
第２５１０回例会
2022年10月20日(木)12:30

ロータリーソング斉唱 『それでこそロータリー』

来客紹介　　親睦委員会

米山奨学生 チィン, アン ドゥク チャン コン 様
広島経済大学メディアビジネス学部ビジネス情報学科
主任教授(工学博士)丹羽啓一 様
准教授(工学博士)石野亜耶 様

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、 
下記の方が新たに当クラブの仲間となりました。 

十川 孝行 氏

推薦者:迫会員・山坂会員
なお、 所属委員会は次のとおりです。 
親睦委員会・職業奉仕委員会

※その他詳細は会員ページの会員名簿に掲載しています。 

地区大会表彰披露《団体表彰》
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《団体表彰》  ※前年度活動に対する表彰
① ロータリー賞
② ロータリー財団年次基金総額賞 2位
③ 米山記念奨学会寄付総額賞 5位
④ クラブ例会年間100%出席達成

地区大会表彰披露《個人表彰》

《個人表彰》 
地区功労賞 山坂会員
100%出席46年達成 久永会員

また、 久永会員には賀寿(88才)のお祝いとしてクラブより記念品をお贈りしました。 

連続出席表彰

11年 渡部哲生 会員
8年 森 直基 会員
5年 高見 仁 会員
5年 林谷浩二 会員(Zoom出席)

おめでとうございます! 

会長時間　　会長　塩本　能尚　会員

今日は米山奨学生のアン君と指導教官の広島経済大学の丹羽啓一教授と石野亜耶准教授に
例会に参加してもらっています。 
10月は「米山月間」ですので、 この後卓話の時間にスピーチしてもらいます。 大変楽しみにしています。 
よろしくお願いいたします。 

さて、 この15・16日に周南市で開催された地区大会には多くの会員にご参加頂きありがとうございました。 
16日(日)の本会議は残念ながら昼食会・懇親会のない中での開催となりましたが、 
3年ぶりのリアル開催ということで意義深いものでした。 
また、 15日(土)の会長・幹事会のあと、 
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これまた3年ぶりですが「前夜祭」を開催していただいて大変盛り上がりました。 渡部理事、 
宮本委員長率いる親睦委員会の皆様、 ご当地ということで骨折りいただきました佐伯会員には感謝いたします。 

この地区大会の会長・幹事会ではクラブの活動特に前年度に対しての表彰が行われるのですが、 
ほとんどの項目で該当し、 名前を読み上げられるので、 ずっと立ちっぱなし状態でした、 
改めて前年度の杉町会長・吉永幹事・会員の皆様の活動に敬服し会長挨拶とさせていただきます。 

幹事報告　　幹事　小林　直哉　会員

《理事会報告》 
■ 11/10の例会食事を100万$の食事にし、 ロータリー財団への寄付とする件
■ 11月から例会開催方法は対面のみとする件
なお、 Zoomで例会に参加する方にお願いがございます。 
車を運転しながらの参加は大変危険なため禁止とさせて頂きます。 

《お知らせ》 
■ 次週10月27日(木)の例会は夜間例会に変更しており、 京都伏見ロータリークラブの皆様をお迎えし、 
18時よりホテルグランヴィア広島で開催します。 お間違えのないようお願いいたします。 

《配布物》 
■ 地区大会記念品をお配りしています。 

《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  上野会員
■ 出席報告
会員総数 105名
対面出席者数 82名
Zoom出席者数 9名
来客 3名
例会出席者合計 94名

会報IT委員会  佐々木会員
■ ロータリーの友10月号紹介

親睦委員会  宮本委員長
■ 10/15地区大会前夜祭のお礼

プログラム委員会  中川委員長
■ 例会終了後、 委員会をロビーラウンジで開催します。 

社会・青少年奉仕委員会  三宅委員長
■ スペシャルオリンピックス日本・ナショナルゲーム広島大会の応援事業に是非ご参加ください。 

財団プログラム委員会  高井委員長
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■ 11/17 100万$食事実施のご案内および例会終了後のロータリー財団勉強会のご案内

姉妹クラブ友好特別委員会  岡部委員長
■ 次週調印式およびエクスカーションののご案内

同好会報告

ゴルフ同好会  安藤会員
■ 10月13日に広島カンツリー倶楽部で開催された10月例会の成績発表
3位 高見
2位 久保 豊年
優勝 川本会員(ベスグロ)

