第２４７４回例会
2021年10月28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。

例会次第

点鐘
ロータリーソング『RーOーTーAーRーY』静聴
来客紹介
地区大会表彰披露
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

来客紹介

親睦委員会

石原会員

卓話来賓
広島市社会福祉事業団心身障害者福祉センター
所長 中川 利國 様
副所長 古川 智恵 様

地区大会表彰披露《クラブ表彰》

2020-2021年度 ロータリー賞
年間出席率100%達成
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米山記念奨学会寄付総額 5位
前年度を代表して久保直前会長に表彰状をお渡ししました。

地区大会表彰披露《個人表彰》

永年連続出席表彰
45年 久永 会員
35年 上野 会員
30年 炭田 会員
おめでとうございます!

会長時間

会長

杉町

孝

会員

皆さんこんにちは。
お客様におかれましては、 ようこそお越しくださいました。 ごゆっくりお過ごしください。
今年度もコロナの影響により、 対面での地区大会は中止となり、
10月17日(日)にリモート形式にて開催されました。
日程が許された方々、 また、 山坂ガバナー補佐にもグランヴィアにお集まり頂き、 視聴会を致しました。
地区記念事業の報告の中で
、 社会福祉事業団心身障害者福祉センターへの送迎用車両の寄贈が紹介されましたが、
今回当クラブも社会奉仕委員会が地区補助金を活用し、
身障者の機能回復に役立つ電動バイク2台も寄贈させて頂いており、
当センターとロータリークラブとは深いご縁があったのかなと思いました。
それからもう一つ、 会員の減少が叫ばれている中に於いて、 2009年から12年間の会員数の状況報告では、
72クラブのうち当クラブの25名増員がトップと発表され、 山坂ガバナー補佐の尽力が大きいところであります。
視聴会のあと、 久しぶりの懇親会を開催し、 なかなか取れていなかった親睦を図らせて頂き、
やはりお酒を酌み交わしての懇親はいいものだと、 お声を頂戴いたしました。
さて、 秋も深まり気持ちの良い季節を迎えておりますが、 この時期日本のあちこちで、
収穫祭である秋祭りが行われております。
日本では昔から「八百万の神」(やおよろずの神)という信仰があり身の回りのいたるところに神様がいると考えら
れ、 農作物の収穫も、 田や畑を守る神様のお陰だと、 収穫を感謝するその感謝の気持ちを込めて、
捧げものをしたり祝宴を開いたりしたのが「秋祭り」のもともとの由来だそうです。
日本の四季の中でもこの快適な時期に、 当クラブも沢山の事業や小委員会など活発に開催して頂き、
ロータリー活動をもっと楽しんで頂きたいと思います。
来月11月28日(日)に、 森奉仕プロジェクト理事をはじめ社会奉仕委員会が企画して頂いた、
今年度の大きな奉仕事業の一つである、 3RC合同の「ロータリー奉仕デー」についてですが、
太田川の河川敷清掃活動事業を行います。 その参加締め切りが、 10月31日迄となっております。
是非皆様方の会社の社員様・ご家族・知人・友人皆様のご参加を宜しくお願い致します。
今日は広島市社会福祉事業団心身障害者福祉センター所長・中川様・副所長の古川様にお越しいただいております
。 この後の卓話時間をどうか宜しくお願い致します。
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幹事報告

幹事

吉永

征史

会員

お知らせ
*次週11月4日(木)の例会は「休会」です。
*奉仕活動の際に着用するジャンパーを新調します。 購入希望の方は受付に見本がありますので、
サイズ等確認をお願いします。
BOX配布物
*11月例会予定表
*会員名簿手帳版

委員会報告

クラブ総務委員会 下川副委員長
会員総数
リアル出席 75名
YouTube視聴数 8名
来賓 2名
S.A.A. 松田S.A.A.長
今月でクールビズ期間が終了しました。 11月からはネクタイ着用にご協力をお願いいたします。
社会奉仕委員会 藤田委員長
11月28日(日)に実施します『ロータリー奉仕デー』のご案内を昨日FAXでお送りしています。
多数ご参加頂きますようお願いいたします。

