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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、太田原 学さん、大場 常幸さんのお二人を、広島

陵北ロータリークラブの会員、仲間として迎えました。会員一同、心から祝

福し歓迎します。

ロータリーの理想は奉仕と親睦であり、モット－は、「超我の奉仕」です。私

たちロータリアンは、自らの職業の倫理観を高め、切磋琢磨して社会に貢献することを念頭に日々努力してい

ます。お二人を迎えることにより、クラブの活力を更に増すことになります。 会員相互の親睦を深め、ロータリ

ーを学び、そしてロータリーを楽しんで頂きたいと思います。厳粛の中で入会式行うことが出来ましたことを嬉

しく思います。共に真のロータリアンを目指して頑張りましょう。

「ロータリーの友」12月号は、「世界でよいことをするために」RI会長メッセージ・「最終段階にさしかかったホリ

オ」20年以上にわたる懸命な活動の結果、ロータリーとそのパートナーは、ポリオは撲滅間際のところまできま

した。今年２月には、過去1年間ポリオの発症が報告されなかったインドが、ポリオの常在国のリストから除外さ

れたことを祝いました。そして、2011年、ポリオの発症件数が1％となったこと。こうした報告も掲載されていま

す。そして「アレキサンダー・メヒア氏に聞く」ユニタール広島事務所の前所長のアレキサンダー・メヒア氏は、

2013年5月18～19日に広島で開催される「ロータリー世界平和フォーラム」の講演者です。等々の記事が掲載

されています。ロータリー情報として購読しましょう。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（１２月１９日）

ク リ ス マ ス 夜 間 例 会

次回の例会（１月９日）

新年会 及び 新入会員歓迎夜間例会

出席報告
（例会運営委員会）

12月12日(水)出席者

会員総数 45名

出席会員 34名

欠席会員 11名

ご来賓 0名

ご来客 2名

ゲスト 0名

来客者紹介
（親睦家族委員会）

12月12日(水)出席者

広島ＲＣ 1名

広島東南ＲＣ 1名

幹事報告（瀬川幹事）

■お知らせ

・ 広島北・広島安佐・広島陵北３RC合同夜間例会のご案内

を配布しております。ご回答は回覧にてお願いいたします。

【と き】 １月３１日(木) 18：30～ [※1/30(水)の変更]

【ところ】 ホテルグランヴィア広島

・ 次週12月19日はクリスマス夜間例会へ変更をしております

ので、お間違えのないようご注意ください。

（於：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島33階「シャンボール」18:30～）

【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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1 2 月 誕 生 会 員 卓 話

愛谷 俊治 会員

年の瀬も押し迫って参りました。例年になく早い寒波の到来で広島市内も冷え

切っています。

そんな中、二十数年ぶりの年の瀬選挙は佳境に入り、政治の世界だけがやけ

に熱を帯びています。あと四日もすれば、この国の形がはっきり私たちの前に

示されます。三年前の高揚感はありませんが、結果には関心があります。それ

にしてもこの日本、世界からは企業は一流、政治は二流と言われて久しいので

すが、一流の政治に変える原動力は、私たち一人ひとりの自覚と権利の行使

にかかっています。皆さんもそれぞれの選挙区で、これぞ、という人物を見極めて、一票を投じに参りましょうね。

さて、話は変わりますが、今年、広島東洋カープは長年の五位という定位置からやっと順位を一つ上げて来年

のクライマックス・シリーズ出場に一歩近づいた感じがして期待も膨らみますが、何と言っても特筆すべきはサン

フレッチェ広島のJ1優勝でしょう。開幕前はほとんどの人はこの結果を予測していませんでした。しかし、歯車が

咬み合うとこういうことが起きるのですね。初采配の森保監督は東洋工業時代の今西監督に見出されて入団し

たそうですが、新人時代の森保監督のことを先日今西さんが他のメンバーと目力が違う新人だったという話をさ

れているのを聞きました。目を真正面に向けて今西さんの目を見つめながら彼の話をしっかりじっくり聞く姿に、

この男ならやってくれる、と確信を持ったとか。人を信じるまっすぐな心、人の話を決していい加減に聞かない凛

とした姿勢が、今年、いぶし銀の輝きとなって花開いたのでしょう。選手から慕われる姿を見ても人柄の良さが伝

わり、心温まる優勝でした。人間の心性は目に現れる、と言われます。この目力が日本の政治家からも感じられ

るとうれしいのだがとしみじみ思うことです。

渡部 邦昭 会員

今年は私の人生に取り格別の年になりま した 。

来年からは年金がもらえる年齢になったからです。先日妻と一

緒に郵貯の通帳を作りに自宅近くの郵便局に行きました 。そし

たら 、係の者から 、 「邦昭 」の 「邦 」は 「 」 で 、線が抜けていな

いと指摘され 、戸籍をみると 、そのとお りでした 。新しい発見が

ありま した 。

それと 、 この度の選挙で 「負担と給付のあり方 」が争点の一つ

になっていますが、そのこ とを実感する年齢になりま した 。 「石原慎太郎の８ ０にして立

つ 」 とい う 、気力、胆力、意欲を参考にして 、これからも 、青春の心を持ち続けてさらに成

長しよ う と （ サ ミ ュエル ・ ウルマンの 『青春 』 ）思います。

今後とも 、おつきあいの程、よろし くお願いします。
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1 2 月 誕 生 会 員 卓 話

