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前回例会報告 
第２４０５回例会 

 ２０１９年７月２５日（木） １２：３０～ 
 

ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」 

来客紹介 

ガバナー補佐挨拶 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『就任挨拶Part１』  理事役員委員長 

 

 

 

 
 

本日は、ｸﾞﾙｰﾌﾟ６の松尾仁ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐と斎藤周ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事お二方にお越し頂い

ております。松尾様､斎藤様､本日はお越し頂き､ありがとうございます。例会後のｸﾗﾌﾞ協

議会、よろしくお願い致します。 

また、城南ＲＣ会長の高雄様､幹事の河中様､ようこそお越し下さいました｡新年度から例

会場をﾒﾙﾊﾟﾙｸから当ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱの目の前の「ｼｪﾗﾄﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ」に変更されたばかり

と伺っておりますが､これからはお隣同士ということで､どうぞよろしくお願い致します｡ 

そして、ｹﾞｽﾄの高井さん､ご入会を楽しみにしています｡今日はどうぞ寛いでごゆっくりお過

ごし下さい｡ 

さて、来月８月は｢会員増強及び拡大月間｣です。会員増強・会員基盤の強化につきま

しては晝田ｶﾞﾊﾞﾅｰも地区運営方針５項目のﾄｯﾌﾟに「会員基盤の強化」を掲げられ、ﾒｯｾ

ｰｼﾞの中でも｢会員増強を推進し、ｸﾗﾌﾞの存立基盤の強化に取り組んで欲しい｣、と述べ

ておられます。 

我がｸﾗﾌﾞにおきましては２０１３-２０１４年度以降、前年度２０１８-２０１９年度まで６年

連続で期末会員数が期首会員数を上回り、会勢を拡大しており、今年度もｽﾀｰﾄして

早々、ﾁｮｰﾄﾞﾘｰ ｻﾏｰﾙ会員が入会され、来月８日には今日ｹﾞｽﾄとしてお越し頂いている

高井さんが入会される予定で、高井さんに入会頂きますと会員数は１０１名になります。 

会員増強及び拡大月間に因み、職業分類･会員増強小委員会の杉町担当理事・神

農委員長始め委員会ﾒﾝﾊﾞｰの皆さんに企画立案頂き、８月２９日の例会をｵｰﾌﾟﾝ例会

(見学例会)とし、当ｸﾗﾌﾞに入会をお薦めしたい方をｹﾞｽﾄとしてお招きして開催することに

なりました。このｵｰﾌﾟﾝ例会のご案内は既に今月１１日にＦＡＸで会員の皆様全員にお送

りしていますが、杉町担当理事から最低でも１０名のｹﾞｽﾄをお迎えして開催したい、と伺っ

ておりますので、皆様には是非当ｸﾗﾌﾞにふさわしい知人の方々にお声掛け頂き、当日の

例会にお誘い頂きますようよろしくお願い申し上げます。 会長時間を終わります。 

 

 

グループ６ガバナー補佐 

松尾  仁 様（広島東ＲＣ）  

 

８月８日のガバナー公式訪問に先立ち、松尾ガ

バナー補佐が例会にお越しになり、ご挨拶をい

ただきました。 

 

 

 

 

 

広島城南ＲＣ会長の髙雄様と幹事の河中様が

例会にお見えになり、７月より例会場をﾒﾙﾊﾟﾙｸ

からｼｪﾗﾄﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙに変更となられたとのこと

で、ご挨拶を頂戴しました。 

 

例会日 毎週金曜日 １２：３０～ 
 

 

【本日の例会 第２４０６回例会】 

 ２０１９年８月１日（木） １２：３０～ 

【例会プログラム】 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和  職業奉仕委員会 

来客紹介 

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 

ニコニコ箱の時間 

卓話時間 

『誕生月会員スピーチ』 

『就任挨拶Part２』  理事役員委員長 

【出席報告】  出席委員会 

２０１９年７月２５日（木） 会員総数１００名 

出席  ８４名   欠席  １６名 

来客   ４名   ゲスト   １名 

 

