第２４８７回例会
2022年03月10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》
来客紹介
連続出席
ロータリー財団寄付認証
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
点鐘

来客紹介

親睦委員会

石原会員

入会予定者 安藤正裕 様
米山奨学生 コウ モエ 様

連続出席表彰

38年 中尾会員
19年 杉町会員
16年 畑 会員・深川会員
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16年 石井会員
5年 荒本会員
3年 篠崎会員
1年 野口会員・岩本会員
おめでとうございます!

ロータリー財団寄付認証披露

ポール・ハリス・フェロー
藤田会員・森会員・下川会員
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
1回目 山内会員
2回目 中川良男会員
ロータリー財団へのご理解・ご協力ありがとうございました。

会長時間

会長

杉町

孝

会員

皆さんこんにちは。
入会予定者の安藤正裕様、 米山奨学生のコウ・モエさんようこそお越しくださいました。
ごゆっくりお過ごしください
コウ・モエさんは、 この2月20日にリモートでの「米山奨学生終了式」も済み、
受け入れ期間もこの3月で終了となります。
コロナの影響でコミュニュケーションがあまりとれず残念な思いもありますが、 昨年の創立記念に於いて、
ゲストの森本ケンタさんの音楽に合わせて身を委ねて楽しんでいる姿や、
11月に3RCで行ったロータリー奉仕デーには、
河川敷の清掃活動に沢山の奨学生と一緒に取り組んでいただきました。
コロナ禍ではありましたが楽しい思い出もいくつか出来良かったと振り返っております。 これから先、
大学で専攻された日本の美術を通し日本と中国との懸け橋になって頂けるよう頑張って頂きたいと思います。
また、 カウンセラーの篠崎米山奨学委員長には大変お世話になり有難うございました。
後ほど宜しくお願い致します。
まん延防止重点措置期間もこの6日に解除され、 今日は久しぶりの対面例会となり、
こうして皆さんにお会いできることが大変嬉しく思います。
これから各委員会の活発な事業や小委員会の開催などして頂き、
今まで出来なかった活動が出来る様になる事と思っております。
さて、 皆さんも大変危惧されているであろう、 ウクライナとロシアとの戦争についてですが、
ロータリーとしてウクライナに対する人道的支援をどの様に考えるか正副会長幹事でも話をしておりましたが、
今日の理事会でも審議事項にもあがりました。
後ほど幹事から説明させて頂きますので皆様方のご協力を宜しくお願い致します。
この後のプログラムでは、 今年度の近年入会者を中心とした会員の職業紹介を通じ、
クラブ内の親睦と職業奉仕の活性化を図って頂きたいと思います。
今日は元気な松野会員です、 楽しみにしておりますので、 宜しくお願い致します。
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幹事報告

幹事

吉永

征史

会員

《理事会報告》
*4月より親睦会費の徴収を再開します。
*池上会員の3月末での退会が承認されました。
*ウクライナ支援に関する寄付をロータリー財団を通じて行うこととしました。
寄付の方法などは後日お知らせいたします。
《報告》
荒本会員のご母堂様が先月ご逝去されましたが、 クラブからお渡ししましたお香典について、
荒本会員より米山奨学会への寄付にということでお返しをお預かりしましたので、 ご報告申しあげます。
《BOX配布物》
*ガバナー月信
*ロータリーの友誌
*次年度所属委員会表

次年度幹事報告

次年度幹事

小林

直哉

会員

本日、 次年度の所属委員会表をお配りしました。
第1回被選クラブ協議会は4月14日(木)例会後に開催予定です。
次年度理事役員委員長の皆さんは予定しておいてください。

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 66名
YouTube出席数 37名
ゲスト 2名
会報IT委員会 藤原委員長
ロータリーの友誌3月号のご紹介
*横書きP8
*縦書きP4
*縦書きP22
青少年奉仕委員会 小林直哉委員長
*RYLA(ロータリー青少年指導者育成プログラム)のご案内
日時:2022年5月21日(土)〜5月22日(日) 1泊2日
会場:尾道ふれあいの里
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次年度社会・青少年奉仕委員会 三宅会員
*例会終了後、 3F飛鳥の間で委員会を開催します。

