
第２４８９回例会
2022年04月07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
来客紹介 親睦委員会
誕生月会員お祝い
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

影絵ユースワークショップ
土井 紀子 様
原田ひかる 様
土井 亜子 様

誕生月会員お祝い
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上河内会員・池久保会員・小河 会員
濵本 会員・吉良 会員・岡部 会員
中川良浩会員・安藤 会員・川本 会員

おめでとうございます! 

会長時間　　　会長　杉町　　孝 会員

皆さんこんにちは!
影絵ユースワークショップの皆様、 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ませ。 
桜の花も満開となり、 春爛漫の季節となりましたが、 皆様いかがお過ごしでしょうか?
4月3日(日)には、 洋北山歩隊の皆さんは、 2年ぶりとなる「花見会」を白島九軒町の桜の名所、 
白潮公園で桜が満開の下で、 大変美味しい食事とお酒を堪能されたようです。 

さて、 ロータリーでは4月は「母子の健康」月間となっておりますので、 
ロータリーブログより一部紹介させて頂きます。 
毎年、 5歳未満で命を落とす子供は世界で推定590万人となっており、 その原因は
、 栄養失調や適切な医療衛生設備の欠如など、 どれも予防が可能なものばかりです。 
予防可能なことで母子が命を落とすことがあってはならないとロータリーは考えます。 
すべての母子が質の高い医療が受けられるよう支援活動を行っており、 
例えば教育・予防接種・出産キット・移動クリニックなど持続可能な色々な方法で母子の健康を推進しています
。 また、 女性を対象に、 HIV母子感染の予防、 母乳による授乳、 病気に関する教育なども行っています。 
今も尚、 ロシアのウクライナへの侵略戦争が続いておりますが、 
この戦火で小さな命や母親・民間人など多くの人が亡くなっております。 
悲惨な映像をテレビなどで見るにつけ、 戦争はあってはならないものとあらためて感じております。 
世界のロータリアンは戦地ウクライナへ支援金及び、 物資の供給を行っており、 
当クラブも皆様方の温かい支援金をロータリー財団の直接的人道支援の窓口である「災害救援基金」に寄付させて
頂いております。 皆様方のご協力誠に有難うございました。 

また、 50周年事業でご縁が出来た安芸郡海田町に、 
人吉中央RC様から頂いた見舞金と当クラブのニコニコ資金を合わせ、 消防団救助活動用ゴムボートや、 
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インバーター搭載発電機など浸水対策備品を寄贈させていただきました。 
中国新聞や経済レポートにも掲載されましたので、 ご報告致します。 

今日のプログラム時間では
、 
広島市の高校生・大学生の有志が中心となり平和を願い行ってきた「小さな祈りの影絵展2021」の活動のご報告
があります。 この事業は2013年より青少年奉仕委員会がサポートさせて頂いてきました。 
この後、 土井様よろしくお願い致します。 

幹事報告　　幹事　吉永　征史会員

《理事会報告》 
*持ち回り理事会
*第10回理事会

《報告》 
*ウクライナ支援のためのロータリー財団への寄付を皆様にお願いしましたが、 
931,000円(8,025ドル)が集まりました。 
今回は地区を通さず直接ロータリー財団へのウクライナ支援寄付として送ったことを報告いたします。 

《BOX配布物》 
*ガバナー月信
*春の日本画展ご案内

委員会報告

クラブ総務委員会   下川会員
会員総数 103名
リアル出席 70名
YouTube出席数 10名
来客 3名

財団プログラム委員会   越智委員長
*次週4月14日(木)の例会食事はウクライナ人道支援のための100万$の食事といたします。 

親睦委員会   福永委員長
*4月24日(日)に『創立53周年記念例会並びに夫人同伴懇親会』を開催いたします。 
 回答期日は4/14です。 多数のご出席をお待ちしております。 

同好会報告

野球同好会   倉本会員
*ガバナー杯親善野球大会の報告
*全国RC親善野球大会のお知らせ 試合日時 5/14(土)8:30
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ゴルフ同好会   松野会員
*3/24 広島カンツリー倶楽部 3月例会報告
 3位 松野会員
 2位 吉永会員
 優勝 東 会員
 ベスグロ 山下会員
*次回4月例会 4月23日 芸南CC

