
第２４９０回例会
2022年04月14日(木)12:00

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
ロータリーソング静聴 《われらの生業》
来客紹介
連続出席表彰
会長時間
幹事報告
委員会報告
グローバル補助金奨学生 帰国報告
2019-20年度国際奉仕事業終了報告
ニコニコ箱の時間
卓話時間
点鐘

来客紹介　　　親睦委員会　　西開地会員

2020-2021年度グローバル補助金奨学生
河野 絢子 様

連続出席表彰

36年 上野会員 32年 岡崎会員
16年 上河内会員 8年 下川会員
6年 小林直哉会員
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3年 西開地会員・赤井会員

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!
前年度グローバル補助金奨学生の河野様、 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。 
ここのところ随分と暖かい日が続いておりましたので、 
今日は少しひんやりと感じますが皆様お変わりありませんでしょうか?

4月24日～30日は、 世界予防接種週間です。 
現代医学の最大の進歩の一つであるワクチンは、 安全で効果があり、 毎年数百万人もの命を救っています。 
ポリオ根絶活動の目覚ましい進捗は、 ワクチンが効果的であることを証明するものです。 
世界ポリオ根絶推進活動によると、 
これまでにポリオワクチンによって推定2,000万人以上の子供が身体麻痺から救われました。 
ポリオウイルスがどこかに存在している限り、 世界のどこでも脅威となるため、 
子供たちへのワクチン接種を継続していく必要があります。 
ロータリー地区はDDF(地区財団活動資金)を寄贈することで、 
ポリオ根絶活動のファンドレイジング目標である毎年5,000万ドル、 (日本円で50億円)の達成に貢献できます。 
これからも皆様方のご協力を宜しくお願い致します。 

さて、 来週の21日(木)の例会は、 24日(日)に例会変更をし、 「創立53周年記念例会並びに夫人同伴懇親会」と、 
過去2年間で「祝寿」を迎えた方へのお祝いを兼ねた会となっております。 
コロナの影響によりなかなか開催が難しい状況でしたが、 
3年ぶりの開催となり久しぶりにご夫人を伴っての会になります。 
しかし、 まだコロナ感染は収束しておらず、 皆様方へ感染防止のご協力をお願い致します。 
例年とは違う創立記念例会になろうかと思いますが、 丸子理事・福永親睦委員長や鈴木クラブ総務委員長の下、 
各委員会の皆さんが、 色々な企画をして頂いておりますので、 皆様方多数のご出席をお待ちしております。 

幹事報告　　幹事　吉永　征史会員

《理事会報告》
*持ち回り理事会報告
《お知らせ》
*次週4月21日(木)の例会は24日(日)に変更し、 
同日18時から《創立53周年記念例会並びに夫人同伴懇親会》を開催します。 
お間違えのないようお願いいたします。 

*地区ロータリー奉仕デーが実施されるに伴い、 カープとのコラボTシャツの注文を受けましたが、 
この度Tシャツが届きましたので、 受付でお配りしています。 

*創立53周年記念例会の出欠およびIMの出欠について回答期限が本日までとなっております。 
未回答の方は早急に出欠をご提出ください。 
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《BOX配布物》
*ロータリーの友誌

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 7名
来客 1名

職業奉仕委員会   小林孝憲委員長
*5月19日(木)16時30分より広島国際空港において職場訪問例会を開催します。 
 終了後にはフォレストヒルズガーデンで懇親会も開催しますので、 是非、 ご参加をお願いします。 

会報IT委員会   藤原委員長
*ロータリーの友誌4月号の紹介
 縦書きP23
 東広島RC創立35周年記念事業の紹介
 福山東RC・松永RC ロータリー奉仕デーの紹介

次年度幹事報告　　次年度幹事　小林　直哉　会員

*本日、 例会終了後、 第1回被選クラブ協議会を開催します
。 次年度理事役員委員長の皆さんは3F飛鳥の間にお集まりください。 

2020-21年度グローバル補助金奨学生　帰国報告

UCバークレー大学で学んでいた河野さんが一時帰国されましたので、 
今後のことなど含めて報告して頂きました。 

2019-2020年度国際奉仕事業終了報告

2019-2020年度の国際奉仕事業であったフィリピン・メイカワヤンイーストRCとの共同事業
『フィリピン・メイカワヤン市の小学校における給水設備設置事業』についてコロナでフィリピンが全土でロック
ダウンするなどして中断していたが、 この度、 すべての工事を終え、 事業が終了した。 

報告者
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2019-2020年度奉仕プロジェクト常任委員長 岡部会員
2019-2020年度国際奉仕委員長 谷本会員