※ご欠席の方は早めにﾒｰｸｱｯﾌﾟをお済ませく

ださい。 

【来客紹介】  親睦委員会 

松尾  仁 様(Ｇ６ガバナー補佐) 

斎藤  周 様(Ｇ６ガバナー補佐幹事) 

髙雄 準善 様(広島城南) 

河中  清 様(広島城南) 

高井 建治 様(入会予定者) 

会長時間       会長   粟屋 充博 

ガバナー補佐挨拶 

ご来客挨拶 
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《ご案内》 

*本日、例会終了後、第１回ｸﾗﾌﾞ協議会を開催します。 

*地区大会本登録のご案内をお配りしています。多数ご参加頂

きますようお願いいたします。 

*当ｸﾗﾌﾞが協賛しております自衛隊海田市駐屯地の｢夏祭り｣の

ポスターを頂きました。興味のある方はお持ち帰りください。 

《ＢＯＸ配布物》 

*８月例会予定表 

*地区大会本登録ご案内 

*ひろしま国際平和マラソンのご案内 

 

 

青少年奉仕委員会 小林孝憲会員 

*８月５-６日に開催される｢小さな祈りの影絵展｣を今年も支援し

ます。ご案内をお送りしていますので、是非、ご参加ください。 

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 秋山委員長 

*地区よりﾛｰﾀﾘｰ財団奨学生の募集の連絡がございましたが、

当ｸﾗﾌﾞにそのﾛｰﾀﾘｰ財団奨学生への推薦申し込みが届きまし

た。ｸﾗﾌﾞで１名しか推薦出来ません。もし、推薦に関する依頼

などございましたら早急に委員会にお知らせください。 

公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 松田委員長 

*１１月３日に開催される「ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝ」に今年も皆さ

んで出場したいと思います。ご案内をお配りしていますので、参

加登録をお待ちしております。 

会報･ＩＴ委員会 池久保委員長 

*本日の就任挨拶の原稿ですが、次週火曜日までにご提出をお

願いいたします。 

 

 

ｺﾞﾙﾌ同好会  丸子会員 

*７月度例会兼取り切り戦が雨のため中止となりました。８月例

会兼取り切り戦の案内を本日お配りしています。 

野球同好会  森会員 

*先月行われた甲子園大会の写真が届いております。 

 

 

 

 

『理事役員委員長 就任挨拶 Part１』 

 

理事・会長ｴﾚｸﾄ 久保豊年会員 

 

粟屋年度の活動計画に参画しなが

ら、次年度の当ｸﾗﾌﾞの繁栄のために

はどうするのが良いのかについて１年

間じっくりと考えたいと思います。宜しく

お願い申し上げます。 

 

理事･会員組織常任委員長 

杉町  孝会員 

 

粟屋会長の「新たなｽﾃｰｼﾞへ、確か

な一歩を」の下、当委員会としては、

組織の基盤となる会員増強に、神農

委員長を中心に、濵本副委員長・広川会員・山坂会員・堤会員・

高見会員と共に、現会員の維持・退会防止やｵｰﾌﾟﾝ例会などに取

り組みます。会員選考小委員会は、奉仕と親睦に積極的に参加し

て貰える様な、当クラブに相応しい新会員の選考を、中山委員長を

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会 

 

【お客様より】 

広島城南ＲＣ 髙雄会長・河中幹事★ 本日はよろしくお願

いします。 

 

【会員出宝】 

粟屋会員・杉町会員・島本会員・藤原会員・樽本会員 

①松尾ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・斎藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事、本日はようこそ

