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２０１８年 ３月２０日 ３月第２例会 

本日のプログラム ： 会員卓話 山名征三 会員 「日本庭園について」 

２０１８年 ３月１３日（ ３月 第２例会 ） 報告 

※点鐘 １２時３０分 正原孝司 会長 

※ロータリーソング 我らの生業  

※ビジター紹介 ＳＡＡ・プログラム委員会 平原秀則 小委員長 

  西条ロータリークラブ  今谷 敏彦 様、 藤原 昭典 様 

※出席報告 親睦・出席委員会 島﨑晶子 会員 

会員数 ３３ 名 ２/２７欠席者 ５ 名 

来訪者 ２ 名 メークアップ ４ 名 

出席者 ２７ 名 出席率 ９７．０６ ％ 

欠席者 ６ 名 通算出席率 ９７．１０ ％ 

※メークアップ報告 （２/２７分） 

 村 上  幹 雄 君 2 月 20日 （ﾀｲ・ﾁｪﾝﾏｲＲＣ） 萩尾  勝美 君 3 月 7日 （広島空港ＲＣ） 

 島 崎  高 志 君 3 月 7日 （広島空港ＲＣ） 松村  哲治 君 3 月 7日 （広島空港ＲＣ） 

※ニコニコ箱 ＳＡＡ・プログラム委員会 栁河元木 会員 

 白島  洋司 君 … 昨日、74歳の誕生日を迎えました。お祝い有難うございました。 

 山名  征三 君 … 昨日、岡山の総社市で２０トンの見事な 『亀石』 を見つけ持ち帰りました。 

【次頁に写真掲載】 

☺本日のニコニコ箱☺ … ２，０００円 ☺ ニコニコ累計額 ☺ … １９１，０００円 

※幹事報告    荒谷正彦 幹事 

・「2018-19年度ＰＥＴＳ＆地区チーム研修セミナー」が 

３月１８日（日）ホテルグランヴィアにて開催されます。 

田中会長エレクトが出席されます。 

・次回（３/２０（火））の例会は１階の会場に変更となります。 

 お間違えのないようお願い致します。 



会長時間  会 長  正原孝司                           

     取り組みたい奉仕活動は？  

今週は、白島 小委員長の卓話ですが・・・・。 

以前も資料を出させていただいた国際奉仕系の事業に 

ついてご紹介させて下さい。 

本年 2017～2018 年度の 『タイ・スリウォンＲＣのホーム 

ページより』 

今月３月は、水と衛生月間にちなんで ～広島北ＲＣも 

参加された浄水器設置支援プロジェクトです。→ 別紙 

 

国際奉仕を企画したら最低３年～５年は、継続しないと 

いけないと思っています。その時の国際奉仕委員長は 

副委員長を連れて行き、長期計画委員会もしかりと思います。しかし、地元のニーズとかを後まわしに 

していないか？という気持ちはいつも持ち続けていないと、会員の皆さまからのコンセンサスを得られ 

ないとも思ってもいます。 

ここが重要で!! 私個人としては、両方できるとは限らないが、両方すべき大事な事業なので、少人数 

でも続けられたら良い！「両方すれば良い」 という考えがあります。 

会員の皆さんの内にもいろいろ意見は有ると思いますし、ロータリー自体、多様性を認めるという事で 

活動しているので、是非いろいろな角度で奉仕の活動をしていきましょう!! 

もしくは、ロータリーの理念と共通した団体が有ればどしどし支援と協力をすれば良いと思うので、ご 

紹介下さいますようお願いして会長時間とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

会員投稿写真 

  山名征三会員 (ニコニコ箱より)         村上幹雄会員 （メークアップ報告） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

    四国仁淀川産 ２０トンの『亀石』です。 

    総社市から持ち帰りました。                 タイ チェンマイ・インターナショナルＲＣの例会に出席しました。 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profit Most Who Serve Best）」 



