
第２４７８回
2021年12月09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「われらの生業」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
同好会報告
ニコニコの時間
卓話
点鐘

来客紹介　　親睦委員会　佐伯会員

卓話来賓
国際ロータリー第2710地区米山学友会
会長 福山 周 様
 周 霜 様
 レシー タン 様

ゲスト
米山奨学生 コウ モエ 様

連続出席表彰
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26年 中山会員
23年 山下会員・三保会員
21年 庄子会員
19年 坪内会員
16年 神農会員
14年 鈴木会員
13年 岡部会員
7年 樽本会員
4年 松本会員
2年 平井会員

会長時間　　　会長　杉町　　孝 会員

皆さんこんにちは。 
今日はお客様として、 現在2710地区米山学友会の会長である福山周さん、 元米山奨学生のレシー・タンさん、 
同じく周 霜様にお越しいただいております。 
福山さんは、 2002-03年度の当クラブ米山奨学生で当時のカウンセラーは中根会員でした。 
卓話時間に地区米山学友会について色々なお話をお伺いできるものと楽しみにしております。 

さて、 12月は疾病予防と治療月間です。 
我々ロータリアンは、 この問題にどの様に関わっているかを考える必要があると思います。 
ロータリーの重点分野の一つである「疾病予防と治療」。 
2014年10月RI理事会は、 12月を重点分野である「疾病予防と治療月間」としました。 
目的は、 疾病の原因と影響を減らすための活動と研修の支援です。 
ロータリー財団は、 次のような形で疾病を予防し、 健康を促進するのを支援しています。 
1. 地元の医療従事者の能力向上。 
2. 伝染病の伝播を食い止め、 非伝染病の発生とそれによる合併症を減らすための疾病予防プログラムの推進。 
3. 地域社会の医療インフラの改善。 
4. 主な疾病の蔓延を防止するための、 地域社会の人々の教育と動員。 
5. 疾病またはけがによって引き起こされる身体障害の予防
などです。 
また、 ロータリーの代表的な「疾病予防と治療」のポリオ・プラスは、 ロータリー創立80周年事業として、 
1985年にポリオプラス・プログラムを開始しました。 
ポリオ・プラスは、 国際ロータリーの特別プログラムであり、 撲滅の証明が達成されるまで、 
他のすべてのプログラムに優先されます。 
他、 ロータリー財団が認める「疾病予防と治療」の活動は、 
1. 伝染病の予防と管理。 
2. 蚊やほかの媒介生物(病原体を媒介する生物)を通じて感染する疾病。 
3. 非伝染病の予防と管理。 
4. その他の活動として、  疾病予防と治療に関連する大学院課程で学ぶための奨学金。 
それらの活動に関連する教育的要素に焦点を当てた職業研修チーム(VTT)など、 
それらが、 ロータリー財団とロータリークラブが担っている「疾病予防と治療」であります。 

最後になりましたが、 京都伏見RCの玉井公詞さんが11月2日にお亡くなりになり、 
クラブより弔電を打たせて頂きました。 
また、 7日には元会員の福田拓造さんが逝去され、 姉妹クラブに発展する元となった野球交流会・広京会や、 
全国ロータリークラブ甲子園野球大会の中心的な役割をして頂いたお二人に、 
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
以上で会長時間を終わります。 
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幹事報告　　幹事　吉永征史会員

《報告》 
*本日、 
持ち回り理事会においてインフォーマルミーティングにおける一人当たりの補助額を3,000円から5,000円にするこ
とを承認して頂きました。 本日以降のインフォーマルミーティングより対象となります。 
*1月26日(水)に予定していました『3RC合同例会』は残念ながら中止となりました。 
 1月27日(木)には通常通りの例会を開催します。 

《BOX配布物》 
*ロータリーの友12月号

委員会報告

クラブ総務委員会  深川会員
会員総数 103名
リアル出席 72名
YouTube出席数 11名
来賓 3名
ゲスト 1名

会報IT委員会  松野会員
*ロータリーの友12月号のご紹介
 縦書きP18 広島東南RC 温泉川会員の投稿記事のご紹介

同好会報告

ゴルフ同好会  川本会員
*12月4日 和木ゴルフ倶楽部 成績発表
 3位 丸本会員
 準優勝 島本会員
 優勝 下前会員

*次回多打喜会 1月15日(土)和木ゴルフ倶楽部

The Rotary Club of Hiroshima North   3/5



ニコニコ箱の時間　　大賀&吉田

【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  
米山学友会の福山 周さん、 レシー・タンさん、 周 霜さん、 米山奨学生のコウ モエさん、 
本日は広島北RCの例会にようこそ。 
米山学友会の皆様、 後ほどの卓話もよろしくお願いいたします。 
塩本会員・坪内会員・小林直哉会員・渡部会員・濵本会員・小林孝憲会員・森会員・東会員・下前会員・越智会員
・上河内会員・松野会員・高見会員・赤井会員より  
先日は総会にて次年度理事役員に選出・ご承認いただき、 ありがとうございました。 一同、 
力を合わせて円滑なクラブ運営に努めて参りますので、 何卒宜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  
福山さま、 周霜さま、 レシータンさま、 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、 皆様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。 
中山会員より  
今月で入会からの連続出席26年となりました。 
これからも健康に気をつけて出来る限り続けていければと思います。 
坪内会員より  
連続出席19年表彰ありがとうございました。 これからも元気で頑張りますのでよろしくお願い致します。 
鈴木会員より  
連続出席14年表彰ありがとうございました。 皆様、 これからも宜しくお願いします。 
岡部会員より  
連続出席13年表彰ありがとうございます。 マイペースでこれからも頑張ります。 よろしくお願いします。 
樽本会員より  
連続出席の表彰をして頂きありがとうございました。 12/18で丸7年になります。 
8年目も頑張りますので引き続きよろしくお願いします。 
島本会員より  (4枚)
先日の多打喜会で4アンダーで2位でした。 調子が戻りつつあります。 杉町会長、 
吉永幹事出席ありがとうございました。 アンダー分を出宝いたします。 
下前会員より  (大枚)
多打喜会で久しぶりに優勝できました。 
岡部会員より  (2枚)
明日、 カルビッシュ5号店が東広島市黒瀬町にオープンします。 
元々は30年前から営業していた古い店を事業再構築補助金を活用してダイナミックにリニューアルしました。 
遠方ですが、 是非、 ご利用ください。 
山坂会員より  (2枚)
第1回全国実業団空手選手権大会の組手女子団体戦でバルコムチームが優勝しました。 また、 個人戦では八頭
司 昭が準優勝しました。 
野口会員より  
バルコム様、 マルコガラス様でお世話になっております当社の安全靴が本日、 
トヨタ自動車東日本様にて正式採用となりました。 
これから益々広島でも元気に営業を頑張ろうと思います!どうぞよろしくお願いいたします。 
庄子会員より  
昨日、 福田拓造さんの通夜に行ってきました。 福田さんにはいろいろお世話になりました。 
心からご冥福をお祈りします。 
下川会員より  
本日、 所用のため早退させて頂きます。 
合田会員より  
本日、 所用のため早退させて頂きます。 
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卓話時間

国際ロータリー第2710地区米山学友会
会長 福山 周 様(元米山奨学生)
『米山学友会について』

元米山奨学生 周 霜 様
『留学生活と近況報告』

元米山奨学生 レシー タン 様
『日本留学のきっかけと米山奨学会との出会い』
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