
第２４６２回例会
2021年07月01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 

直前正副会長幹事表彰

直前会長 久保豊年会員
直前副会長 塩本能尚会員
直前幹事 下前嘉彦会員
直前副幹事 濵本利寿会員・渡部哲生会員 一年間、 大変お疲れ様でした!
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誕生月会員お祝い

7月生まれの皆様、 おめでとうございます!
炭田会員・島本会員・樹野会員・藤原会員・松田会員
谷本会員・大之木会員・山下会員・鈴木会員・松本会員
東会員・福永会員・西開地会員・竹内会員

会長時間《就任挨拶》

《会長時間》 
皆さんこんにちは。 
今年度最初の会長時間となりました。 
歴代の会長さんにお聞きしましたところ、 毎例会のこの会長時間が一番大変だったと聞いております。 
コロナ禍の中、 皆様のお陰を持ちまして、 第1回目の例会が時短ではありますが、 
このような形で開催できたことに、 喜びと感謝の気持ちでいっぱいです。 
今週・来週と時短例会の為、 例会運営が上手くいくか気がかりではありますが、 皆様方のご協力の程、 
宜しくお願い致します。 この後、 就任挨拶のお時間を頂戴しておりますので、 
ここで新年度初例会の開催に際し、 姉妹クラブである
、 京都伏見RCさんから頂戴致しましたお祝いのメッセージを披露させていただきます。 
『メッセージ披露』

《就任挨拶》 
今年度広島北RCの第53代目の会長を拝命致しました杉町でございます。 
この伝統ある広島北RCに、 山坂会員の推薦を頂き入会致しまして、 18年目となりましたが、 
ロータリーに於きましては、 まだまだ未熟者でございます。 

さて、 世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染症。 
政府は全国に緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置など色々と対策を施しましたが、 
あれから既に1年以上が過ぎました。 
結果、 経済を疲弊させ、 医療現場の逼迫と、 高齢者や学生や子供たちへの目に見えない心の傷など、 
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計り知れないほどの影響を及ぼしております。 
欧米諸国に比べ随分と遅れをとってしまった我が国のワクチン接種も、 
ここにきて大規模接種や職域接種などでだいぶ加速してきましたが、 国民の多くが早く2回目の接種が終え、 
コロナが終息することを願うばかりです。 
しかし、 この様な状況下に於いても、 世界のロータリークラブはゆるぎない情熱を持ち、 
確実な歩と発展を志し、 ポリオ撲滅とコロナウイルス問題に真正面から取り組んでおり、 
やがてはこの困難を乗り越えていくことと思っております。 
今年度のシェカール・メータRI会長のテーマは「奉仕をしよ
う みんなの人生を豊かにするために」を掲げられ「奉仕は誰かの人生だけでなく、 
自分の人生も豊かにする」と。 
そして、 第2710地区、 杉川ガバナーの「みんなのためになるかどうか。 未来のためになるかどうか」を信条に
。 サブテーマに「多様性を受け入れ、 相互理解を深めよう」を提唱されました。 
コロナ禍に於ける現在、 ロータリアンとして何が出来、 
何を発信していくべきかを試されていると感じております。 
また、 例会や事業に於いても従来とは違った取り組み方や、 柔軟性を持ち多様性を受け入れ、 
常に高潔さを保ち、 このコロナ禍の中皆様方と共に模索していきたいと思っております。 
そこで私はロータリークラブの根幹である「親睦と奉仕」というシンプルなテーマを、 
今一度見つめ直し、 今年度の当クラブの運営方針を、 「今だからこそロータリー、 親睦と奉仕  
」とさせていただきました。 
諸先輩方の温かいご指導と、 エネルギッシュな若いメンバーの情熱を頂きながら、 また、 
私を身近で支えてくれる大変心強い頼りになる山内副会長、 ガッツと愛嬌と繊細さを持ち合わせた吉永幹事、 
見た目より気の優しい宮本・中川両副幹事、 事務局の逢坂さんに絶大なるサポートをして頂き、 
北ロータリークラブの伝統である「明るく調和のとれた 居心地の良い楽しいクラブ」となります様、 
会員皆様と共に歩んで行きたいと思います。 
1年間精一杯務めさせて頂きますので、 皆様方のご理解とご協力の程切にお願致し、 
会長就任の挨拶とさせて頂きます。 有難うございました。 

幹事報告　　幹事　吉永　征史会員

《報告》 
西京銀行の貞木雅和さんが転勤の為、 6月末で退会となりました。 

《お知らせ》 
*例会終了後、 第1回定例理事会を開催しますので、 今年度理事役員の皆さんは3F安芸の間にお集まりください。 
*本日は、 お持ち帰り用の「かなわのお弁当」をご用意しています。 
お申込みされた方はお帰りの際にお持ち帰り下さい。 

