
第２４７６回例会
2021年11月18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『奉仕の理想』静聴
来客紹介
連続出席表彰
会長時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱の時間
卓話時間
点鐘

来客紹介　　　親睦委員会　　倉本会員

国際ロータリー第2710地区
ロータリー財団委員会
資金管理小委員長 古澤 宰治 様(広島中央RC所属)

連続出席表彰

32年 槇殿 透 会員
17年 東 正治 会員
15年 桑村 守 会員
3年 竹本 功 会員
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おめでとうございます! 

賀寿お祝い

70才 庄子佳良 会員

おめでとうございます! 

会長時間　　会長　杉町　　孝　会員

さて、 早いもので11月も中旬を過ぎ、 朝晩だいぶ寒くなってきたねと言葉を交わす様になりました。 
先週もこの会長時間にお話しさせていただきましたが、 11月はロータリー財団月間です。 
今日は、 地区ロータリー財団委員会資金管理小委員長の古澤宰治様をお招きしての卓話となっております。 
ロータリー財団についての詳しいお話を聞くことが出来る事と、 楽しみにしております。 
また先週に引き続き今週も、 100万ドルの食事となっておりますが、 
皆様方のご協力とご理解を宜しくお願い致します。 
先週の12日の金曜日に、 京都伏見RCさんとの姉妹クラブ提携継続調印式に行き、 
無事完了致しましたことを皆様にご報告させていただきます。 
例会終了後には京都伏見RCのメンバーさんの案内で、 杭迫先生の書道教室の見学や、 
京都伏見にある月桂冠の大倉記念館を見学し、 
宇治川派流と濠川を下る十石舟に乗り風情を楽しませて頂きました。 その夕方には、 
竹中会長の京料理・清和荘にて懇親会を開いて頂き友好を深めてまいりましたが、 
やはり大勢のメンバーでの懇親会が出来なかったことは残念でなりませんでした。 
次年度の姉妹クラブの調印式では、 多くのメンバーさんとお会いできる事をお誓いし、 お別れいたしました。 
次年度は、 京都伏見RCさんは創立50周年を迎えられます。 
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そのイベントには是非大勢でお越しくださいと、 
京都伏見RCの藤谷会長エレクトさんより塩本会長エレクトに託されておられました。 
それでは、 この後の卓話時間を楽しみにしておりますので、 古澤様宜しくお願い致します。 

幹事報告　　幹事　吉永　征史　会員

ご案内 
*次週11月25日(木)は休会です。 次回例会は12月2日(木)です。 「年次総会」となっていますので、 
よろしくお願いします。 
*スペシャルオリンピックス広島1年前イベントのお知らせ。 

BOX配布物 
*ロータリーの友
*12月例会予定表

委員会報告

クラブ総務委員会  下川副委員長
会員総数 103名
リアル出席 75名
YouTube視聴数 6名
来賓 1名

親睦委員会  福永委員長
*本日18時より「カナック」において親睦委員会を開催します。 

社会奉仕委員会  中根副委員長
*本日、 例会終了後、 21F曙光の間で委員会を開催します。 

財団プログラム委員会  池久保副委員長
*今日の食事は100万ドルの食事となっています。 差額はロータリー財団への寄付とさせて頂きます。 

米山奨学委員会  篠崎委員長
*先週行いました100万ドルの食事では皆様に協力していただき、 
100,350円を米山記念奨学会に寄付をすることが出来ます。 ありがとうございました。 
*【特別展】毛利元就没後450年記念特別展のご紹介

会報IT委員会  川本会員
*ロータリーの友11月号紹介
 縦書きP48 広島安芸RCの活動
 横書きP7 ロータリー財団特集記事
 その他にも興味深い記事が掲載されていますので、 是非、 ご一読下さい。 
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姉妹クラブ友好提携継続調印式報告　姉妹クラブ特別委員会　浦委員長

先週、 
11月12日(金)に京都で行われた第33回姉妹クラブ友好提携継続調印式に杉町会長・吉永幹事・塩本会長エレクト・
小林直哉幹事エレクトと5名で出席してきました。 

