
第２４９４回例会
2022年05月26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
ロータリーソング静聴 『われら広島北ロータリー』
来客紹介 親睦委員会
連続出席表彰
会長時間
幹事報告
委員会報告
同好会報告
ニコニコ箱の時間
卓話
点鐘

来客紹介　　親睦委員会　倉本会員

卓話来賓 
海田町長 西田祐三 様
海田町総務部防災課長 宮垣将司 様

ゲスト 
米山奨学生 チィン ドゥク チャン コン アン君

委嘱状披露
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ロータリー米山記念奨学会より米山奨学生アン君の世話クラブとしての委嘱状を頂戴しておりますので、 
ご披露いたします。 

また、 アン君のカウンセラーとして吉永幹事にも委嘱状を預かっていますので、 杉町会長よりお渡しします。 

連続出席表彰

21年 久保雅史 会員
10年 吉永征史 会員
6年 中川良浩 会員
6年 久保豊年 会員

また、 10年連続出席を達成された吉永会員には永年連続出席表彰として、 特別な記念品が贈られました。 

皆様、 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。 
また、 海田町長 西田祐三様、 総務部防災課長 宮垣将司様、 米山奨学生アンさん、 
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ませ。 

5月13日に京都伏見RCに於いて、 故・玉井公詞会員の「追悼例会」が行われ、 
中尾会員・吉永幹事と3人で出席して参りました。 また、 
翌日の14日は「全国ロータリー甲子園野球大会」が行われ、 
当クラブは京都西RCに8対6で逆転勝利し喜びを分かち合いました。 
そして先週19日は職場訪問例会で、 
多くのメンバーさんと広島国際空港株式会社HIAPへ訪問し卓話を頂きました。 その後見学会を行い、 
終了後フォレストヒルズガーデンにて久しぶりの懇親会を開催致しました。 
マスクをしての会話やパーテーション等もありまだ規制の中ではありましたが、 
皆さんとの懇親が大変嬉しく感じました。 会員の皆様のご協力に感謝申し上げますと共に、 
職業奉仕委員会・親睦委員会の皆様、 お世話になり有難うございました。 

さて、 安芸郡海田町と当クラブのご縁は、 2018年7月に起きた「西日本豪雨災害」の翌年の3月に、 
三保会長年度の50周年記念事業の1つとして、 
海田町にある陸上自衛隊海田市駐屯地グランドに於いて「豪雨災害復興祈念花火大会」を当クラブが実施した時に
遡ります。 
当日は、 一般来場者はもとより東日本大震災で被災した東北の小・中学生や、 
当クラブのメンバーとご家族も一緒となり、 鎮魂と被災された方へのお見舞い、 
復旧活動に尽力頂いた自衛隊の方々への慰労を含め、 一日も早い復興を願い花火を打ち上げました。 
昨年西田町長様にお会いし、 海田町のその後の復興の進捗状況をお聞きしたところ、 
土砂災害・河川工事・砂防ダムなど、 まだまだ災害復旧に時間と費用がかかっており、 
喫緊の課題である水害時の救命ボートや、 避難先での発電機まで手が回っていないのが現状との事で、 今回、 
人吉中央RCからの支援金と当クラブからのニコニコ資金とを併せそれらを寄贈させて頂きました。 
その取り組みに森理事・藤田社会奉仕委員長他委員会の皆様、 お世話になり有難うございました。 
西田町長様、 またこの後卓話の方を宜しくお願い致します。 

The Rotary Club of Hiroshima North   2/6



幹事報告　　幹事　吉永　征史　会員

《ご案内》 
*6月9日(木)の例会では臨時総会を行います。 議題は次次年度幹事の選出となります。 

《BOX配布物》 
*ロータリーの友誌
*米山学友会会報
*6月例会プログラム
*抜粋のつづり(熊平製作所より)

委員会報告

クラブ総務委員会   下川会員
会員総数 102名
対面出席 74名
YouTube視聴 7名
来賓 2名
ゲスト 1名

職業分類会員増強委員会   合田委員長
本日例会終了後、 委員会を開催します。 

会報IT委員会   高井会員
ロータリーの友誌5月号紹介

職業奉仕委員会   高井会員
先週広島空港で行いました職場訪問例会には多数の方にご出席いただき、 ありがとうございました。 

次年度ニコニコ委員会   竹本会員
例会終了後、 3F弥山の間において第1回次年度ニコニコ委員会を開催します。 

同好会報告

野球同好会   松野会員
5月14日に甲子園で行われた全国ロータリークラブ親善野球大会の報告
対 京都西RC 8-6で勝利しました。 

ゴルフ同好会   松野会員
5月22日(日)鷹の巣GC 5月例会成績発表
3位 松野会員
準優勝 吉永会員
優勝 池久保会員
ベスグロ 渡部会員
次回 6月18日(土)和木GC
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ニコニコ箱の時間　　　吉田会員