伊藤 弘幸 会員

私は会社を立ち上げてまだ７年目です。

ここにおられる諸先輩方のようなりっぱな会社でもなく、精一杯の毎日です。

しかし、50年の会社も100年の会社も7年目があります。いつか『一隅を照らす』こと

のできるりっぱな50年、100年の会社になるよう頑張っています。

仕事は、大旗さんの設計と小林さんの家造りを足して2で割ったような何でも屋のよ

うな仕事をしております。夢は賀谷さんのように世界中を廻って、自然と対話し、自

然の風や光を感じる建築活動です。

先日、ある新聞に記載されていたコメントを読ませていただきます。

『建築が世の中を変えることはない。けれども人間の営為はどこかで人の気持に触

れ、染み入り、やがて何かを動かすことにつながっていく。その道のりの中に我々はいるのだ。』と

基本的には私たちの生活をどう充実させるか、そのための環境創り、それは建物でもあり、人との対話でもあり、前に

向かっていく私自身の行動だとも思っています。

最近、よくこの広島陵北RCに入会できたものだなぁとつくづく思います。推薦者の福田さん、下田さん、またロータリー

について教えてくださる南條さん、瀬川さんには感謝しております。このRCに入会していろんな人との出会いや想いを

聞いて、後の人生を楽しみ、時間と戯れながら生きて行けたら最高だと思っています。そんな私と関わっている人々が

生き生きと良き人生を共に歩む事ができれば最高の最高だとも思っています。そのためには、ＲCの「われらの生業」と

いう歌にあるように、私の生業である建築業をしっかりと歩んで行きたいと思います。手元にある「いとうきだより」は今年

から発行した第3号です。私の思いは会社のホームページの「古き日本の流れ」からをクリックしてみてください。

今日はこのような場をいただき、誠にありがとうございました。

木村 茂 会員

私は木本薫様、賀谷俊幸様に御推薦いただき入会させていただきました木村茂で

す。

8月26日暑い中千代田ゴルフ場でハーフ終了の食事中に、懇切丁寧に説明してい

ただき後、入会申し込みさせていただきました。お二人はプレー中容赦なく、うらお

もてもなく各ホール②「公平」に一生懸命いじめてくださるのでまじめな方達だなあ

と確信しております。これからはこの③「好意と友情」をロータリークラブで益々深め

いこうと思っております。またロータリークラブの中にある①「真実」をこれからは追求

して行こうとも思っております。ロータリークラブにおいて私の存在が④「みんなの為

になるかどうか」疑問ですが、まず「私のためにはなる」と確信しております。よろしく

お願いいたします。

本日は誕生会のテーブル・トークときいております。私の誕生日は12月24日なのですが、まともに誕生日を祝ってもら

った記憶がありません。クリスマスのお祝いか誕生祝いかわからないまま有耶無耶に終わっております。子供の頃はい

つもクリスマスプレゼントとバースデイプレゼントは合わせて一個でした。1月1日生まれの人は周りに多く居て、お年玉

も合わせて一個だと聞かされてからは、あまり不平は言わないようにしております。母はよく言っておりました。正月用

の丸餅のほか、なまこ餅を薄く切る習慣がありますが、「産後で力が出ないとき、寒い中餅をきるのがきつかった」と私

の誕生日や正月になるといつもこの話をしておりました。よほど辛かったのだろうと今なら思えますが、若いころは「俺

の誕生がうれしくなかったんかい？」と四人兄弟の末っ子の私はすねておりました。

こんな私を会に、あたたかく迎えていただいた陵北ロータリークラブの皆様には感謝いたしております。一週間に一回

カロリー計算された食事で健康に留意していただいておりますし、入会祝い・誕生日祝い・クリスマス祝いと入会後お

祝いが多く、お酒もたくさんいただいております。非常に楽しい会だと感謝しております。楽しいことは健康にも良いと

自覚しております。

職業は寝具販売でございます。リーガロイヤルホテルまで片道2000歩の十日市町からやってまいりました。今後ともよ

ろしくお願いいたします。
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入 会 式

新会員2名(太田原 学 会員、大場 常幸 会員）の入会式を行いました。
入会認証書、ロータリーバッジ、四つのテスト等を下田会長より授与しました。

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

下田敬三 会員、瀬川長良 会員

太田原 学さん、大場 常幸さん、広島陵北ロータリークラ

ブの会員そして仲間として迎えました。会員一同心から祝

福し、歓迎致します。

賀谷俊幸 会員

太田原様、新入会おめでとうございます。ロータリーを楽し

んでください。

山田和弘 会員、鈴木大次郎 会員

大場様入会おめでとうございます。ロータリーを一緒に楽し

みましょう。

石川貴与和 会員

民生委員として17年経たということで表彰を受けました。こ

れからも地域のために頑張るつもりです。

南條泰 会員

6～10日までフィリピン・マニラに行ってきました。息子が出

向している会社です。マニラ湾の夕陽を見に行ったのです

が、若者の多さにはビックリしました。何万人の人達でしょう

か。

長松俊典 会員

去る11月25日に小豆島で行われた瀬戸内海タートルマラソ
ン、ハーフの部に出場しました。高低差の激しいコースで少

し歩いてしまいましたが、なんとか2時間49分で完走しまし

た。応援、御心配頂いた皆様ありがとうございます。

川中敬三 会員

11月例会全部欠席でした。全国の業界会議、ブロック会
議、東農大客員教授としての授業など全てボランティアで

す。RCの方へ足が向きませんで、ごめんなさん。

当日計 14,000円 累計 484,000円