ニコニコ箱の時間　　　岡部&平井

【来賓出宝】 
古澤様より  (2枚)
2710地区ロータリー財団委員の古澤です。 本日、 卓話よろしくお願いします。 

【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  
国際ロータリー2710地区 ロータリー財団委員会 資金管理小委員長 古澤宰治様
本日は当クラブの例会におこしいただきありがとうございます。 
今日は財団についてしっかりと勉強したいと思います。 後ほどの卓話、 何卒よろしくお願いいたします。 
荒本会員・越智会員・池久保会員・上田会員・桑原会員より  
古澤様、 本日はお忙しい中当クラブの卓話のためにお越しいただきありがとうございます。 
しかっり勉強させていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 
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杉町会員・吉永会員・塩本会員・小林(直)会員・浦会員より  
11月12日に第33回姉妹クラブ友好提携継続調印式の為、 京都へ行ってまいりました。 
今年も例年のように大勢での訪問は出来ませんでしたが、 しっかりと親睦を深めることが出来ました。 
来年こそはコロナも落ち着き、 京都からたくさんの会員さんをお迎え出来ることに期待しましょう。 
浦会員より  
先週11月12日金曜日に京都伏見RCとの姉妹クラブ提携継続調印式が執り行われました。 
新型コロナの影響もありイレギュラーなかたちでの開催ではありましたが、 無事終わりホッとしております。 
みなさまありがとうございました。 
吉永会員・中川 良浩会員より  
11月14日(日)に中央森林公園で開催されたスペシャルオリンピックス日本・広島大会の自転車競技の見学に行って
きました。 障害を持ちながらも精いっぱい頑張る選手たちはみんな輝いて見えました。 我々も急遽、 
表彰状のプレゼンターという大役をいただき、 選手たちと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしました。 
野口会員大変お世話になりありがとうございました。 
来年のナショナルゲームも必ず応援に駆け付けたいと思います。 
土井会・久保(雅)会員・石井会員・越智会員・下川会員・森会員・平井会員より  
11月14日(日)洋北山歩隊による三滝山登山を開催いたしました。 
今回は参加者それぞれが好きな食べ物や飲み物を持参し、 気楽に登山を楽しむ企画でした。 
お陰様で天候にも恵まれ、 紅葉を楽しみながら和気あいあいと素敵な時間を過ごすことができました。 
有り難うございました。 
次回は12月25日に宮島弥山登山&忘年会を企画しております。 奮ってのご参加をお待ちしております。 
槇殿会員より  
お陰様で連続32年これからも頑張って出席いたします。 ありがとうございます。 
竹本会員より  
連続出席の表彰ありがとうございます。 あっという間の3年間でした。 引き続き。 よろしくお願いいたします。 
庄子会員より  
古稀を迎えた庄子です。 元気なうちは頑張りますのでよろしくお願いします。 
樽本会員より  
52才になりました。 引き続き、 よろしくお願いします。 
杉町会員より  
先日は妻の誕生日に綺麗なお花を頂き、 ありがとうございました。 妻も大変喜んでおりました。 
吉良会員より  
先日、 長男夫婦に男の子が誕生し53歳にしておじいちゃんとなりました。 やっぱり初孫は可愛いものですね。 
倉本会員より  
この度、 野球同好会のサブマネージャーを拝命いたしました。 
松野マネージャーと共に野球同好会の発展のため身を粉にして働きます。 よろしくお願いします。 
岡部会員より  
本日、 中国新聞にて弊社が12月に導入する広島弁配膳ロボットについて取り上げられました。 
12月10日オープンの東広島市黒瀬町カルビッシュで導入予定です。 
佐々木会員より  
本日、 11月第3木曜日はボジョレーヌーボーの解禁日です。 ここで今夜使える豆知識です。 
『昔は11/15でしたが1985年から11月第3木曜日に決まりました。 なぜか? 理由は簡単で15日に決めてしまうと、 
その日が土日になったりで運送会社が休みになって解禁日ぶヌーボーが間に合わなくなったりするからです。 』
大賀会員より  
ニコニコの発表でいつもすべっている私ですが、 そんな私のことを面白いと言って下さった久保豊年さん、 
ありがとうございます!
平井会員より  
本日、 慌ててしまいロータリーバッジを着け忘れてしまいました。 
お貸しして下さった濵本さんありがとうございます。 
下川会員より  
本日、 所用があり早退させて頂きます。 大変申し訳ございません。 

プログラムの時間
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『ロータリー財団について』

国際ロータリー第2710地区
ロータリー財団委員会
資金管理小委員長 古澤 宰治 様
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