ニコニコ箱の時間　　大賀副委員長

【会員出宝】 
※先週4/7例会でご紹介できなかったニコニコをご紹介します。 
佐伯会員より  
4月1日より、 弊社頭取の平岡英雄が会長に、 専務の松岡健が頭取に就任しました・頭取の松岡は50才にあり、 
全国の地方銀行のトップでは最年少となります。 お客様のお役にたてるよう精進して参りますので、 引き続き、 
よろしくお願いいたします。 
松本会員より  
4月1日に弁理士を1人迎え、 弁理士2人体制となりました。 より良い知財サービスを提供してまいります。 
谷本会員より  
入札の時期を過ぎ、 久しぶりに対面例会に参加し、 久しぶりに皆様に直接会えて嬉しく思います。 
池久保会員より  (3枚)
昨日は負けましたが今年はより一層頑張って参るよう言い伝えております。 監督業も3年目、 
皆様引き続き応援の程、 よろしくお願いします。 
野口会員より  (大枚)
3月末、 バルコム様にようやく特別仕様の安全靴を納品させて頂きました。 
尊敬する山坂さんの大切な社員様の安全と快適な職場づくりに少しでも7お役に立てることが出来れば、 
本当に幸せです。 ご安全をお祈りいたします。 
佐伯会員より  
4/3、 洋北山歩隊のお花見会に急遽体調不良により参加出来ず申し訳ございませんでした。 
岡部会員より  
桑原先生、 歯の治療で大変お世話になりました。 
島本会員より  
今日、 夢を見ました。 米倉涼子が僕の彼女で楽しい時間を過ごしました。 

※ここから4/14例会分です。 
杉町会員・山内会員・吉永会員・宮本会員・中川良浩会員より  
①グローバル補助金奨学生 河野絢子さん、 本日はようこそお越しくださいました。 また、 
昨年8月にはZoomで例会に参加して頂きありがとうございました。 
留学中はコロナ禍で大変だったと思いますが、 今後益々のご活躍をお祈りいたします。 
②岡部会員・谷本会員 2019-20年度フィリピンでの国際奉仕事業お疲れ様でした。 
中川良浩会員より  
吉永幹事の計らいにより、 本日例会の司会を経験させていただいております。 
至らぬ点があろうかと思いますが、 噛んだ数だけ来週出宝しますのでご容赦ください。 
岡部会員より  
中川副幹事、 本日司会ご苦労様です。 ご安心ください
。 ニコニコ委員会が責任を持って噛んだ数をカウントいたします。 
上河内会員より  
本日は連続出席16年の表彰をしていただきありがとうございます。 
節目の15年が過ぎつぎの節目は20年ですが辿り着けるのでしょうかね。 
また変なウイルスが発生したりして大変なことにならなければ良いのですが、 
私だけでも感染しないように頑張ります。 
塩本会員・坪内会員・小林直哉会員・高見会員・赤井会員より  
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本日の例会終了後、 第1回被選クラブ協議会を開催します。 次年度理事役員委員長の皆様にお集まり頂き、 
次年度会長の方針や計画の説明をさせて頂き、 次年度クラブ運営の第一歩を踏み出す日となります。 
次年度クラブ運営にあたり、 皆様のご協力とご尽力を宜しくお願い申し上げます。 
久保豊年会員より  
河野さん、 お帰りなさい。 バークレーではオンラインだけで大変だったと思います。 
スタンフォードでの更なる研究に期待しています。 
インパクト調査についてまたゆっくりとお聞き出来ればうれしいです。 
岡部会員より  
本日、 2019-2020年度フィリピンでの国際奉仕事業の報告をさせて頂きました。 
谷本会員をはじめ委員会や執行部の皆様、 ご苦労様でした。 
岡部会員より  
2019-2020年度国際奉仕委員会の事業報告が出来て自分の中でようやく委員会が終了したとホッとしました。 
世界が変わる節目で大変でしたが、 当時の粟屋会長、 島本幹事、 岡部常任委員長、 そして委員会の皆様、 
ありがとうございました。 
島本会員より  
2019-2020年度岡部理事、 谷本委員長、 フィリピンの水供給事業のご報告をありがとうございました。 
当該年度幹事より。 
平井会員より  
本日、 新会員の企業紹介ということで、 皆様の大変貴重なお時間を頂戴し、 卓話をさせて頂きます。 
どうぞよろしくお願い致します。 
吉良会員より  
先週の例会で誕生日を祝って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。 
西開地会員より  
本日の親睦委員会のお客様紹介で不手際があり、 進行を遅らせてしまいました。 以後、 気をつけます。 
平井さん、 卓話頑張ってください。 
丸本会員より  
広島女学院高等学校からアンケートの依頼がございました。 
アンケートの内容はSDGsの5番「ジェンダー平等を実現しよう」についてです。 各企業はSDGs5番について、 
どのように認識を氏、 それを実現しようと取り組んでいるかを研究テーマとしてます。 ご協力の程、 
よろしくお願いします。 

卓話時間

担当:職業奉仕委員会
近年入会会員企業紹介
平井 淳司 会員
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