ニコニコ箱の時間　　　平井会員

【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  
影絵ユースワークショップの土井紀子さん・原田ひかるさん・土井亜子さん。 ようこそお越しくださいました。 
小さな祈りの影絵展についてのお話、 大変楽しみにしております。 後ほど宜しくお願い致します。 
森会員・小林(直)会員・吉良会員より  
影絵ユースワークショップの土井紀子さん・原田ひかるさん・土井亜子さん、 ようこそいらっしゃいました。 
本日の「小さな祈りの影絵展2021」活動内容に関する報告、 よろしくお願いいたします。 
岡部会員より  
本日卓話者の土井紀子様、 一昨年小さな祈りの影絵展引継ぎをお願いした岡部でございます。 
その節はたいへんおせわになりました。 本日私が例会欠席のためニコニコ出宝にて御礼申し上げます。 
小林(直)会員・高見会員・赤井会員より  
去る3月29日、 歴代正副幹事の皆様に次年度幹事・副幹事の激励の会を開催して頂きました。 次年度、 
しっかりと頑張りますので引き続きよろしくお願いいたします。 
上河内会員より  
4月で55歳になりました、 還暦で折り返して早くも5年が経ちました。 
本日お祝いをしていただきありがとうございます、 
年齢に負けないように身体(頭を除いて)も若返っていきたいと思います。 
池久保会員より  
本日は誕生日のお祝いをして頂き、 ありがとうございました。 引き続きよろしくお願いいたします。 
川本会員より  
お陰様で今月で44才になります。 これからもご指導の程よろしくお願いします。 
濵本会員より  
今月47才になります。 今年も楽しい1年になるよう色々とチャレンジして行きます。 
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迫会員より  
先日、 妻の誕生日にお花が届きました。 ありがとうございます。 恒例のプレゼントに、 
妻の毎年楽しみにしております。 今後ともよろしくお願いします。 
下川会員より  
先日は妻の誕生日にきれいな花を頂きありがとうございました。 
安藤会員より  
先日、 妻にロータリーからバースデイフラワーが届きました。 大変喜んでおりました。 ありがとうございます。 
樽本会員より  
妻のお誕生日に素敵な花を頂きありがとうございました。 可愛い花を頂いたと大変喜んでいました。 
東会員より  (大枚)
歴史と伝統のある多打喜会に久々に参加させて頂き、 優勝させて頂きました。 
谷本会員・西開地会員・川本会員と楽しく廻らせて頂きました。 
松野会員より  (2枚)
①先月の多打喜会にて3位入賞することが出来ました。 
上河内会員・久保(豊)会員・吉永会員と終始いじって頂き、 リラックスしてプレイ出来ました。 
ありがとうございました。 
②プレイ後のミーティング段取り悪く申し訳ございませんでした。 次回以降、 改善します。 
土井会員・山坂会員・久保(雅)会員・石井会員・山内会員・越智会員・藤原会員・倉本会員・平井会員より  
4月3日、 中区白島の白潮公園にて洋北山歩隊「お花見会」を開催いたしました。 好天候に恵まれ、 
満開の桜の下で美味しい料理とBBQを楽しむことができました。 隊員だけでなく、 沢山のご家族も参加され、 
笑顔あふれるなか懇親を深めることができ、 大盛会で終われた事をご報告いたします。 
次回の企画が決まりましたらご連絡いたしますので、 奮ってのご参加をよろしくお願いいたします。 
有り難うございました。 

卓話時間

青少年奉仕委員会担当

影絵ユースワークショップ
土井 紀子 様
原田ひかる 様
土井 亜子 様
演題 『小さな祈りの影絵展2021活動内容に関するご報告』
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米山記念奨学会寄付認証披露

米山功労者 
第1回 
谷本会員・荒本会員・宮本会員・藤田会員・小林孝憲会員
第2回マルチプル 
東会員・畑会員
第4回マルチプル 
久永会員・泉会員

米山事業へのご理解・ご協力に感謝いたします。 
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