
第２４９９回例会
2022年07月07日(木)12:30

例会次第

点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング『奉仕の理想』斉唱
四つのテスト唱和 職業奉仕委員長 西開地会員
来客紹介 親睦委員長 宮本会員
直前正副会長幹事記念品贈呈
誕生月会員お祝い
会長時間
幹事報告
委員会報告
ニコニコ箱の時間
卓話時間
点鐘

直前正副会長幹事記念品贈呈

直前会長 杉町 孝会員
直前副会長 山内 盛利会員(Zoom出席)
直前幹事 吉永 征史会員
直前副幹事 宮本 伸久会員・中川 良浩会員

一年間、 大変お疲れ様でした!

誕生月会員お祝い

島本 章生会員・樹野 敏之会員・松田 宜久会員・谷本 次郎会員
山下 正司会員・鈴木 孝幸会員・東 正治会員・西開地 憲会員・竹内 剛会員
松本 文彦会員(Zoom)・福永 誠一会員(Zoom)
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大之木雄次郎会員・炭田 正孝会員・藤原 克実会員(本日、 ご欠席)

7月生まれの皆様、 おめでとうございます!

今年度は誕生日の方に、 旬のお花を一輪お渡しします。 
今月はヒマワリでした!

会長時間　　会長　塩本　能尚　会員

本日、 就任挨拶をさせて頂きますので、 会長時間では京都伏見RC様から届いた祝電の披露します。 

『広島北ロータリークラブ新年度初例会、 誠におめでとうございます。 貴クラブのますますのご発展と、 
塩本会長様をはじめ会員ご家族皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 
来る10月27日に貴クラブ会員皆様とお会いできますことを楽しみにいたしております。 』
京都伏見ロータリークラブ会長 藤谷礼子

また、 元当クラブ会員の山下江さんが東京中央新RCの会長に就任され、 
クラブから祝電をさせて頂きましたので、 ご報告いたします。 

幹事報告　　幹事　小林　直哉　会員

《ご案内》 
■ 今年度より例会を欠席された場合は、 他クラブでのメークアップが必要です。 
他クラブのメークアップ受入れ状況はクラブによって違います。 リストを受付に準備しています。 なお、 
先日ラインでお送りしたものと同じ内容となります。 

《お知らせ》 
■ 本日例会終了後、 第1回定例理事会を開催します。 
■ 次週14日(木)は昼の例会を夜に変更し、 『2500回記念例会並びに会員懇親会』を開催します。 
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《BOX配布物》 
■ 所属委員会表
■ ガバナー月信 2部
■ 会員証

委員会報告

クラブ総務委員会   委員長 池久保会員
会員総数 101名
対面出席者数 70名
Zoom出席者数 12名
例会出席者合計 82名

■ 先ほど、 幹事からも説明がありましたが、 
今年度より例会を欠席した場合は他クラフでのメークアップが必要です。 
メークアップの方法など分からない場合は推薦者やクラブ総務委員会にお尋ねください。 

