第２４７５回例会
2021年11月11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
国歌静聴
ロータリーソング『奉仕の理想』静聴
四つのテスト 読誦
来客紹介
誕生月お祝い
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

榎会員

米山奨学生 コウ モエ さん
指導教官(広島市立大学 准教授)城市真理子さん

誕生月会員お祝い

11月生まれの皆様、 おめでとうございます!
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庄子 佳良 会員 / 塩本 能尚 会員
石井 清司 会員 / 岩本 利宣 会員
樽本 陽輔 会員 / 武部 清史 会員
泉 正夫 会員 / 古田 裕三 会員
三保 二郎 会員 / 松野 廣志 会員
コウ モエさん

ご挨拶

山坂グループ6ガバナー補佐より広島東南RCのホストで来年2月27日(日)に開催するグループ6・7合同IM(インター
シティミーティング)への全員登録および出席のお願いがありました。

会長時間

会長

杉町

孝

会員
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さて、 11月はロータリー財団月間です。
ロータリー財団では、 多くの方からの寄付により成たっております。
ロータリー財団の使命は、 ロータリアンが人びとの健康状態を改善し、 質の高い教育を提供し、
環境保全に取り組み、 貧困をなくすことを通じて、 世界理解、 親善、 平和を構築できるよう支援することです
。 非営利組織である当財団は、 ロータリー会員をはじめ、
より良い世界を築こうというビジョンを共有する財団支援者の方々からの、
自発的な寄付のみによって支えられています。 寄付はロータリー財団の補助金となり、
助けを必要とする地域社会に持続可能な変化をもたらす活動に役立てられています。
今日は100万ドルの食事となっております。 これにつきましてもこの後、
松本米山副委員長よりご紹介がありますが、 これからも皆様方のご理解とご協力を宜しくお願い致します。
最後に、 コロナの影響により先延ばしになっておりました、 京都伏見ロータリークラブさんとの、
第33回姉妹クラブ友好提携継続調印式に、
明日12日にこちらから吉永幹事・浦姉妹クラブ委員長・塩本会長エレクト・小林直哉次年度幹事の5名にて行って
参ります。
今年度もエクスカーション並びに懇親会が行なわれず、 友好を深めることが出来ませんでしたが、
京都伏見ロータリークラブさんとより深い絆で結ばれていることを確認し、
これからも末永く友好を育んでいくことをお伝えして参ります。

幹事報告

幹事

吉永

征史

会員

理事会報告
*今年度年次総会は予定通り12月2日(木)に行います。
*広島北RC奨学生が新たに3名決まりました。
*12月23日(木)の例会を夜間例会に変更することが決まりました。
*ロータリー奉仕デーの事業について修正予算が承認されました。
*IMの登録料について全額クラブ負担とすることが決まりました。
報告
*荒本会員より香典の返しとして米山記念奨学会への寄付を頂きました。
BOX配布物
*ガバナー月信
*米山豆辞典
配布物
*2022年ロータリーカレンダー
*地区大会記念品

委員会報告

クラブ総務委員会 鈴木委員長
会員総数
リアル出席 64名
YouTube視聴数 14名
来賓 2名
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米山奨学委員会 松本副委員長
*今日の食事は100万ドルの食事となっています。 差額は米山記念奨学会への寄付とさせて頂きます。
*米山豆辞典をお配りしています。 是非、 ご一読ください。

同好会報告

ゴルフ同好会 川本会員
*11月7日に開催しました「多打喜会11月例会」の成績を発表します。
三位 山坂会員夫人
準優勝 松野会員
優勝 竹本会員
ベスグロ 赤木会員
*次回は12月4日(土)に和木ゴルフ倶楽部で開催します。 夜には「クエの会」を開催します。

ニコニコ箱の時間

吉田&大賀

【会員出宝】
山坂会員・坪内会員より
2月に行われるIM(インターシティミーティング)には多数のご参加をお願いします。
杉町会員、 山内会員、 吉永会員、 宮本会員、 中川良浩会員より
米山奨学生コウ・モエさん、 指導教官の城市様、 広島北RCの例会にようこそお越しくださいました。
後ほどの卓話を大変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。
荒本会員・篠崎会員・松本会員・西開地会員より
城市先生、 コウ・モエさん、 本日は、 当クラブの例会においでいただきありがとうございます。 今日は、
お二人の卓話を楽しみにしておりました。 どうぞよろしくお願いいたします。
久永会員より (2枚)
地区より連続出席45年の表彰を頂きました。 その間、 仕事や健康の面で山あり、 谷ありでしたが、
ロータリーの友人、 周りの人々の応援で今日を迎えることが出来ました。 感謝いたします
。 もう少し頑張ります。
塩本会員より
誕生祝、 ありがとうございます。
樽本会員より
誕生日のお祝いをして頂きありがとうございました。 引き続きよろしくお願い致します。
竹本会員より (5枚)
先日の多打喜会例会で久々の優勝をさせていただきました。 沢山のハンデと同組のメンバーに恵まれ、
とても楽しくラウンドさせていただきました。 メンバーの皆様ありがとうございました。
松野会員より (2枚)
先日の多打喜会も皆様の協力の下に楽しくプレーさせて頂き、 しかも準優勝させて頂きました。
ありがとうございました。 また、 本日、 誕生日をお祝いして頂きありがとうございました。
山坂会員より
多打喜会で妻が3位になりました。 いつも面倒を見て頂きありがとうございます。
川本会員より
妻の誕生日に大変素敵な花を頂き、 ありがとうございました。 妻もとても喜んでおりました。
三宅会員より (2枚)
ニコニコ委員会の皆様、 いつもご苦労様です。 これからも楽しいニコニコ時間を期待します。
樽本会員より
誕生日のお祝いをして頂きありがとうございました。 引き続きよろしくお願い致します。
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杉町会員より (5枚)
この度、 呉服の杉町は皆様のお陰を持ちまして創業40周年を迎える事が出来ました。
これからも精進して参りますので、 ご指導の程、 よろしくお願い申し上げます。
池上会員より
この度
、
広島呉道路の強靭化対策として進められている4車線化工事で小屋浦の区間を担当させて頂くことになりました。
皆様の安心安全のため全力で取り組んでまいる所存です。
東会員・丸子会員・丸本会員・吉田会員より
谷本君、 都市環境整備(株)が島根県益田市より表彰されましたこと大変おめでとうございました。
今後とも社業の発展を祈念しております。

プログラムの時間

米山奨学生学業成果発表『雪舟入明について』
米山奨学生 耿 萌 様
指導教官(広島市立大学 准教授)
城市真理子 様
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