お越しくださいました。本日はｸﾗﾌﾞ協議会もあわせてよろしく

お願いいたします。 

②城南ＲＣ髙雄会長様、河中幹事様、例会場がご近所とな

りましたのでこれを機に今後ともよろしくお願い致します。 

③高井建治様、本日はようこそお越しくださいました。ごゆっくり

とお楽しみください。 

山坂会員 髙雄準善城南ＲＣ会長、ようこそ！ 

小林(孝)会員 委員会報告での｢小さな祈りの影絵展｣のご

案内で間違い過ぎて申し訳ございません。たくさんの参加お待

ちしております。 

岡部会員 本日、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長として就任挨拶

をいたします。岡部動きます。１年間よろしくお願いします。 

鈴木会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。 

山内会員 甲子園野球で一人違う帽子をかぶっていたのは私

です。森君ご指摘ありがとう。 

赤井会員★ 先日、３人目の子供が産まれました。目に入れ

ても痛くない程かわいい女の子です。尊敬される父親になれる

よう頑張りますので、今後も引き続きよろしくお願いいたします。

丸本会員 赤井君、長女お誕生おめでとうございます。我が

家は子ども４人ですが、ｺﾞﾙﾌでも私に勝ちたいみたいなので、

４人目、５人目と頑張って下さいね。おめでとう。 

合田会員 祝！ジョンソン完封！ 祝！ ５連勝 祝！ メ

ーク ミラクル！！ 

 

【職業ニコニコ】 
岡部会員 ７月２６日、焼き肉･寿司･高速ﾚｰﾝでｵｰﾀﾞｰﾊﾞｲ

ｷﾝｸﾞ「ｶﾙﾋﾞｯｼｭ北九州折尾店」をｵｰﾌﾟﾝいたします。是非ご

利用のほどよろしくお願いいたします。 

松本会員 ｶﾙﾋﾞｯｼｭ折尾店のｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。 

吉良会員◇ 私事ですが、佐伯区楽々園のﾔﾏﾀﾞ電機２階に

新たな支店を開設する運びとなりました。新しいｽﾀｯﾌも加わり

ＹＡＭＡＤＡ不動産 佐伯店として７月２７日ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ致

します。業務は不動産の仲介や買取り、老人ﾎｰﾑ紹介を取り

扱います。７/２７・２８の二日間、ｲﾍﾞﾝﾄを開催いたします。お

近くにお越しの際は私も待機しますので是非お立ち寄り下さ

い。宣伝ですみません。 

島本会員 吉良さん、ﾀｸｾﾙﾔﾏﾀﾞ不動産佐伯店の出店おめ

でとうございます。ますますの事業拡大を心から応援しておりま

す。 

荒本会員･篠崎会員・樹野会員・藤澤会員・松本会員・下

川会員 吉良さん、ﾔﾏﾀﾞ不動産 佐伯店のご出店おめでとう

ございます。これからも益々のご発展をお祈り申し上げま

す！！ 
 

当日計 ５３,０００円  累計 ２００,０００円 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

幹事報告       幹事  島本 章生 

委員会報告 

同好会報告 

卓話時間 



 

3 

始め、東副委員長・三保会員という会長経験者３名にお願い致して

おります。 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会は、ﾍﾞﾃﾗﾝの石田平二委員長、越智副委員

長・土井会員・竹内会員・佐々木会員で、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞについて分

かり易く、全会員並びに新会員に教示していただけるものと、安心し

ております。当ｸﾗﾌﾞがより良いｸﾗﾌﾞとなりますよう、どうか１年間皆様

のお力添えを宜しくお願い致します。 

 

職業分類会員増強委員長 

神農洪明会員 

 

今年度、職業分類・会員増強委員

長を拝命いたしました神農でございま

す。粟屋会長は、今年度会員の純

増を２名以上を掲げられました。今年度７月からのｽﾀｰﾄは９９名で

始まり、現在ｻﾏｰﾙ君に入会して頂き今日現在で丁度１００名でご

ざいます。粟屋会長は２名の純増を言われましたが、委員会の目標

は、純増３名で行きたいと思います。濵本副委員長、並びに委員会

のﾒﾝﾊﾞｰと協力して目標を達成したいと思います。皆様方のご協力

よろしくお願いいたします。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長兼ｸﾗﾌﾞ研修ﾘ

ｰﾀﾞｰ   石田平二会員 

 