ロータリー情報委員会   委員長 吉永会員
■ 本日例会終了後、 委員会を開催します。 

ニコニコの時間　　ニコニコ委員会　　竹本会員

【会員出宝】 
塩本会員、 坪内会員、 小林(直)会員、 高見会員、 赤井会員より  
いよいよ本日より新年度がスタートします。 コロナの再拡大が危ぶまれている状況でございますが、 
執行部一同、 出来る事を精一杯行い、 
会員の皆さまと事業を通して喜びや達成感を共有できる一年にして参りたいと思います。 
至らぬ点もあろうかと思いますが、 これからの一年間、 何卒よろしくお願いいたします。 
東京中央新RC 山下 江 様より  (大枚)
広島北RC塩本会長らみなさん! 7月4日、 
東京中央新RCの新年度第1例会に会長就任のお祝いのメッセージをいただき、 ありがとうございました。 
広島北での約23年間のロータリーライフの経験が役に立っております。 
毎週月曜日12時30分から帝国ホテルにて例会を行っておりますので、 お時間があえば、 是非、 
メイクアップに来てください。 
杉町会員、 山内会員、 吉永会員、 宮本会員、 中川会員より  
おかげさまで先週の最終例会において無事に点鐘を引き継ぐことができました。 
塩本年度が素晴らしい一年になりますよう応援しております。 頑張ってください!
山内会員・下川会員より  
新年度の塩本丸の出航を祝し、 出宝させて頂きます。 塩本会長、 小林直哉幹事、 
執行部の皆さんのご健康と1年が楽しい航海でありますようお祈り申し上げます。 
杉町会員より  
今日は新年度の第1回例会の日となりました。 塩本会長並びに執行部の皆様のご活躍を祈念申し上げます。 
久永会員・土井会員・原田会員・藤田会員・下川会員・野口会員より  
塩本丸の出航を心よりお祝い申し上げます。 明るく楽しい1年となりますように、 
私たちも力を合わせてお支えいたします。 (同窓生一同より)
中川会員より  (大枚)
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この度は父を名誉会員にしていただきまして誠にありがとうございました。 現在父は施設で過ごしており、 
例会参加も難しいため家族としてやむを得ない判断をいたしましたが、 会員皆様のご温情を賜り、 
名前を残していただけることになりました。 クラブ創立以来助けていただきました全ての会員皆様、 
そして今回ご推薦をいただきました久永会員、 中尾会員に心より厚く感謝を申し上げます。 
下前会員・上河内会員・松野会員より  
SAAです。 一年間宜しくお願いいたします。 
岡部会員より  
竹本ニコニコ委員長を始め、 委員会の皆様、 一年間頑張ってください。 大賀君をよろしくお願いします。 
樽本会員、 吉良会員、 水野会員、 佐々木会員、 浦会員、 樹野会員、 赤木会員より  
本日より新年度がスタートしました
。 
例会や事業を通じて活気のある北クラブと会員の皆様をしっかりと情報発信していきますので1年間どうぞよろし
くお願い致します!(会報IT委員会より)
東会員より  
今月誕生日を迎え68才になります。 これからもよろしくお願いいたします。 
島本会員より  
誕生日のお祝いありがとうございます。 織姫はどこにいますかね。 
竹内会員より  
今月で57才になります。 微妙な年齢になってきたので健康に留意しながら一年間頑張ります。 
樹野会員より  
誕生日のお祝いをいただき、 ありがとうございます。 57才となりました。 まだまだ頑張ります。 
谷本会員より  
無事、 50才を迎える事ができました。 ありがたいと感謝します。 
鈴木会員より  
誕生日のお祝ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします。 
西開地会員より  
本日は誕生日のお祝いありがとうございます。 今月で44才になります。 今後もご指導よろしくお願いします。 
水野会員より  
妻の誕生日にきれいな花をありがとうございました。 
赤井会員より  
妻の誕生日に綺麗なピンクのアジサイが届きました。 花好きな妻もとても喜んでおりました。 
会員の皆さまとご配達頂いた、 うえだ生花店様に心より御礼申し上げます。 
赤井会員より  
去る7月1日に、 妻が代表を務める株式会社ピーカブーの事業が、 内閣府女性チャレンジ賞特別賞を受賞し、 
野田聖子大臣に表彰して頂きました。 これを励みに、 
女性が育児をしながらもキャリアを形成していける社会の実現に向けてより一層励んで参りたいと思います。 

渡部会員、 竹本会員、 菊地会員、 土井会員、 藤田会員、 松本会員、 大賀会員より  
ニコニコ委員会は
、 我がクラブの伝統である「明るく調和のとれた居心地の良い楽しいクラブ」をより浸透されるべく、 
奉仕活動の達成感の共有、 親睦活動での仲間意識の共有、 
ロータリー活動に対する意識の共有を心がけますので、 一年間、 ご協力の程よろしくお願いいたします。 
(ニコニコ委員会より)

卓話

『誕生月会員スピーチ』 
7月生まれ会員
島本 章生会員・樹野 敏之会員・松田 宜久会員・谷本 次郎会員
山下 正司会員・鈴木 孝幸会員・東 正治会員・西開地 憲会員・竹内 剛会員
松本 文彦会員(Zoom)・福永 誠一会員(Zoom)
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『就任挨拶』 
会長  塩本 能尚 会員