野球同好会  松野会員
■ 11月27日(日)広京会の案内および練習の案内(15時～ 竜王公園)

ニコニコ箱の時間

【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  
去る10月16日に徳山にて地区大会が開催されました。 大会前夜には親睦委員会主催で懇親会を開催して頂き、 
多くの会員にご参加頂きありがとうございました。 
また、 本日例会にお越しいただきました丹羽様、 石野様、 ありがとうございます。 アン君、 
卓話を楽しみにしています。 
そして、 本日入会の十川さん、 充実したロータリーライフを共に過ごしましょう!
森会員・吉永会員・篠崎会員・大賀会員・平井会員(米山奨学員会)より  
本日、 卓話者に米山奨学生のアン君、 指導教官の丹羽先生と石野先生をお迎えすることが出来ました。 
卓話楽しみにしておりますので、 よろしくお願いいたします。 
吉永会員より  
本日は米山奨学生のスピーチということで、 アン君、 担当教官の丹羽先生、 石野先生、 お忙しい中、 
当クラブの例会にお越しいただきありがとうございます。 カウンセラーという立場でありながら、 
どうしても外せない会議があり、 参加することが出来なくて申し訳ありません。 アン君、 
私がいなくて寂しいと思いますが頑張って!。 
迫会員・山坂会員・本田会員より  
十川さん、 入会おめでとうございます。 奉仕と親睦を信条とする我々ロータリーと共に楽しんで参りましょう。 
十川会員より  
今日、 入会させて頂きました。 皆さま、 よろしくお願いいたします。 
杉町会員・山内会員・吉永会員・宮本会員・中川会員より  
本日は地区大会での表彰をいただきありがとうございます。 これもひとえに皆様のご理解ご協力あってのこと。 
会員皆様にあらためて感謝を申し上げますとともに現年度の成功と北クラブの今後益々の発展をお祈りいたします
。 
山坂会員より  
国際ロータリー第2710地区前年度杉川ガバナーより地区功労賞を頂きました。 ありがとうございました。 
久永会員より  
地区より永年連続出席表彰を頂き、 ありがとうございます。 健康状態は良いとばかり思っていましたが、 最近、 
年相応であることが判りました。 今後は健康管理を十二分にして連続出席を継続して行きたいと思いますので、 
よろしく。 
佐伯会員より  
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地区大会前夜祭について、 至らない点があったにもかかわらず、 温かく接して頂き大変感謝しております。 
改めてロータリーの皆様に感謝申し上げます。 
佐伯会員より  (3枚)
地区大会の交通費補助を頂きました。 ありがとうございます。 
新幹線通勤範囲のため今回は頂いた補助を全て出宝させて頂きます。 
平井会員より  
先日、 妻の誕生日に素敵な花を送っていただきました。 妻も大変喜んで、 テーブルに飾っております。 
有り難うございました。 
古田会員より  
妻の誕生日に素晴らしい花をありがとうございました。 ハロウィンに因んだ花でとても喜んでいました。 
川本会員より  (大枚)
10/13、 多打喜会10月例会にて2年振りの優勝をする事が出来ました。 
担当幹事が優勝するのは少し心苦しいですが、 皆様の日頃からの協力のおかげだと思います。 
これからも頑張りますので、 多打喜会へのご参加よろしくお願いいたします。 
赤井会員より  
去る9月10日に開催された多打喜会例会にてホールインワンを達成してしまいました。 本日記念品として、 
兄が経営しているベーカリーの食パンを皆様分ご準備させて頂きました。 味はもちろんのこと、 
ホールインワン使用の食パンとなっておりますのでお楽しみ頂けたらと思います。 
会場出口受付けにて準備しておりますので、 どうかお取り忘れのないようお持ち帰り頂けたらと思います。 
山下会員より  
前年度多打喜会の取り切り戦のオーダースーツが出来ました。 
とても素敵な品で杉町直前会長ありがとうございました。 
赤木会員より  (11枚)
9/26・10/2に行われた長崎県の雲仙ゴルフ場のシニア選手権で優勝することが出来ました。 
1913年開場で日本で2番目に古いゴルフ場の110年目に歴史の一部となれたことを喜んでおります。 
2週連続で雲仙に行くのは大変でしたが良かったです。 

卓話時間

演題 『日本留学こそ、 自分の成長』
卓話者
米山奨学生 チィン, アン ドゥク チャン コン 様
指導教官 丹羽啓一 様
指導教官 石野亜耶 様
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