【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  
本日は海田町長の西田祐三様、 海田町総務部防災課長の宮垣将司様
、 米山奨学生のアン君ようこそ広島北RCの例会にお越しくださいました。 西田様、 
後ほどの卓話よろしくお願い致します。 
杉町会員、 山内会員、 吉永会員、 宮本会員、 中川良浩会員より  
先週開催されました広島国際空港への職場訪問例会及びその後の懇親会には多くの皆様に参加して頂きありがとう
ございました。 空港の内部を見学することが出来、 大変勉強になりました。 
小林孝憲委員長をはじめとする職業奉仕委員会の皆様大変ご苦労様でした。 
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  
本日は社会奉仕委員会担当例会として広島県安芸郡海田町の西田祐三町長をお迎えして卓話をして頂きます。 
何卒よろしくお願い申し上げます。 
中山会員より  
祐三さん、 ようこそお出で下さいました。 卓話、 楽しみにしています。 
森会員、 久永会員、 原田会員、 新谷会員、 高井会員、 赤井会員、 佐々木会員、 小林孝憲会員より  
先週の職場訪問例会では遠方に関わらず、 例会60名
、 
懇親会49名と多数の参加ありがとうございました!皆様のご協力で無事に例会が終わりましたことを感謝致します
。 
土井会員より  
80才のお祝い、 ありがとうございました。 
秋山会員より  
今月で46歳となります。 素敵なお祝いのハンカチも頂き、 早速使わせて頂いております。 
引き続き仕事にロータリー活動に頑張ります。 
吉永会員より  
永年連続出席10年を表彰して頂きありがとうございました。 あっという間の10年でした。 
引き続きご指導よろしくお願いします。 
中川良浩会員より  
連続出席の表彰をいただきありがとうございます。 
まだまだ駆け出しですので引き続きのご指導をよろしくお願いします。 
中山会員より  
妻の誕生日にきれいな花をありがとうございました。 上田社長が直々に持ってきてくださいました。 
お陰様で今年も忘れずに祝うことが出来ました。 
坪内会員より  
妻の誕生日に素敵な花束を贈って頂き、 ありがとうございました。 大変喜んでいました。 
榎会員より  
妻に美しい誕生日の花を頂きました。 妻から「ありがとうございました」とのことです。 
山下会員、 山坂会員、 杉町会員、 東会員、 中山会員、 越智会員、 荒本会員、 岡部会員、 丸子会員、 浦会員、 
松田会員、 森会員、 吉永会員、 武部会員、 濵本会員、  川本会員、 倉本会員、 松野会員より  
全国ロータリー野球大会が甲子園で開催され、 総勢18名で故 山本忠男様の追悼を表し、 
参加者全員で喪章をつけて京都西RCとの試合にのぞみました。 
8対6と劇的な逆転勝利で怪我もなく野球を通して親睦も深める事ができました。 
大会運営にご尽力戴きました関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 
松野会員より  (大枚)
甲子園では、 伝統ある野球部の皆様のここ一番の強さを感じる事ができ、 山下監督の采配通りに試合が運び、 
野球が上手な経験者の皆様の活躍により、 大逆転と最高の結果となりました。 浦会員、 松田会員には、 
大変失礼な事をしてしまいましたが、 寛大なお心使いに感謝申し上げます。 また通常のRC活動に戻り、 
沢山の方々に良くして頂き感謝しかございません。 本当に有難うございます。 
多打喜会アンダー分も込みでお願い致します!
岡部会員より  (3枚)
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先日の甲子園親善野球にて
、 ショートとセカンドでゴロ・ライナー・フライの3守備機会を無事ノーエラーで終えましたので出宝します!
丸子会員より  
高校球児の聖地である甲子園で、 3年ぶりにプレイをする事が出来ました。 
筋力トレーニングとダイエットをしたおかげか、 春のガバナー杯も甲子園も怪我無くできたので、 
今後も怪我無く頑張りたいと思います。 
倉本会員より  (3枚)
阪神甲子園球場にて行われた全国ロータリークラブ野球大会に参加しました。 
広島北RCに入会させていただいたおかげで、 少年時代からあこがれ続けた球場で野球をすることができました。 
試合中は終始夢見心地で、 相手ピッチャーが投げる球も見えず、 私をなじる味方ベンチからの声も聞こえず、 
あっという間に試合が終わってしまいました。 
広島北ロータリークラブ万歳!本当に、 ありがとうございました。 
池久保会員より  (大枚+5枚)
先日の多打喜会ではメンバーとハンディに恵まれ、 優勝させて頂きました。 
吉永会員より  (5枚)
先日の多打喜会で準優勝することが出来ました。 昨年12月に初めて参加させていただき3回目の準優勝です。 
「努力は嘘をつかない」を信じて自主練頑張ります。 アンダー分と合わせて5枚出宝します。 
島本会員より  
肋骨骨折から1か月が過ぎました。 昨日、 ゴルフ18ホールをプレーすることができ、 
ほぼ骨はくっついたようで喜んでいます。 
中尾会員より  
所用のため途中退席させて頂きます。 
谷本会員より  
所用のため途中退席させて頂きます。 

卓話

演題:海田町浸水対策備品寄贈事業
卓話者
海田町長 西田祐三 様
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