第２４６６回例会
2021年08月05日(木)12:30
例会は新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、 対面例会の他、
YouTube配信とホームページ上での開催とし、 何れかの方法で出席をお願いします。
YouTube配信のURLは事務局よりご案内します。
こちらの例会報告をご覧いただき、 簡単な感想を 事務局 に送っていただくか、
YouTubeのコメント欄にコメントを残して下さい。

点鐘

点鐘

国歌・ロータリーソング《奉仕の理想》静聴

国歌・ロータリーソング《奉仕の理想》静聴

四つのテスト読誦

職業奉仕委員会

四つのテスト読誦 職業奉仕委員会

来客紹介

親睦委員会

入会予定者
倉本 逸郎 様
佐伯 秀明 様

誕生月会員お祝い
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越智健剛 会員 / 川上 武会員
久保雅史 会員 / 迫 慎二会員
深川泰志 会員 / 土井洋二会員
中尾建三 会員 / 赤木寛紀会員
石田平二 会員 / 林谷浩二会員
丸本佳生 会員 / 三宅孝直会員
畑 秀樹 会員 / 宮本伸久会員
皆様、 おめでとうございます!

賀寿お祝い

80歳 中尾建三会員
60歳 畑 秀樹会員
おめでとうございます!
クラブより記念品をお渡ししました。

会長時間

会長

杉町

孝

会員

皆さんこんにちは。
8月に入り暑さも本格的になり、 少しは雨も降ってほしいと思う今日この頃です。
また、 明日6日は広島が被爆して76年目となり、 亡くなられた先人の方々、
またそのご遺族の皆さまに心より哀悼の意を表し、 手を合わせたいと思います。
ロータリアンは平和の尊さと紛争の無い世界を目指し、 推し進めていかなければなりません。
本日ゲストで参加して頂いております、 倉本様、 佐伯様、 来週は例会に於いて入会式があり、
新会員となられますので会員一同楽しみにしております。
さて、 8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」となっております。
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ロータリーの会員数につきましては、 世界的に横ばい、 或いは減少傾向にあり、
ロータリークラブ存続と発展のためには、 会員増強は大きな課題の一つであり、
今年度のシェカールメータRI会長並びに杉川ガバナーも目標に掲げておられます。
今年度の職業分類会員増強委員会では、 コロナ禍でロータリー活動が制約されている現在、
例年以上に退会防止策に力を注ぎ、 オープン例会やオープンWeb例会等を検討して頂いております。
合田委員長、 宜しくお願い致します。
新クラブ結成推進月間とはあまり聞き慣れない言葉ですが、 例えばこれは日本の話ですが、
相模原カメリアRCは、 会員全員が女性のクラブとして3年前に28人で設立されました。
また、 アメリカ・メーン州にあるクラブニューボイスは、 会員全員がロータリー青少年指導者養成プログラム、
いわゆるRYLA経験者ばかりの18歳から30歳のクラブです。
他にもアメリカ・ミネソタ州のツインシティロータリーエコクラブは、
環境保護に重点を置いた若い世代の関心に応える分野特化型クラブです。
このように我々が知るロータリークラブとは少し違う、
多様性と柔軟性を取り入れた新しい形のロータリークラブが誕生しています。
先週開催致しました第1回クラブ協議会の山坂ガバナー補佐の講評の中で、
杉川ガバナーの方針である多様性のその一つとして、
当クラブにも今後女性会員の入会も視野に入れていくことも必要ではないか。
素晴らしい女性の職業人も沢山いるので、 当北クラブに相応しい方がいれば考えていく事も必要であろうと。
言われました。
来週は第2710地区杉川ガバナーをお迎えする公式訪問の日となりました。
杉川ガバナーには例会での卓話並びに例会後のフォーラムでご指導頂くことになっております。
フォーラムでは
、
「会員増強について」「クラブのDX(デジタルトランスフォーメーション)について」「ロータリー奉仕デーについ
て」の3つのテーマで討議しますので、 特に入会3年未満の会員の皆さんには是非ご参加頂き、
クラブフォーラムとはどの様なものなのかを肌で感じて頂きたいと思います。
コロナの影響により、 クラブフォーラムの進め方や形式も
、 当初構想していたフォーラムとは違ってきましたが、 充実したものになるよう願っております。
杉川ガバナー一行様を皆様方と一緒にお迎えしたいと思いますので、
どうかご協力のほど宜しくお願い致します。
最後に今年の夏もまだまだ猛暑が続きそうです。 体調管理には充分ご留意ください。
以上で会長時間を終わります。

幹事報告

幹事

吉永

征史

会員

《理事会報告》
*第2回理事会決定事項について
《お知らせ》
*広島市で行われているワクチンの職域接種について広島県より、 職域接種でのワクチン接種について、
接種枠の余りの有効活用のため、 ロータリークラブさんに連絡をさせて欲しいとの協力依頼がございました。
広島県より連絡が入りましたら情報をお送りします。
《BOX配布》
*ロータリーの友8月号

