
第２５０２回例会
2022年08月04日(木)12:30

例会次第

点鐘
国歌・ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
四つのテスト唱和 職業奉仕委員会
入会式
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
ニコニコの時間
卓話
点鐘

入会式

塩本会長の入会宣言に続き、 坪内副会長より入会に伴う経過が報告され、 本日を以って、 
下記のお二人が新たに当クラブの仲間となりました。 

常岡 次郎 氏
山本 泰徳 氏
※詳細は会員ページの会員名簿に掲載しています。 
※配属委員会は共に親睦と社会青少年奉仕委員会となります。 
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誕生月会員お祝い

越智 会員・久保(雅)会員・深川 会員
中尾 会員・石田 会員・丸本 会員
畑 会員・川上 会員・倉本 会員・常岡 会員
迫 会員・土井 会員・赤木 会員・林谷 会員
三宅 会員・宮本 会員

8月生まれの皆様、 おめでとうございます!

また、 常岡会員は還暦ということで賀寿のお祝いを差し上げました。 

※今月の花はトルコキキョウ  でした。 
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会長時間　　会長　塩本　能尚　会員

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間であります。 
そのような月の月初に新たにお二人の仲間を迎えられて大変うれしく思います。 
コロナの第7波の真っ最中ですので行動に制限がかかりますが、 親睦に奉仕に今後のご活躍を期待いたします。 
さて、 8月のクラブの活動ですが、 先程の理事会において10日のマツダスタジアムでの家族会、 
18日のゲストを招いてのオープン例会、 
25日の公式訪問に備えてガバナー補佐が来訪されるクラブ協議会の何れも予定通り開催することを確認いたしま
した。 
しっかり感染対策をしてこの暑い8月を乗り切っていきたいと思いますので、 ご協力お願いいたします。 

幹事報告　　幹事　小林　直哉　会員

《理事会報告》 
■ 新会員配属委員会について
■ 賀寿の会について(9月15日の例会卓話時間にて実施)
■ 決議審議会決議案について(当クラブとして決議案の提出は行わない)
その他、 議事録をホームページに掲載しますので、 確認をお願いします。 

《お知らせ》 
■ 次週8月11日(木)は祝日のため休会です。 

《BOX配布物》 
■ ガバナー月信

委員会報告

クラブ総務委員会   上田会員
会員総数 103名
対面出席者数 74名
Zoom出席者数 11名
例会出席者合計 85名

職業分類会員増強委員会   委員長 谷本会員
■ 8月18日のオープン例会には14名の方が参加されることになりました。 ご協力ありがとうございました。 

親睦委員会   委員長 宮本会員
■ 委員会開催(例会終了後)
■ 8月10日の家族会ですが、 参加される方にはカープ戦のチケットをレターパックでお送りしますので、 
よろしくお願いします。 

同好会報告
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ゴルフ同好会   多打喜会世話人 安藤会員
■ 2021-22年度取り切り戦表彰
優勝 山下会員

ニコニコの時間　　ニコニコ委員会　　大賀会員

【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  
常岡さん、 山本さん、 この度はご入会誠におめでとうございます。 これからロータリー活動を通して、 
お二人と苦楽を共有し、 親睦を深めていける事を楽しみにしております。 
お二人の素晴らしいロータリーライフを心より祈念しております。 
中尾会員・久保(豊)会員より  
本日、 私たちが推薦する山本泰徳君の入会をご承認頂きありがとうございました。 
これから末永くご指導ご鞭撻の程、 宜しくお願い申し上げます。 
山本会員より  
入会させて頂きます。 よろしくお願いします。 
中尾会員・合田会員より  
常岡次郎さん、 ご入会おめでとうございます!北RCでの活動、 会員との交流を通じて、 
常岡さんの広島ライフが充実し、 楽しいものとなりますよう、 お祈り申し上げます。 
常岡会員より  (3枚)
この度、 新しく入会させていただきました常岡と申します。 広島には初めての赴任で不案内ですが、 
ロータリークラブの活動を通じて早く馴染ませていただきたいと思っております。 
これからもよろしくお願いいたします。 
濵本会員より  (3枚)
公共イメージ常任委員長の濱本です。 2週に渡り例会会場に行けない為こちらにて挨拶させて頂きます。 
会報IT小委員長の樽本会員と公共イメージ小委員長の秋山会員に協力を頂き各委員会メンバーと共に広島北RCの魅
力を対内、 対外に積極的に発信してまいります
。 毎週の例会状況をFacebookで発信したり過去に行った奉仕活動を掘り起こし現況の報告をしていきます。 
ロータリーイメージの向上に繋がるよう頑張ります。 
森会員より  
就任挨拶をさせて頂きます。 一年間宜しくお願いいたします。 
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高井会員より  
本日、 財団プログラム小委員長の就任あいさつをさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 
平井会員より  
本日、 貴重なお時間の中で、 米山奨学委員長の就任挨拶をさせて頂きます。 
不慣れでお聞き苦しいこともあろうかと思いますが、 どうぞよろしくお願いいたします。 
岡部会員より  
本日、 姉妹クラブ友好特別委員長の就任挨拶をさせて頂きます。 委員会の皆様、 
一年間よろしくお願いいたします。 
山下会員より  (大枚)
多打喜会取り切り戦で優勝しました。 とても暑い中、 最後まで我慢のゴルフでしたが、 
最高の結果となりました。 ありがとうございました。 
土井会員より  
お祝い有難うございます。 81才にもう直ぐなりますが、 あまりうれしくもありません。 
そろそろしおどきかと思います。 
畑会員より  
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。 
川上会員より  
本人が忘れていた誕生日のお祝いをして頂き、 ありがとうございました。 
三宅会員より  
誕生日のお祝いありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。 
宮本会員より  
本日は誕生日のお祝いをしていただきまして有難うございました。 
50代最後の歳を充分に楽しめる1年にしたいと思いますので今後とも宜しくお願い致します。 
深川会員より  
今入院中ですが誕生日お祝い頂きありがとうございます。 何とか1ヶ月以内での退院を目指します!
岡部会員より  
先週例会後の委員会に出席中、 平面駐車場に停めていた車がぶつけられたと警察から連絡があり、 
加害者が名乗り出ていたので一安心。 ぶつけても逃げる不届き者が多いと聞きました。 
気をつけようがないですが、 皆さんもお気を付けください。 
川本会員より  
2年連続出席のお祝いありがとうございました。 遅くなり申し訳ありません。 また今期も頑張ります。 
石原会員より  
妻の誕生日に綺麗な花を届けて頂きありがとうございました。 
浦会員より  
所用により早退します。 

【職業ニコニコ】 
石原会員より  
この度、 カープ観戦に便利なカップホルダーを作成しました。 
ビールやソフトドリンクの移し替え後の紙コップを4個収納できるようになっております。 
ホテルグランヴィア広島のロゴと駅長カープ坊やがデザインされております。 
後方の事業紹介のテーブルに置いておりますので、 お帰りの際にお持ち帰りください。 
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卓話時間

『誕生月会員スピーチ』
8月生まれの皆様

『就任挨拶Part2』

理事・直前会長   杉町 会員
S.A.A.長   下前会員
副会計   越智会員
職業分類会員増強委員長   谷本会員
理事・ロータリー財団・米山常任委員長   森 会員
財団プログラム委員長   高井会員
米山奨学委員長   平井会員
姉妹クラブ友好特別委員長   岡部会員
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