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RIテーマ ROTARY：ROTARY OPENS OPPORTUNITIES

本年度会長テーマ

「ロータリーは機会の扉を開く」

「ロ ー タリ ー を 心 地 よく 」

「地域社会の経済発展月間」
「米山月間」
◆ 会長時間 ◆

やま

浜田会長

けいこ）会員（大手町歯科医院

院長）

が10月7日㈬にご逝去されましたので、謹んで
本日の会報に理事会議事録

お知らせいたします。
（享年69歳）

として記載されておりますが、
12月17日の「夜間例会並び

委員会報告

に家族同伴懇親会」の案件を

プログラム・出席委員会
出 席 報 告 大植君

長時間に亘り理事会で審議・
検討させていただきました。

本

日（10月15日・木曜日）

しかし、誠に残念ながら中止とし、当日は休会と

会員数

88名

出席者

71名

させていただくことになりました。早くから綿密

欠席者

17名

ご来客

0名

に計画立案していただいておりました親睦活動委

ご来賓

0名

ゲスト

0名

計

71名

員会の皆様、また首を長くしてお待ちいただいた

4週間前の例会（2020年9月10日・木曜日）

であろう多くの会員・ご家族の方々には誠に申し

出席率

訳ない気持ちでいっぱいであります。

100％

「中止するという選択は安易であり、如何にし
て実行するか方策を考えるのが必要では・
・
・」との
ご意見もありました。しかし理事の多数の方のご

会報雑誌・広報委員会

土井君

ロータリーの友誌紹介

意向が「新型コロナウイルスの感染は恐らく続い
ているであろうから、夜間でなおかつアルコール
の出る席は控えよう」という意見に一致いたしま
した。
なお12月24日の昼の例会は普段どおり行わせ
ていただきます。昼間の心地良い例会を楽しまれ

同好会報告
紫友会
川妻世話人
10月10日㈯、芸南カントリークラブにて７
組、参加者27名で2020年度 第５回紫友会例会
を開催いたしました。

ました後、ご家庭での楽しく心地良いクリスマス

台風の到来で２か月連続中止かと心配いたしま

イブの夜をお過ごしくださいますようお願い申し

したが、当日は時折青空も出るさわやかなお天

上げます。

気で、ぎんもくせいの香る中でのプレーでした。
優勝は、OUT35 IN40 グロス75 HDCP

物故会員に黙祷

10.8

広島陵北ロータリークラブ 陶山 ケイ子（す
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ネット64.2で見事