《BOX配布物》 
*ガバナー月信2冊
*ロータリーの友誌
*会員証
お配りした会員証の名前をお確かめ下さい。 

委員会報告

クラブ総務委員会 鈴木委員長  
対面例会出席者 69名
YouTube視聴者 16名
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対面例会に出席できない場合は、 YouTube配信を視聴頂くか、 ホームページの例会報告を閲覧してください。 
なお、 簡単な感想をクラブに送って頂く事で出席扱いとなりますので、 よろしくお願いします。 

プログラム委員会 秋山委員長  
本日、 理事役員委員長の皆さんに就任挨拶のお願いをFAXいたしますので、 よろしくお願いします。 

同好会報告

ゴルフ同好会 川本会員  
7月11日(日)グリーンバーズゴルフ倶楽部で開催します「多打喜会7度例会(取り切り戦)」の組み合わせをお配りし
ていますので、 よろしくお願いします。 

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  
いよいよ本日より新年度がスタートします。 未だコロナも収まらない中ではありますが、 
執行部一同「今だからこそ」できることを考えながら、 クラブのために全力を尽くす所存です。 
至らぬ点もあろうかと思いますが、 これからの一年間、 何卒よろしくお願いいたします。 
久保豊年会員・塩本会員・下前会員・濵本会員・渡部会員より  
先週の最終例会にて点鐘を無事引継ぎました。 皆様一年間ご協力頂きましてありがとうございました。 
杉町会長、 執行部の皆さんコロナ禍で大変ですが一年間頑張ってください。 
久保豊年会員・塩本会員・下前会員・濵本会員・渡部会員より  
山本忠男さん、 名誉会員おめでとうございます!
福永会員・三宅会員・濵本会員・古田会員・西開地会員・榎会員・石原会員・岩本会員・野口会員より  
親睦委員会です。 一年間、 居心地の良いクラブ作りを頑張りますので、 よろしくお願いします。 
合田会員より  
本日より、 いよいよ新年度がスタートします。 
明るく・楽しく・元気よく・広島北ロータリーらしく頑張りましょう!
山内会員より  
これからも一年一年積み重ねて、 精進します。 
炭田会員より  
今月、 75才の誕生日を迎えます。 この一年、 
健康に気をつけながら75才で亡くなった父を超えたいと思っています。 また、 よろしくお願いします。 
東会員・山下会員より  (3枚)
誕生日お祝いありがとうございます。 
竹内会員より  
誕生日のお祝いありがとうございました。 今月で56才、 微妙な年齢になりました。 今年も頑張ります。 
Choudhary Smar会員より  (13枚)
先日、 ゴルフ同好会で優勝をさせて頂きました。 初めてこの様な賞を頂き、 感謝の気持ちで一杯です。 
これも先輩皆様方のお力添えがあったからと心より御礼申し上げます。 
ゴルフを始めた時は苦痛でならなかったのですが、 
今ではゴルフや皆様から教えて頂く事が楽しく嬉しく勉強させて頂いております。 ありがとうございました。 
川本会員・松野会員より  
この度、 多打喜会の幹事を務めさせて頂くこととなりました。 不慣れでご迷惑をおかけすると思いますが、 
楽しい会の運営にしていきたいと思いますので、 よろしくお願い致します。 
島本会員より  
和木ゴルフクラブ競技で予選を通過し、 準々決勝のマッチプレーでも勝ち、 幸い4人に残ることができました。 

The Rotary Club of Hiroshima North   4/5



優勝目指して日曜日のマッチプレーにいどみます。 やっと、 半年以上のスランプの出口が見えてきました。 
炭田会員より  
川上 武さんへ 北クラブの先輩でもある二宮實さんからは公私共にいろいろと教えを頂き育ってきた一人です。 
武田龍雄理事長に続いて、 二宮さんの思いを越え、 信用金庫の発展に加えて、 
北クラブのためにもお力を頂ければと願っております。 
荒本会員より  
川上さん、 理事長就任おめでとうございます。 広島地域の発展のためご尽力ください。 
一段とお忙しくなるとは思いますが、 ロータリー活動も引き続き一緒に頑張っていきましょう。 
山内会員より  
遅ればせながらの出宝です。 先月8日、 つばめ交通は創立70周年を迎えました。 
その際には多くの皆様からお祝いを頂戴しました。 この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 
今後も地域交通を支えるインフラの一員として、 末永く社会のお役に立てる企業を目指します。 皆様の応援を、 
どうぞ宜しくお願い致します。 
中山会員より  
前年度久保会長がチコちゃんに叱られていました。 何かスッキリしました(笑)
久保豊年会員より  
チコちゃんに叱られました。 
丸子会員・岡部会員・東会員・吉田会員・平井会員・大賀会員より  
ニコニコ委員会は笑いと拍手が充満するニコニコ時間を目指します!ご協力よろしくお願い致します。 

点鐘

点鐘 
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