 本日のプログラム 

国際奉仕委員会  白島洋司 小委員長 

「東広島ロータリークラブと国際奉仕」 
 

   東広島ロータリークラブでは、今まで数々の国際奉仕プロ 

ジェクトを行ってきました。大きく分けると次の３項目です。 

   １．海外に友好クラブを持ち、国際親善・国際理解に努める 

   ２．援助を求める国への支援 

   ３．米山奨学生の世話、青少年交換留学生の送出し/受入れ 

     財団留学生の送出し、ＧＳＥ研修、来広海外留学生への 

     支援等、米山・財団・青少年奉仕等、関連委員会にまた 

     がる活動の推進 

 

    友好クラブ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    友好クラブとのプロジェクト  

 

 

 

 

 

 

 

    その他の奉仕活動  

* 「ハンマーム福祉会」への資金援助 

   * スリランカ自動用品贈呈 

   * スリランカ大津波災害見舞 

   * 広大留学生へのリサイクル自転車贈呈 

   * タイ スリオンＲＣへ自転車贈呈 

   * カンボジア孤児院支援 

    米山奨学生・青少年交換留学生・ＧＳＥ               

   * 米山奨学生      ２５名 
   * 青少年交換留学生   ７名 
   * 米山奨学生       ４名 
   * ＧＳＥ（研究グループ交換） 

 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ     

「超我の奉仕（Service Above Self）」 

韓国・釜山南浦ＲＣ 

1993.5.14 第６代 蔵田裕彦会長 

～2006 終結 

アメリカハワイ・ヒロベイＲＣ 

2002.5.12 第 15 代 大石正信会長 

中華民国・高雄南星ＲＣ 

2006.3 月 第 19 代 西田修司会長 



ハワイ ヒロベイＲＣ創立３０周年記念式典ツアー参加者大募集!! 

*** ご夫婦・ご家族でのご参加 大歓迎 *** 
 

           ◎ 仮登録の受付を開始しました!! 《 写真は創立 25 周年式典訪問の際の様子です(2013 年) 》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

次週のプログラム     ３月２７日(火) １２：３０～     第２回情報集会 発表 

発行：東広島ロータリークラブ  

●例会場 グランラセーレ東広島 

 東広島市西条町御薗宇円城寺６９５０-２ 

 TEL：０８２-４２３-３０００  FAX：０８２-４２３-８６４９ 

 例会日 火曜日 １２：３０－１３：３０ 

●事務局  〒７３９-００１４ 

 東広島市西条昭和町 13-37 ｼｭﾌﾟﾘｰﾑ松屋ﾋﾞﾙ 402 

 TEL：０８２-４３１-３７８０ FAX：０８２-４３１-３７８１ 

 E-ｍａｉｌ ： ｈｉｇａｓｈｉ-ｒｃ＠ｃｒｕｘ.ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

 ＵＲＬ : http://www.higashihiroshima-rc.jp 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 

　　　　　（基本日程）　2018年6月19日出発～6月24日帰着

日時 都市名 時間 スケジュール 食事

広島空港発 18:25 NH（全日空）684便にて羽田空港へ

2018年 羽田空港着 19:50

出国手続き

6月19日 羽田空港発 21:55 NH（全日空）186便にてホノルル空港へ B:機内食

（火） 日付変更 L：

（1日目） ホノルル着 10:25 入国通関後国内線へ移動 D:機内食

ホノルル発 13:32 国内線HA（ハワイアン航空）591便にてヒロへ

ヒロ着 14:27 ヒロベイRCの迎えでホテルへ

ヒロベイRC　　記念式典参加

6月20日

（水） ヒロ ヒロ滞在

（2日目）

6月21日

（木） ヒロ ヒロ商工会議所　記念式典参加

（3日目） 　　　（不参加者・ホノルルへ移動？）

6月22日 ヒロベイRC見送りで空港へ

（金） ヒロ発 10:15 国内線HA（ハワイアン航空）231便にてホノルルへ

（4日目） ホノルル着 11:35

6月23日 出国手続き B:

（土） ホノルル発 13:35 NH（全日空）185便にて羽田空港へ L：機内食

（5日目） 日付変更 D:

6月24日 羽田空港着 17:25 入国通関後国内線へ移動

（日）

（6日目） 羽田空港発 19:45 NH（全日空）687便にて広島空港へ

広島空港着 21:10 広島空港にて解散