米山奨学生終了式

米山奨学生 コウ モエさんの奨学期間が3月で終了しましたので、
本人からのご挨拶とクラブから記念品をお渡ししました。
また、 カウンセラーを務めて下さいました篠崎会員には米山記念奨学会からの感謝状をお渡ししました。

同好会報告

ゴルフ同好会 川本会員
1月例会 和木CG
優勝 土井会員
ベスグロ 島本会員
3月例会 広島GC鈴が峰コース
優勝 山坂会員夫人
ベスグロ 山下会員
野球同好会 松野会員
本日16時より竜王公園にて練習を行います。
3月19日ガバナー杯1回戦が行われます。
全国RC野球大会のアンケートをお配りしています。
バンド同好会 岡部野会員
本日、 練習案内
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ニコニコ箱の時間

岡部&大賀

【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
久しぶりに対面例会が開催でき、 心地良い緊張感を感じております。
やはり直接会えるのは良いですね!引き続き楽しいクラブ運営に努めますので宜しくお願い致します。
コウ モエさん、 卒業おめでとうございます。
松野会員、 卓話ビシッとお願いします!
荒本会員・松本会員・西開地会員・篠崎会員より
コウモエさん、 米山奨学生の終了おめでとうございます。
何かと制約の多かった1年でしたがロータリー精神を学び日本の良いところを感じて頂けましたか。 このあとも、
日本で、 進学・就職と大変ですが、 頑張ってください。
そして、 将来は日本と母国との間の「懸け橋の役割」を果たして頂きますよう祈念いたします。
合田会員より
安藤さん、 本日はようこそ例会にゲスト参加頂きました。 来週の入会式、 楽しみにしています。
東会員より
安藤さん、 来週の入会式、 所用で出席が出来ません。 ごめんなさい。
松野会員より (2枚)
*本日、 皆様の貴重な時間を頂き、 卓話をさせて頂きます。 よろしくお願い致します。
*最近、 自分自身の気配りの無さを痛感し、 変わっていこうと決意しましたので、
決意表明の一枚よろしくお願いいたします。
小林(孝)会員より
松野会員、 卓話楽しみです。 よろしくお願いいたします。
下川会員より
ポールハリスフェローの認証を頂きました。 ありがとうございます。
久永会員より
連続出席46年を祝って頂き、 ありがとうございます。 コロナに負けず、 元気に頑張っていきたいと思います。
会員の皆様、 これからもよろしくお願いいたします。
荒本会員より
連続出席表彰ありがとうございました。 会員の皆様のおかげで5年間楽しく活動することができました。
今後も引き続きよろしくお願いします。
土井会員より
多打喜会1月例会で何十年振りに優勝しました。 吉永さん、 松野さん、 西開地さん
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、 励ましてもらいありがとうございました。
山坂会員より (2枚)
多打喜会でまたまた妻が優勝しました。 ありがとうございました。
吉永会員より
3月5日に開催された多打喜会にて準優勝する事が出来ました。 スコアには満足していませんが、
少しづつ練習の成果が出ている気がします。 常に80台が出せるよう頑張ります!
上野会員より
今月、 結婚56年を迎えました。 多くの皆様に支えて頂いたお陰です。 ありがとうございます。
竹本員より
3人目の孫が生まれました。 孫が通う幼稚園が出産前日にコロナで学級閉鎖になったり、
首都圏でのコロナ渦の出産は色々ありましたが、 無事元気な女の子が生まれホッとしております。
倉本会員・佐伯会員より
今年2回目の対面例会で皆様にお会いでき大変うれしく思っております。
元気な皆様にお会いできたので1枚ずつ出宝致します。
庄子員より
皆様、 お元気ですか?

卓話時間

職業奉仕委員会担当
『近年入会会員会社紹介』
卓話者 松野 廣志 会員
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