粟屋会長は本年度の方針として『新

たなｽﾃｰｼﾞへ、確かな一歩を』を掲げ

られ、ｸﾗﾌﾞも伝統を引継ぎながら新た

な一歩へ踏み出す必要性を述べられ

ております。変化するためには知識が必要です。特に新会員が知識

を習得する場を設け、新たなｽﾃｰｼﾞにむけて行動の一助となるよう実

践します。 

 

会員選考委員長 中山昌実会員 

 

我がｸﾗﾌﾞの伝統である「明るく、調和

の取れた、居心地の良いｸﾗﾌﾞ」にふさ

わしい適正等を踏まえて審議していき

ます。 

会員の皆様には多くの会員候補の推薦いただければと思います。 

その上で「職業奉仕の実践」「職業代表としての自覚」「ﾛｰﾀﾘーへの

積極的参加」「積極的に楽しんで行動」の４項目に留意して推薦い

ただければと思います。よろしくお願いします。 

 

理事･ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長 

合田尚義 会員 

 

クラブ管理運営委員長を仰せつかり

ました合田です。２００９年に入会さ

せて頂き１０年となりましたが、この間、

一度、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長を務めさて頂きましたが、それ以外はずっと、

社会奉仕･青少年奉仕･国際奉仕といった奉仕系の委員会を担当

させて頂く事が多かったように思います。 

ですので、今年度にｸﾗﾌﾞ管理運営委員会の担当をさせて頂きます

のは、とても新鮮ですし、また、とても楽しみでもあります。 

４つの委員会、鈴木委員長の出席委員会、小林直哉委員長の親

睦委員会、福永委員長のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会、下川委員長のﾆｺﾆｺ委

員会でありますが、私自身は勿論、各委員会の委員の皆さんが楽し

みながら仕事ができれば理想的だなと思っております。 

一年間、よろしくお願いいたします。 

ﾆｺﾆｺ委員長 下川信宏会員 

 

昨年に引き続き、ﾆｺﾆｺ委員会を担

当させて頂きます。 

ﾆｺﾆｺは皆さんの日頃のﾆｺﾆｺが世の

中のﾆｺﾆｺに繋がる、ﾛｰﾀﾘｰならでは

の良いｼｽﾃﾑと感じています。広島北

ＲＣ例会のﾋﾟﾘｯとした空気感の中、このﾆｺﾆｺの時間で和んで頂ける

様に一年間、頑張って参りますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 福永誠一会員 

 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会の本年の方針は、ｸﾗ

ﾌﾞ運営方針である「新たなｽﾃｰｼﾞへ、

確かな一歩を」を留意しながら、委員

会ﾒﾝﾊﾞｰの方々にご指導とご意見を

頂戴したうえで、会員の皆が心から

「このｸﾗﾌﾞで良かった」と思えるｸﾗﾌﾞに成長出来るような講師選定を

行います。また、会員全員が一度は話をする会員参加型のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を実施して、会員同士のより深いつながりを結んでまいります。 

また、方針としては 

①ﾛｰﾀﾘｰ月間のテーマを踏まえたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施 

②各委員会の活動報告を積極的に行い、ｸﾗﾌﾞ奉仕活動の周知浸

透を図る 

③会員参加型のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施(会員全員が一度は話をする) 

以上、３点を実施して参ります。 

 

理事･奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 

岡部知之会員 

 

今年一年、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員

会内の各委員会が、方針として掲げ

た各事業を滞りなく実施できるようﾊﾞｯ

ｸｱｯﾌﾟして参ります。各委員会が活性化するよう、委員会所属のﾍﾞﾃ

ﾗﾝ会員のお力を借りながら、近年入会者が将来奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを立

案できるように、これまで当ｸﾗﾌﾞが取り組んできた奉仕事業の良いと

ころを継承し、見直すべきところは新たな方向性を見つけ取り組んで

いきます。各委員長の思いはとても熱く、各計画に沿って事業を計画

実施してくれることと期待しています。単年度ではなかなか完了しない

こともあるかと思います。谷本国際奉仕委員長におかれましては次年

度留年してでもｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金事業を成功させたいという思いを聞

いています。何とかこの１年間で形にできるよう精進してまいりますので

ご指導ご協力をお願いいたします。 

 

