第２５０１回例会
2022年07月28日(木)12:30

例会次第

点鐘
ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
前年度ガバナー補佐および補佐幹事表彰
連続出席表彰
会長時間
幹事報告
委員会報告
同好会報告
ニコニコ箱の時間
卓話時間
点鐘

前年度ガバナー補佐および補佐幹事表彰

前年度ガバナー補佐 山坂 哲郎 会員
前年度ガバナー補佐幹事 坪内 昭吉 会員
前年度、 それぞれの役を受けて頂き、 その責務を果たされたことに感謝し、
クラブより記念品をお贈りいたします。 ありがとうございました。

連続出席表彰

18年 山内会員
15年 菅 会員
13年 合田会員
11年 濵本会員
10年 本田会員
9年 小林(孝)会員・松田 会員
8年 竹内会員
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7年 藤原会員・樹野会員
6年 福永会員・古田会員
4年 吉良会員
3年 藤田会員・宮本会員・チョードリー会員
2年 榎 会員・石原会員・松野会員・川本会員
また、 連続出席15年の菅会員と10年の本田会員には永年連続出席として、 別途、 記念品をお渡ししました。

会長時間

会長

塩本

能尚

会員

みなさんこんにちは。
常岡様、 山本様、 当クラブにようこそ。
先週は海の日の祝日があり例会も休会となり今日は先々週の2500回の記念例会以来の例会
となります。 記念例会では、 ご出席ご協力ありがとうございました。
さて、 7月は2018年の西日本豪雨に代表されるように、 近年毎年のように大規模な水害が発生し、
その対応に追われるようになるのですが、
今年はそれもなくいささかのんびりしていたらここにきてのコロナの感染急拡大です。 7月の終わりか、
8月初めにピークアウトかと言われていましたが、 今やそれも見通せない状況です。
在広のクラブは皆、 通常の例会を続けており当クラブも対面での例会を続けることに変更はありませんが、
今後の感染状況によっては急なお願いをすることがあるかもしれません。
ご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、 全力で対処していきますのでご協力お願いいたします。

幹事報告

幹事

小林

直哉

会員

《ご案内》
■ 広島東南RCより【第14回被爆ヴァイオリンとピアノによる祈りのコンサート】のご案内を頂いております。
日時 2022年8月6日(土)12時〜17時
場所 平和記念公園内 原爆ドーム慰霊碑前
《BOX配布物》
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■ 8月例会予定表
■ 在広RC合同名簿(B5版)

委員会報告

クラブ総務委員会 上野会員
会員総数 101名
対面出席者数 70名
Zoom出席者数 12名
ゲスト出席者数 2名
例会出席者合計 84名
財団プログラム委員会 委員長 高井会員
■ 委員会開催(例会終了後)
プログラム委員会 委員長 中川会員
■ 委員会開催(例会終了後)
米山奨学委員会 委員長 平井会員
■ 7/29(金)委員会開催案内
会報IT委員会 委員長 樽本会員
■ 就任挨拶の原稿提出について(掲載を必要とする方は事務局に提出をお願いします。 )
姉妹クラブ友好特別委員会 委員長 岡部会員
■ 委員会開催案内(例会終了後)

同好会報告
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ニコニコ箱の時間

【会員出宝】
塩本会員、 坪内会員、 小林(直)会員、 高見会員、 赤井会員より
常岡さん、 山本さん、 広島北RCの例会にようこそお越し下さいました。
当クラブは明るく楽しい居心地の良いクラブがモットーですので、
短いお時間ですが楽しい時間を共有しましょう。 会員の皆様、 猛暑に加えコロナの感染も再拡大し、
またしても先が読めない不安定な日々が続いております。 皆様が健康に過ごせますようお祈り申し上げます。
大之木会員より (3枚)
前回の例会では、 77才のお祝いをいただき、 ありがとうございました。 今後もよろしくお願いいたします。
山内会員より
連続出席表彰有り難うございました。 44歳の時に入会して以来あっと言う間に過ぎた18年です。
20年30年を目指してこれからも頑張ります。
菅会員より (2枚)
15年の永年連続出席表彰ありがとうございました。
竹内会員より
連続出席8年の表彰、 ありがとうございました。 これからも100%出席が続けられるように頑張ります。
藤田会員より
連続出席の表彰ありがとうございます。 これからもよろしくお願いします。
藤原会員より
連続出席表彰いただきありがとうございます。 今後も続けられるよう努力いたします。
松野会員より
2年連続出席の表彰ありがとうございます。
石原会員より
広島北RCに入会させて頂き、 2年を迎えることが出来ました。 ひとえに、
皆様からのご指導・ご鞭撻のおかげでだと感謝しております。 これからも、 よろしくお願いいたします。
渡部会員、 宮本会員、 池久保会員、 中川会員、 竹本会員(クラブ管理運営常任委員会)より
本日就任挨拶をさせていただきます。 よろしくお願いします。
池久保会員より
クラブ総務委員長の池久保でございます。 本日、 就任の挨拶をさせて頂きます。 よろしくお願いいたします。
樽本会員より
本日、 会報IT委員長として就任挨拶をさせて頂きます。 よろしくお願いいたします。
丸子会員より
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今年度の国際奉仕委員長就任挨拶をさせていただきます。 一年間宜しくお願い致します。
上河内会員、 松野会員より
本日、 副SAAとして就任挨拶のお時間を頂き、 ありがとうございます。 どうぞよろしくお願いいたします。
高見会員・赤井会員より
本日、 副幹事就任の挨拶をさせて頂きます。 よろしくお願いします。
山下会員より (大枚)
多打喜会7月例会で優勝させて頂きました。 同伴者の上野さん、 森さん、 ありがとうございました。 また、
取り切り戦も優勝することが出来ましたが、 表彰を楽しみにしています。
秋山会員より
先日の多打喜会でネット・1アンダーでした。 アンダー出宝できるよう、 もっと練習します。
原田会員より (2枚)
今月、 初のひ孫が生まれました。 そのうち「ヒージーチャン」と呼ばれそうです。
島本会員より (大枚)
7月23日と24日で、 大分県のくじゅう連山を歩き、 久住山に登りました。 百名山、 二座目となりました。
三座目は、 9月の剣岳を予定しています。
中尾会員より
申し訳ありません。 本日、 所用のため、 途中退席させて頂きます。
【職業ニコニコ】
秋山会員より
消毒用の80%アルコールジェルのご案内です。
医薬部外品で効果は確かなものです。 が、
包装に微細なキズがあるため俗に言う「B品」扱いの単価で販売致します。 1ケース36本入り、
1万1千円(税・送料込み)で市販品の約半額です。 サンプルを後方テーブルに置いてあります。
ご自由にお持ち帰りください。

卓話時間

『就任挨拶Part1』
理事・会長エレクト 山内会員
会計長 東会員
副S.A.A. 上河内会員・松野会員
会員選考委員長 粟屋会員
ロータリー情報委員長 吉永会員
会報IT委員長 樽本会員
公共イメージ委員長 秋山会員
理事・奉仕プロジェクト常任委員長 小林(孝)会員
職業奉仕委員長 西開地会員
社会・青少年奉仕委員長 三宅会員
国際奉仕委員長 丸子会員
理事・クラブ管理運営常任委員長 渡部会員(Zoom)
クラブ総務委員長 池久保会員
親睦委員長 宮本会員(Zoom)
ニコニコ委員長 竹本会員
プログラム委員長 中川会員
副幹事 高見会員・赤井会員
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