上野（寛）君が勝ち取

られました。誠におめでとうございます。

準優勝は原君、３位は田島君、ブービー賞は
小宇羅君、シニア優勝は田島君、ベストグロス

スマイルボックス

S A A 三浦君

大地君（自主申告・大枚）

賞はOUT37 IN36 グロス73で田原君でした。

10月１日、広島西ロータリークラブと広島

次回例会は、11月14日㈯に広島廿日市RC、

西南ロータリークラブの連名で飛沫防止のアク

広島西南RCとの３ロータリー合同懇親ゴルフ

リル製衝立板をご寄贈いただき、心より感謝申

大会を鷹の巣ゴルフクラブで開催いたします。

し上げます。
これからも皆様が安心・安全にご利用いただ

申し込み締め切りが10月22日までとなってい

けるよう努めて参りますので、忘年会等よろし

ますのでお早めにお願いいたします。

くお願いいたします。（本日は、ホテルから感
謝の気持ちでデザートを追加しております）

会員記念日

森信君（自主申告・金一封）

祝 連続出席100％（ ７名 ）

このたび、国泰寺高校 鯉城同窓会 第９代

大本君（28年）

森信君（26年）

木村君（21年）

土井君（21年）

旧広島一中を含め約４万５千名の会員がお

新原君（19年）

吉井君（04年）

り、東京、大阪にも支部を持ち、総会の他に

会長に就任しました。

川村君（02年）

毎月第２木曜日に例会を開催しています。入学
式・卒業式での祝辞や様々な学校行事への出席
など思った以上に時間がとられています。

ご結婚記念日おめでとうございます。

皆様の周りに国泰寺高校のOB・OGがおられ

柴田君

新本君

（10名）
刀禰君

森信君

上野（寛）
君

木本君

お伝えください。

松岡（幹）
君

荒谷君

金本君

田川君、井原君（自主申告・トリプル）

ましたら、ぜひ同窓会へご協力いただくよう

田中君

９月の初め、YouTube 内で、有名なハワイ
アンの曲“夏の日の思い出”を日野 テル子の
歌で聴いていたら、次に同じ曲名のこんな歌が

ご入会記念月おめでとうございます。

出てきました。皆さん聴いてください。（曲）

（10名）

そしてお配りした詞を読んでください。

大本君（Ｈ04年）

森信君（Ｈ06年）

笹野君（Ｈ08年）

木村君（Ｈ11年）

これは、1973年頃「三輪車」という若者の

土井君（Ｈ11年）

中岡君（Ｈ13年）

フォークグループが歌ったもので、なんとこの

新原君（Ｈ13年）

吉井君（Ｈ28年）

曲の作詞者は、広島西RC会員の田川君でして、

川村君（Ｈ29年）

長谷川（剛）
君（R 2年）

歌っている３人の一人です。三輪車にちなんで
トリプルを出宝させてもらいます。
紫友会

創業月おめでとうございます。

10月例会優勝の上野（寛）君はダブル。３位

（８名）
諏訪（昭登）
君

㈲諏訪

諏訪（昭浩）
君

㈲諏訪

鈴木君

プルデンシャル生命保険㈱広島第二支社
第一営業所

とシニア優勝の田島君もダブル。準優勝の原
君、ブービーの小宇羅君、ベスグロの田原君も
ご出宝をお願いいたします。
紫雀会

井下君

アムス・インターナショナル㈱広島支社

宍戸君

東雲自動車㈱

禰君もご出宝をお願いいたします。

村上（健）
君

㈱中和商会

部谷君

寺岡君

㈱日立ビルシステム中国支社

①

中川君

広島ガス㈱

タイムスに公益社団法人広島県防犯連合会 会長

９月例会１位の鈴木君はダブルで、３位の刀
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８月９日の中国新聞、８月21日の西広島

として写真入りで部谷君が載っていました。県
防犯連合会と自販機事業を手掛けるサントリー
ビバレッジサービスが連携し県内で初めての防
犯カメラ付き自動販売機の設置だそうです。
設置日には「子供や女性、高齢者の見守りに

ロータリーの「最初の」出来事の数々
・ロータリーは、1917年にロータリー基金を設
立し、これが後にロータリー財団となりました。
・ロータリーは、ロータリー財団への米貨1，
000
ドルの寄付者に対して、1957年に初めてポー

活用したい」とあいさつをされました。
②

10月13日、中国新聞に『銀行至上主義か

ら脱却』と題し広島銀行が10月１日に設立し

ル・ハリス・フェローの認証を設置しました。
・ロータリーの徽章が初めて記念切手に印刷され
たのは、1931年のウィーン国際大会の時でし

たひろぎんホールディングスの記事がありま
した。
銀行・証券・債権回収・投資専門会社・リー

た。
・月の軌道に乗った初のロータリー・クラブのバ
ナー（ヒューストン・スペースセンター・ロー

スの５社を横並びに置き、銀行中心の体制を改

タリー・クラブ）は、1968年にアポロ８号に

め幅広いサービスを強化するとのことで、当ク

搭乗したクラブ会員、フランク・ボーマン宇宙

ラブの部谷君のコメントや考え方が多く掲載さ
れていました。
部谷君とひろぎんホールディングスのます

飛行士が持参したものでした。
・米国の外で初めて開催されたロータリー年次大
会は、1921年、スコットランドのエジンバラ

ますのご発展を祈念しスマイルボックスへご
招待します。

大会でした。
・国際ロータリー年次大会で演説を行った最初の
国家元首は、ウォレンG.ハーディング米合衆国

スマンボックス

大統領で、1923年に米国ミズーリ州セントル

新本君
10月１日例会の司会進行は私、新本がつと
めましたが、お誕生日のお祝いで浜田会長に

イス大会でのことでした。
・ロータリーは、国際的に、あるいは地域社会で
優秀な奉仕プロジェクトを行ったクラブに対し、

よる乾杯のご発声をいただいた後、間髪入れ

1969年に初めて「意義ある業績賞」を授与しま

ずに「これより食事時間に入ります」と言わ
なければいけないのに、ぼうっとしてしまい
ました。

した。
・ロータリー初の南半球における国際大会は、1948
年にブラジルのリオデジャネイロにて開催され

そして、さらにスマイルボックスが終わった
後、前後しても追加で委員会報告を入れないと
いけないと思い込み、間違った司会をしてしま

ました。
・ロータリーの最初の社会奉仕プロジェクトが行
われたのは、1907年、シカゴのロータリアンが

い申し訳ありませんでした。

市役所の外に公衆トイレを設置したときでした。
・ロータリーがはじめて被災者援助を訴えかけた
のは1913年のことで、この年、米国のオハイオ
州とインディアナ州の洪水救済用に米貨25，
000
ドルが寄付されました。

卓話予告
日時

例

会

風

景

テ

ー

マ

「都心活性化をめぐる最近の状況について」
10/29㈭
広島市都市整備局都市機能調整部長
城戸 宏行 氏
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卓

話

終の棲家 なでしこ
森信 秀樹君

広島西ＲＣ

例会日・木曜日 12:30〜13:30
例会場・ANAクラウンプラザホテル広島
会 長 浜田
広
幹 事 原
敬

検索

事務所・〒730-0011 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・FAX 082-221-4870
E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作 成・会報雑誌・広報委員会
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