本年度会長を務めさせていただく塩本です一年間よろしくお願いいたします。 
これから今日を含めて39例会拙い挨拶をさせていただきますがやるほうも結構つらいのでご容赦いただきたいと
思います。 
さて、 私は2018-2019年度クラブ50周年の時に幹事をさせていただきましたが、 
その後の粟屋会長年度の後半から久保豊年会長年度そして前年度の杉町会長年度まではコロナ禍の真只中の3年間
でした。 
幸いここ数か月はWithコロナという考え方のもと社会・経済活動の活性化が重視され規制も緩やかとなり色々な
活動ができるようになりましたが、 
今またコロナの感染者数は顕著な増加傾向にあり予断を許さない状況にあります。 
 このような状況下にありますが、 本年度の目標はWithコロナにおけるロータリー活動の活性化であります。 
その為会長方針として「共有」というテーマを掲げさせていただきましたが、 
これはコロナ禍で長く開かれなかったクラッシックのコンサートの演奏終了後
素晴らしい演奏に対する観客の感動による一瞬の沈黙の共有、 その後の沸き起こる拍手の一体感、 
長く忘れていた場面を思いだしたという新聞記事を見てロータリーでも長くそういった場面を迎えることがなかっ
たなと思い、 我がクラブの基本精神である「明るく、 調和のとれた、 居心地の良い、 
楽しいクラブ」の継承をコロナ禍でも目指そう思ったからです。 
幸い4月から6月にかけては感染も小康状態にあり,過去2年間十分に開催できなかった被選クラブ協議会、 
常任委員会,各小委員会新現引継も対面で開催でき必要なものは懇親会も催すことができました。 
本当に多くの会員に参加いただき、 参加状況はコロナ前より多かったような実感があります。 
本当にご協力ありがとうございました。 
これからも感染状況を把握しながら事業に親睦に一体感を共有できるような運営をしていきたいと思いますので
、 更なるご協力をお願い致します。 
次に、 RIの会長方針と地区ガバナーの重点運営方針にもふれておきますが、 
RIの会長はカナダのオンタリオ州にあるWindso
r RoselandロータリークラブのジェニファーE・ジョーンズ氏RIにおける初めての女性の会長です。 
その会長方針は高潔性というロータリーの価値観に従い、 DEI(多様性、 公平さ、 
インクルージョン包摂的)に取り組み明日のロータリ―をイマジンして素晴らしい世界を築こうというものであり
ます。 
このDEIに関しましては今後あらゆる局面ででてくると思いますし学習もしていていかなければならないと思うの
でここでは深く触れませんが認識を高め理解を深めることが重要になってくると思います。 
次に地区ガバナーは徳山ロータリークラブの所属の石川良興氏で職業分類は内科医であります。 
その重点運営方針は、 「人生100年時代にむけて健康寿命を延ばそう」ということであります。 
最後に、 本年度はコロナで途絶えていた行事出来るだけ復活さえ事業の再検証も行いたいと思うとともに、 
次年度の創立55周年に向けての事業の継続性を図りたいと思っています
また会員増強に関しましては、 
RIからは女性会員比率30%以上というのを求められていますが現在一人もいないのに無理な話ですが機会があれば
女性会員の実現に取り組んでいきたいと思います。 
姉妹クラブの京都伏見ロータリークラブ来年の4月30日には京都伏見は50周年の式典を開催されます。 
多くの人数が参加できる状況であれば大挙してお祝いしたいと思いますのでその時はお願いします。 
以上最後はお願いばかりになりましたが就任挨拶とさせていただきます。 

副会長  坪内 昭吉 会員

本年度、 副会長、 会員組織常任委員会の委員長を仰せつかりました坪内です。 
副会長として、 執行部の中での役割をしっかりと認識し、 責任感をもって活動してまいります。 
また、 執行部内での情報を密に共有し、 会長を補佐することで、 会の運営を円滑に行えるよう尽力いたします。 
会員組織常任委員会では、 職業分類・会員増強、 会員選考、 
ロータリー情報の3委員会を担当させていただきます。 
谷本・粟屋・吉永委員長をはじめ委員会メンバーと活動の目的をしっかりと共有し活動してまいります。 特に、 
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会員増強についてはDEIの立場を意識した取り組みと退会防止に努め、 新会員候補者の情報を、 
執行部と常任委員会内で共有することで円滑な選考を行い、 増強に努めてまいります。 
そして、 新会員はもとより、 近年入会者を中心に既存会員に対してもロータリー情報を提供する機会を設け、 
共に勉強してまいりたいと考えています。 
どうか1年間、 皆様のご指導、 ご協力よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。 

幹事  小林 直哉 会員

この度、 幹事という大役を拝命いたしました小林直哉です。 
これから塩本会長をはじめ、 坪内副会長、 2名の副幹事、 会員の皆さま、 事務局逢坂さま
、 グランヴィア広島の方々にたくさんのバックアップ頂きながら、 
微力ではありますが会長を支えて行きたいと思っております。 
コロナ感染状況もまだ不透明な状況ではありますが、 これから一年間よろしくお願いいたします。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

The Rotary Club of Hiroshima North   6/6