委員会報告
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クラブ総務委員会 深川会員
正会員数 101名
対面例会出席者 80名
YouTube視聴者 8名
合計 88名
青少年奉仕委員会 小林(直)会員
今年度の「小さな祈りの影絵展」ですが、
今年は7月23日から広島グランドプリンスホテルにて展示が始まっております。
お近くに行かれた際は是非見に行って頂けるとうれしいです。
ニコニコ委員会 大賀副委員長
本日、 17時より「かなわ」さんで委員会を開催します。
会報IT委員会 池上会員
ロータリーの友誌8月号のご紹介
5ページのRI会長のメッセージから、
2022年7月までにロータリー会員数を120万人から130万人に増やすビジョン、
クラブ活動を地域社会に発信する「ロータリー奉仕デー」の提言がなされています。
7ページからの記事ですが、 8月が「会員増強・新クラブ結成推進月間」であることにちなんで、
多様な仲間を増やすオプションとして導入された、
「8人の会員で結成が可能なロータリー衛星クラブ」について、
アンケートの回答や衛星クラブの声が13ページにわたり掲載されています。
縦組みの記事から一つご紹介します。
9ページの「この人を訪ねて」に2710地区の宇部西RCの小児科医「金子淳子」先生の活動が紹介されています。
読めば必ずお会いしたくなる様な素晴らしい内容の記事でした。 是非ご一読いただければと思います。

ニコニコ箱の時間

【会員出宝】
杉町会員・山内会員・吉永会員・宮本会員・中川良浩会員より
倉本さん、 佐伯さん、 広島北RCの例会にようこそ。
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。 リラックスして楽しんでください。
会員皆様、 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。
皆様どうか健康第一で過ごされますようお祈りします。
原田会員・土井会員・藤田会員・赤木会員・下川会員・野口会員より
塩本さん、 会長エレクトの就任挨拶も終わり、 また、 幹事も無事決まり、 誠におめでとうございます。
遅くなりましたが、 ますますのご活躍を、 同窓生一同、 心よりお祈り申し上げます。 修道高校 卒業生一同より
久保(雅)会員、 東会員、 山坂会員、 山下会員、 宮本会員、 竹本会員、 岡部会員、 藤原会員、 丸本会員、
丸子会員、 越智会員、 合田会員、 吉良会員、 森会員、 吉永会員、 谷本会員、 高井会員、 武部会員、 桑原会員
、 濵本会員、 小林(孝)会員、 福永会員、 渡部会員、 西開地会員、 川本会員、 松野会員、 サマール会員、
赤井会員より
小林直哉さん、 次年度幹事予定者おめでとうございます! 次年度、
デッカイ花火を打ち上げることを期待しています!
藤田会員・鈴木会員・本田会員・森会員・荒本会員・越智会員・篠崎会員・浦会員・高見会員・岡部会員より
本日、 就任挨拶をさせて頂きます。 よろしくお願いします。
畑会員より
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本日は誕生日のお祝いをして頂きありがとうございます。 今月、 還暦を迎えることになりました。
宮本会員より
誕生日のお祝いをありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします。
石原会員より
妻の誕生日に綺麗な花を頂き、 ありがとうございました。 大変喜んでおりました。
赤木会員より
妻の誕生日にキレイな花をありがとうございました。 大変喜んでおりました。
篠崎会員より
妻の誕生日に綺麗な花をありがとうございました。 妻からも皆さんによろしく伝えて下さいということでした。
山坂会員より
8/1似島でバームクーヘンカップトライアスロン体験会in似島を開催致しました。
小学生75名の参加で盛大に行いました。 子供たちの笑顔が最高でした。
久保(雅)会員、 山坂会員、 山下会員、 宮本会員、 竹本会員、 岡部会員、 藤原会員、 丸本会員、 丸子会員、
越智会員、 合田会員、 小林(直)会員、 吉良会員、 森会員、 吉永会員、 谷本会員、 高井会員、 武部会員、
桑原会員、 濵本会員、 小林(孝)会員、 福永会員、 渡部会員、 西開地会員、 川本会員、 松野会員、
サマール会員、 赤井会員より
日東不動産が西京銀行から単独受託した私募債を(寄付型)を発行し矢野の家に寄付金を贈呈致しました。
北RCが行った事業を引き続き応援して下さり、 ありがとうございます。 感動致しました。
松田会員より
所用のため早退いたします。

卓話時間

【就任挨拶Part3】
奉仕プロジェクト常任委員長 森 直基 会員
社会奉仕委員長 藤田省蔵 会員
職業奉仕委員長 小林孝憲 会員
国際奉仕委員長 高見 仁 会員
青少年奉仕委員長 小林直哉 会員
ロータリー財団米山奨学常任委員長 荒本徹哉 会員
米山奨学委員長 篠崎保範 会員
姉妹クラブ友好特別委員会長 浦 信一 会員
奨学育英資金特別委員長 本田善昭 会員
会計長 石田平二 会員
クラブ総務委員長 鈴木孝幸 会員
ニコニコ委員長 岡部知之 会員
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点鐘
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