
第２４７７回
2021年12月02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 職業奉仕委員会
誕生月お祝い
会長時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱の時間
年次総会
点鐘

誕生月会員お祝い

12月生まれの皆さん
増田 達夫 会員 / 吉永 征史 会員
竹本 功 会員 / 佐伯 秀明 会員
桑原 一通 会員

おめでとうございます! 
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会長時間　　会長　杉町　　孝　会員

去る11月28日(日)に開催いたしました「ロータリー奉仕デー」太田川水系河川の清掃には約270名もの参加があり
、 晴天の下、 ゲストとして元サンフレッチェ広島の森崎和幸さん、 
ドラゴンフライズの朝山將悟さんをお招きし、 
陵北RC・安佐RC・当クラブ3つのRCが合同で行う初めての奉仕事業で、 大変意義のあるものとなりました。 
この様な状況下で行う事が出来ましたのも、 早くから企画運営して頂きました森理事、 
藤田社会奉仕委員長を始め、 委員会の皆様、 理事・役員・会員、 米山学友会の皆さん、 
また会員のファミリー・社員さん・友人・知人・谷本会員の多くの社員さん、 
事務局の逢坂さんなど惜しみないお力添えによるものと厚く御礼申し上げます。 
また、 清掃後のかなわでの懇親会も大変盛り上がり、 
土井先輩の名言である「10杯のお茶よりも1杯の酒」を酌み交わすことが大変大切であるとあらためて感じ、 
今年度の運営方針である「親睦と奉仕」が叶った一日でした。 

さて、 早いもので12月となりました。 
今日はこの後、 年次総会が開催されますが、 次年度に向け少しずつ動き始めてゆきます。 
現年度の会計の中間報告と、 次年度の理事・役員等々が発表されますが、 そちらも楽しみにしております。 
海外では新型コロナウイルスの新たな変異株が、 また大きな問題になってきており大変脅威ではありますが、 
今のところ国内では落ち着いており、 当クラブでは今までと同様に充分なコロナ対策を講じ、 
小委員会開催や親睦会・奉仕事業など取り組んでいきたいと思っております。 
皆様方のご協力を宜しくお願い申し上げます。 

幹事報告　　幹事　吉永　征史　会員

《理事会報告》
*理事役員選考委員会の委員任命
*12/23夜間例会後に新会員紹介懇親会を開催する件。 
*手をつなぐ育成会大会に関する後援名義使用について。 
*3RC合同例会については、 中止となった場合は1/27(木)に通常例会を開催することとした。 
*その他、 詳細はホームページに議事録を掲載します。 
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《お願い》
*来年2月に開催されますIMのご案内を皆様にお送りしています。 
 未回答の方は12月8日(水)の回答期日までに必ず返信をお願いします。 

《BOX配布物》
*ガバナー月信
*中間会計報告書

委員会報告

クラブ総務委員会  鈴木委員長
会員総数 103名
リアル出席 76名
YouTube出席数 8名

社会奉仕委員会  藤田委員長
*11月28日(日)に開催しました「ロータリー奉仕デー」には多数の方にご参加いただき、 
ありがとうございました。 

親睦委員会  福永委員長
*12月23日(木)夜間例会後に『新会員紹介懇親会』を開催します。 
 ご案内をお送りしますので、 多数の方にご出席を頂きますようお願いいたします。 