職業奉仕委員長 本田善昭会員 
 

今年度の委員会では、「職業を通じ

社会に奉仕する」を念頭に、全会員

参加型事業の検討や、ﾛｰﾀﾘｰ賞に

関わる取り組みも行いたいと考えてお

ります。会員の皆様には、ご理解ご協

力を頂きますようお願い致します。 

 

姉妹クラブ友好特別委員長 

吉永征史会員 

 

今年の調印式は９月２７日（金）に京

都で開催されます。今年で３１回目

の調印式となり伏見ＲＣさんとの歴史
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もかなりのものとなってきました。 

今後も両ｸﾗﾌﾞの友好をより一層深める為にも皆様のご協力をお願

い致します。今年度の事業計画では５０名以上での調印式参加を

目標に掲げさせていただいており是非大人数で京都を訪問し、伏見

ＲＣさんをびっくりさせましょう！簡単ではございますが就任挨拶とさせ

ていただきます。 

 

 

理事・直前会長  三保二郎会員 

 

    

国際奉仕委員長       青少年奉仕委員長 

谷本次郎会員         小林 孝憲会員 

 

     
親睦委員長            出席委員長 

小林直哉会員           鈴木孝幸会員 

 

 

７月２５日（木）例会後に松尾Ｇ６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、斎藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

幹事にご出席いただき、第１回ｸﾗﾌﾞ協議会を開催しました。 

今回のｸﾗﾌﾞ協議会は８月８日(木)の晝田ｶﾞﾊﾞﾅｰをお迎えしてのﾌｫ

ｰﾗﾑでのﾃｰﾏを決めるためのもので、ﾌｫｰﾗﾑのﾃｰﾏは下記のとおりと

なりました。 

【フォーラムテーマ】 

①会員基盤強化について（ガバナー指定） 

②ロータリー財団寄付について（ガバナー指定） 

③クラブ戦略計画について 

a. メークアップ期間定款変更の対応について 

b. 青少年奉仕事業について 

c. 奨学育英資金事業について 

d. 出席の必要性とそのあり方について 

 

【出席者】 

松尾 仁ガバナー補佐・斎藤 周ガバナー補佐幹事 

粟屋・三保・久保(豊)・杉町・島本・合田・中根・岡部・山内・中山・

坪内・樽本・藤原・林谷・上河内・森・神農・石田・鈴木・小林(直)・ 

福永・下川・池久保・松田・本田・谷本・小林(孝)・秋山・中川・吉

永・上田・下前・新谷・川上・篠崎・荒本・桑原・菊地・高見・松本・

吉良・大賀・吉田・赤井・西開地 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

「６つの重点分野」の表記が一部変更になります。 

 
ﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員会は２０１９年４月に行われた会合で、未来

の夢計画の実施後初めての包括的な見直しを受け、各重点分野

の基本方針に若干の変更を加え、いくつかの重点分野の名称を変

更すること以外は、６つのすべての重点分野を維持することに同意し

ました。名称の変更は、２０１９年７月１日からになります。 

 

・疾病予防と治療 

・母子の健康 

・水と衛生 ※ 

・平和構築と紛争予防   旧：平和と紛争予防/紛争解決 

・地域社会の経済発展   旧：経済と地域社会の発展 

・基本的教育と識字率向上 

 

※「水と衛生」に関して英語表記は変わりましたが、日本語訳に変

更はありません。 

 

 

会報ＩＴ委員会より 

 

原稿の提出についてのお願いです。 

委員会より原稿の提出をお願いさせて頂いた場合の提出期

限は例会の翌週火曜日の午前中とさせて頂きます。これま

でに提出頂けない場合は週報への掲載は割愛させていただ

きますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

また、ロータリーの友誌では新コーナー「侃侃諤諤（かんかんが

くがく）」や「私の宝物」の原稿を募集しています。 

詳しくはロータリーの友ＨＰをご覧ください。 

第１回クラブ協議会 報告 

国際ロータリーより 


