島安佐ＲＣ 1名

幹事報告（瀬川幹事）

■例会変更

■お知らせ

■BOX配布物

・ 広島中央ＲＣ 「職場訪問例会」
【と き】 ２月８日(金) １２：３０～ [※2/4(月)の変更]
【ところ】 広島市立広島特別支援学校

・ 来週23日(水)の例会場は32Fダイヤモンドになります。
お間違えのないようお願いいたします。

・ ロータリーの友1月号

・ ガバナー月信1月号・地区大会特集号

・ 地区活動報告書

【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
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会 員 卓 話 新 年 を 迎 え て

会長 下田 敬三

「心をつなぐ駅伝」

正月休みで一番楽しみに

しているのが、箱根駅伝を

テレビ観戦することです。6

時間の長丁場をテレビ釘

ずけ、家族から何がそんなに楽しいのと半分呆れ顔で部

屋をのぞかれます。駅伝シーズンは、12月の全国高校駅

伝から始まります。広島県代表の世羅高校は連覇ならず５

位終わったけれどよく頑張ったと思います。来年を楽しみ

にしています。駅伝が何故楽しいのか、そして興味がある

のかと言えば、そこに筋書のないドラマが展開されることに

あります。一つのたすきを次の人へ繋いで行く、そのたすき

には、部員全員の熱い魂がこもっています。それは、まさし

く心をつなぐ駅伝だと思います。今年の箱根駅伝の大きな

ドラマが展開されました。昨年優勝した、東洋大学は、あの

柏原選手（箱根の上りで大活躍）が卒業しましたが、当然

優勝狙ったでしょう。しかし、総合優勝したのは、日体大で

した。昨年は、19位に沈み予選会から出場し、2位の東洋

大学に4分54秒の大差をつけての優勝は、誰が予想したで

しょう。日体大の別府監督は、昨年の屈辱的な惨敗後、４

年生を差し置いて3年生の服部を主将に選ぶショック療法

は最上級生の悔しさに耐え意地を引出しました。その結果

として、復路の堅実な走りで東洋大学を引き離し優勝へと

導いたのであります。そして、特記すべきことは、3年生の

服部主将がみごとにチームをまとめ、自ら往路の5区（箱根

の山上り）で素晴らしい走りで、早稲田・東洋大を抜き去りト

ップでゴールし優勝の原動力となり、最優秀選手に選ばれ

ました。別府監督は、昨年の惨敗を機に、高校時代の恩師

の渡辺公二氏を特別強化委員長として招き、選手の指導

を依頼した。しかし「生活面の指導が行き届いていない」と

指摘を受ける。そこで、寮の消灯時間を守るよう徹底させる

など生活環境を整えることを重視し、そして選手との対話

時間を増やして「心をつなぐ駅伝」を実践すると競技力も安

定した。「人間は変わろうという気持ちなれるかが大事」こう

話しています。こうした話は、私したちのロータリークラブそ

して、皆さんの会社・事業所においても言えることではない

でしょうか。目標に向かってみんなが心一つにして取り組

む事が大切と思います。

副会長 石川 貴与和

「行く年・来る年

（行った年・来た年）」

本年もよろしくお願いいた

します。下田会長体制が出

来て早や6ヶ月が経過いた

しました。下田会長号令の元、皆様のご協力を得て、多く

の新入会員を迎えることが出来て非常に賑やかな会となり

ました。

行く年(行った年)は、副会長の役を頂戴しながらも7月には

家内が倒れ家をあまり空けることが出来ずに会議も欠席が

ちになり申し訳なく思っていましたが、さらに、暮には母が

亡くなり、十分なお手伝いができませんでした。丁度、後厄

でもあったわけで然もありなんと思った次第です。この2月3

日には厄も明け、四十九日も開けるということで、来る年(今

年)は、お役に立とうと気持ちを引き締めております。まず

来月早々に開かれますクラブフォーラムでは、久保職業奉

仕委員長を中心に、地区大会でのセミナーで討議された

「ロータリー活動の認知度の向上」を皆さんと討議いたしま

すので今月配布された地区大会報告書を一読しておいて

いただきたいと思います。いい報告書を提出したいと考え

ておりますので皆様のご協力をお願いいたします。残り半

年間よろしくお願いいたします。

幹事 瀬川 長良

「新年を迎えて」

あけましておめでとうござい

ます。今年もよろしくお願い

致します。毎回私の卓話は

干支の話になっていますの

で、今年も例外なく干支の話をしたいと思います。現在、広

島陵北ロータリークラブには昭和10年生まれの 「きのと