ニコニコの時間　　ニコニコ委員会　　大賀&平井

【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  
11月28日のロータリー奉仕デーにおきましては会員皆様のご参加ご協力をいただき誠にありがとうございました
。 おかげさまで久しぶりに一般の方も含めての奉仕事業を行うことが出来ました。 奉仕プロジェクトの森理事、 
社会奉仕委員会藤田委員長はじめ委員の皆様、 本当にお疲れさまでした。 
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・平井会員・川本
会員・佐伯会員より  
11月28日のロータリー奉仕デー事業、 皆様のご協力で無事に終わることが出来ました。 
ありがとうございました。 
武部会員より  
公共イメージ委員会の武部でございます。 
先日開催されました「ロータリー奉仕デー」の放映日が決まりましたので、 ご案内させていただきます。 
TV局は広島ホームテレビ「情報ランド」内で放映日が12月9日(木)午前09:55-10:00となっております。 
よろしくお願いいたします。 
谷本会員より  
ロータリー奉仕デーに社員が参加させて頂き、 感謝しております
。 お陰様で普段私が社会貢献活動をしているのを多くの社員が知ることが出来て満足です。 
野口会員より  (大枚)
皆様からの暖かいご支援により、 
スペシャルオリンピックス日本・広島による2022年ナショナルゲームに向けての、 水泳、 自転車、 柔道、 
バスケット、 ボーリングの予選大会が、 先週末をもってすべて無事に終了しました。 
三原で行いました自転車競技においては遠方にもかかわらず、 吉永幹事、 中川副幹事のご臨席を賜り、 
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アスリートとファミリ一の皆様から沢山の感謝の声が寄せられました。 本当に、 本当に有り難うございました!!
庄子会員より  
過日は古稀のお祝いを頂き、 ありがとうございました。 これからもよろしくお願いいたします。 
石原会員より  
前回例会で素敵な誕生日プレゼントを頂き、 ありがとうございました。 
竹本会員より  
誕生日のお祝いありがとうございます。 
佐伯会員より  
この度は誕生日のお祝いをいただき、 ありがとうございます。 
ロータリー会員として経験が浅いものの精一杯活動していく所存でございます。 
引き続きよろしくお願い申し上げます。 
菅会員より  (2枚)
妻の誕生日に花をいただき、 ありがとうございました。 クリスマスに向けて楽しみます。 
倉本会員より  
先日、 岡部ニコニコ委員長のニコニコ劇場に対する並々ならぬ情熱をお聞きする機会がありました。 
深い感銘を受けましたので、 ニコニコさせていただきます。 岡部委員長、 ありがとうございました。 
岡部会員より  
明日からバンド同好会「北歌団」練習再開します。 
キーボードのパートが空いていますので興味のある方はぜひ練習を見に来てください。 
久保豊年会員より  
広島弁護士会が事業継承の取組みを始めました。 
リーフレットをBOXへ入れておきますので宜しくお願いします。 PS.大賀くん、 頑張って!!
山下会員・吉永会員より  
先日ヤクルトが日本シリーズでオリックスを下し、 私たちの出身校
、 県工野球部より日本一の監督が誕生しました。 昨年最下位からの日本一!高津監督、 
優勝おめでとうございます!
吉永会員より  
来年カープのキャッチフレーズが「ガツガツ GUTS!(ガッツ)」と発表され大変驚きました。 
タダで会社名を宣伝して頂きカープ球団には感謝しかありません。 来年、 
1度くらいは取材が来るかとワクワクしています。 
西開地会員より  
所用により早退させて頂きます。 

年次総会　ー中間会計報告ー

The Rotary Club of Hiroshima North   4/6



畑副会計より2021年7月1日～2021年10月31日までの会計について報告がなされた。 

年次総会　ー次年度理事役員選出ー

今年度の年次総会が会員総数103名の内、 出席会員数76名をもって開催されました。 
議長の杉町会長により理事役員選考委員が指名され、 
別室で開催された選考委員会により次年度理事・役員(2023-2024年度会長含む)が選出され、 
全会一致で承認されました。 

なお、 直ちに第1回被選理事会が開催され、 
総会で選出された理事が担当する常任委員会および副幹事・副会計・副SAAが任命され、 
塩本次年度会長により発表された。 

【2022-2023年度理事役員】 (敬称略)
会長(理事・役員) 塩本能尚 
直前会長(理事・役員) 杉町 孝 
会長エレクト(理事・役員) 山内盛利  
副会長兼会員組織常任委員長(理事・役員) 坪内昭吉 
理事(クラブ管理運営常任委員長) 渡部哲生 
理事(公共イメージ常任委員長) 濵本利寿 
理事(奉仕プロジェクト常任委員長) 小林孝憲 
理事(ロータリー財団米山奨学常任委員長) 森 直基 
幹事(理事・役員) 小林直哉 
会計長(役員) 東 正治 
S.A.A.長(役員) 下前嘉彦 
副幹事 高見 仁  / 赤井友昭 
副会計 越智健剛 
副S.A.A. 上河内裕司  / 松野廣志 

塩本次年度会長 挨拶 
先程の総会では次年度の会長就任、 理事・役員の選任にご同意下さいましてありがとうございます。 
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コロナ禍でお話もまだしていない方もいらっしゃいますので改めて塩本と申します。 よろしくお願いします。 
コロナ禍もワクチン接種が進み、 
また飲み薬等の薬も出来上がりつつあり終息の報告に進み次年度からは最初から従来のロータリーの姿でスタート
出来るではないかと期待していましたが、 新しい変異株も登場し、 
まだこのウィルスとは付き合っていかなければならないという難しい舵取りが必要ですが、 
何分力不足なものですから皆様に怒られ、 叱られながら進めていきたいと思っています。 
叱られてばかりではいけないので叱咤激励とご協力をお願いして挨拶とさせて頂きます。 
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