同好会報告

ゴルフ同好会 川本会員
10月例会成績発表
優勝 上河内会員
準優勝 丸子会員
3位 小林(直)会員
ベスグロ 小林(直)会員・赤木会員
次回例会 11月7日(日)千代田GC

ニコニコ箱の時間

平井&大賀
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【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
広島市社会福祉事業団心身障害者福祉センター 中川所長様、 古川副所長様、
広島北RCの例会にお越しいただきありがとうございます。 後ほどの卓話を楽しみにしております。
本日はよろしくお願いいたします。
森会員・藤田会員・中根会員・土井会員・庄子会員・石井会員・桑村会員・大賀会員・吉田会員・川本会員・佐伯
会員より
本日は広島市心身障害者福祉センターの中川所長をお迎えして卓話をしていただきます。
よろしくお願いいたします。
久保会員・下前会員より
ロータリー賞・例会年間100%・米山寄付総額5位の表彰を頂きました。 みなさんのおかげです。
上野会員より
35年にわたってご縁を頂き、 心から北RCの皆様に感謝いたします。
上河内会員より (大枚)
先日の多打喜会で久々の優勝をさせていただきました。
ここ最近まで多打喜会ではずっと下位に低迷をしており、 参加してるのかしてないのか
判らない状態でした
、
今年度は沢山ハンディを頂きメンバーの皆様にも私が参加していることを認識して頂けたのではないかと思います
。 優勝5枚、 アンダー分3枚、 松野さんが頑張った分2枚。 以上、 10枚出宝させていただきます。
ありがとうございました。
原田会員より
妻の誕生日に立派な花を頂き、 ありがとうございました。
丸子会員より
本日ゲストでお越しの折出さん、 吉野さん、 井口さん、 加藤さん、 ありがとうございます。
入会されて一緒に活動出来る事を楽しみにしています。
チョードリー サマール会員より (大枚)
この度、 妻が無事出産し、 双子を授かりました。 これから父として益々頑張っていきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
土井会員・久保 (雅)会員・岡部会員より
サマールさん、 お子様誕生おめでとうございます。 一度にお二人のお子さん、
大変でしょうが頑張ってください。
川上会員より (大枚3枚)
随分、 古い話になりましたが、 理事長に昇任いたしました。 また、
それに関して多くの方からご祝詞を賜わりましたのでお礼として。
久保(豊)会員より
本日、 配布させて頂いた「つるてんびん」は広島弁護士会の対外広報誌です。 読了後は是非、
従業員の方に回して頂くとうれしいです。
荒本会員より
先日は妻の誕生日にこの季節らしいきれいなお花を送って下さりありがとうございました。
早速部屋に飾らせていただきました。 妻も大変喜んでいました。 ありがとうございました。
山内会員より (大枚)
チョット危なくて怖い目に遭いました。 「生きてるだけで丸儲け」今があることに感謝します。 そして、
たばこ止めます、 いや止めました。
松野会員より (3枚)
先日の多打喜会にて、 広島CC八本松コースの予約に関しまして東会員、
合田会員のご協力に心より感謝申し上げます。 有難うございました。 参加表明もされていないのに、
勝手に参加される事にし、 当日遅刻されてると焦り、 朝早くから連絡し続けご迷惑をおかけした赤井会員、
本当に申し訳ございませんでした。 そして、 あたふてしてご迷惑をおかけしたにも関わらず、
同組で優勝された上河内会員、 本当におめでとうございました。
菊地会員より
すみません。 本日、 所用により途中退席します。
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地区補助金事業

贈呈式

今年度、 地区補助金申請事業として広島市心身障害者福祉センターへ、
機能訓練機器コードレスバイク2台を寄贈させていただきましたので、 贈呈式を行いました。

卓話時間

演題 『ともに歩む社会へ 〜広島市心身障害者福祉センターについて〜』
広島市社会福祉事業団心身障害者福祉センター
所長 中川 利國 様
副所長 古川 智恵 様
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