いのしし」の愛谷さんを頭に昭和50年生まれの 「きのと う

さぎ」の山本新太郎さんまで丁度年令差が40才です。この

年令差40才の中に45名の会員がおられます。年令の場合

は42才になったら厄年で厄払いしたり、還暦になったから

長い物をもらって厄落ししたり、また古稀のお祝いをしたり

します。ちなみに今年は石田さんが古稀の祝いになりま

す。今年、厄年に当るのは、昭和28年生まれの方が還暦、

昭和48年生まれの方が前厄、昭和47年生まれ本厄、昭和

46年生まれ後厄になります。さて、前回も言いましたように

12支は時間、10干は空間を表していると言われています。

また12支10干には陰と陽があり、陰陽相対の関係のバラン

スが良いと、人間の生活、上下関係、健康と病気などがうま

く行くと言われています。それはロータリークラブのような団

体の中でも同じだと思います。10年前の2003年は会員数

60名おられました。この年の陰陽のバランスは陰が39名、

陽が21名で比率65％対35％でした。その5年後の2008年

は会員数50名で陰が36名、陽が14名で72％対28％と最悪

のバランスでした。今年は新しい会員も増えましたが、まだ

まだ以前から比べると会員数は45名です。その会員数45

名のバランスは、陰が29名、陽が16名となり比率は64％対

36％と若干ではありますが良い方向に向かっていると言え

ます。広島陵北ロータリークラブは会員数が少なくてもバラ

ンスが良いクラブを目指したいものです。
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会 員 卓 話 新 年 を 迎 え て

副幹事 伊藤 弘幸

新年明けましておめでとう

ございます。早いものであ

っという間に副幹事の任期

が半年終わってしまいまし

た。まだまだ広島陵北RCが

わからないまま活動しておりますので不手際が多々ありと

思いますが、ご了承ください。あと半年間、無事に役目を

務めたいと思っておりますので、皆様ご協力をよろしくお願

いいたします。

副幹事 長松 俊典

昨日、在広RC合同幹事会

に出席しまして、各クラブよ

り報告をしてくださいとのこ

とでしたので、「会長方針の

会員増強をクラブ一丸とな

りすすめた結果、新入会員を7名迎えることができました」と

の報告をしたところ、大変大きな拍手を頂戴いたしました。

司会の方はまだまだ未熟ですが、残り半年頑張ってまいり

ますので、ご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。

Ｉ Ｍ 案 内

国際ロータリー第2710地区グループ6ガバナー補佐鵜野俊雄様、ガバナー

補佐幹事大中恒男様より、3月9日に開催されるグループ6･7合同インターシ

ティ･ミーティングについてご案内いただきました。

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：SMILE BOX

広島安佐ＲＣ 佐藤恭子 様

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

下田敬三 会員、石川貴与和 会員、瀬川長良 会員

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたし

ます。この一年がすばらしい年となりますよう祈念いたします。

下田敬三 会員

ガバナー補佐鵜野様、ガバナー補佐幹事大中様、広島安佐

ロータリークラブ佐藤様ようこそお越しくださいました。今年もよ

ろしくお願いいたします。

森川和彦 会員、鈴木大次郎 会員

皆様明けましておめでとうございます。本日18時30分より八雲

におきまして第2会被選理事会を開催いたします。理事の皆

様、ご多用中とは存じますが参加の方よろしくお願い申し上げ

ます。

山田和弘 会員

新年あけましておめでとうございます。賀状ありがとうございま

した。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

鈴木大次郎 会員

遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。本年

もどうぞよろしくお願い申し上げます。

長松俊典 会員

2月24日に岡山で行われる「そうじゃ吉備路マラソン」ハーフの

部に出場します。今回は途中で歩くことなく、制限時間の2時

間30分を切るよう頑張ります。ご支援よろしくお願いいたしま

す。

当日計 33,000円 累計 528,000円


