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前回例会報告
第２４２９回例会

２０２０年６月１１日（木） １２：３０～

【例会プログラム】

来客紹介 親睦委員会

連続出席表彰 （３・４・５・６月）

会長時間 会長  粟屋充博

幹事報告 幹事  島本章生

委員会報告

同好会報告

ニコニコ箱の時間

卓話時間

『常任委員長退任挨拶』

クラブ管理運営常任委員長 合田尚義 会員

公共イメージ常任委員長  中根弘幸 会員

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 岡部知之 会員

今日の例会には当クラブが４月からホストクラブとなっている米山奨学生の邵 有芸君に

お越し頂いております。邵君、このホテルで４月２０日に初めて会って以来約２ケ月ぶりで

すが今日はようこそ当クラブの例会にお越しくださいました。初めての例会参加で緊張し

ていると思いますが、肩の力を抜いてどうぞごゆっくりお過ごし下さい。

さて、広島も昨日梅雨入りし昨夜から雨が降り続いていますが、足元の悪い中、先週の

例会に続き今日の例会も８０名の多くの会員の方々にご参加頂きまして､ありがとうござ

います。

今年度も残すところ３週間足らずとなりました。振り返りますとアッという間の１年で、何も

なければ今月６月は今年度の委員会の打ち上げや次年度の出港準備、又今年度入

会された新会員の皆さん方は最終夜間例会での当クラブ恒例の出し物の練習・準備

等々で夜の街にも繰り出し、賑やかに和気藹々と会員同士の交流が楽しめる所ですが、

残念ながら今年はそうも参りません。また、先週６月６日(土)～昨日１０日(水)まで開催

される予定だったハワイ・ホノルルでの国際大会も中止になるなど、致し方ないとはいえ､

今月が｢ロータリー親睦活動月間｣に指定されているにも拘わらず活動が思うにまかせな

いことをもどかしく感じています。

とは申しましても今年度、今日を含めて例会も３回ございますので、執行部全員気持ち

を引き締めて最後まで務めて参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

先週の例会で炭田先生に｢新型コロナウイルス感染症の正しい知識と適切な対処につ

いて｣のお話を頂きました。内科医師としてのお立場からのお話で大変勉強になりました。

炭田先生、ありがとうございました｡

お話の中で、「１０名以上の会合の時間は３０分以内とすることが望ましい、との感染症

専門医の提言がある」とのご指摘を頂きましたので、今日の例会は３０分で終了し、「か

なわ」さんの弁当をお持ち帰り頂くこととさせて頂きました。弁当を用意頂いた三保会員

にもお礼を申し上げます。ありがとうございました。

さて、先週の例会では時間が無かったので報告が出来ませんでしたが、先月５月２８日

(木)にここホテルグランヴィア広島で新現引継クラブ協議会を開催致しました。会議のみ

で会議の後の懇親会が開催出来なかったのは残念ですが、今年度の活動報告と反省

点や課題などを次年度の理事･役員･委員長の皆さんに報告させて頂き、何とか顔を合

わせての引継ぎが出来て安堵しています。

この新現引継クラブ協議会に先立ち、同日１２時３０分からZOOMによるＷＥＢ模擬例

会にも初めてチャレンジしました。予想を上回る３０名の会員の方々にご参加頂き、不

慣れなためスムーズにとは行きませんでしたが、私自身は｢使い慣れれば状況によっては

取り組む価値はあるな・・・｣と思いました。ご参加頂いた皆さんは如何思われましたでし

ょうか。

今年度をスタートするにあたり、会長方針の中で「分断・排除でなく連帯･融合へ向け確

かな一歩を」と申し上げましたが、今新たな生活様式への対応が求められる中でクラブと

しても、｢人と人、クラブと地域など地域の絆を紡ぐ活動を大切にしていきたい｣と改めて

思うこの頃です。会長時間を終わります。

《お知らせ》

*次週の例会出欠に変更がある場合は、事務局に連絡をお願いします。

《報 告》

*下前会員よりｸﾗﾌﾞからのお香典をロータリー財団への寄付としますということで、お預かり

いたしました。

【本日の例会 第２４３０回例会】

２０２０年６月１８日（木） １２：３０～

【例会プログラム】

ロータリー財団寄付認証披露

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

臨時総会

卓話時間

『常任委員長退任挨拶』

会員組織常任委員長  杉町  孝会員

ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山奨学常任委員長

山内盛利会員

【来客紹介】  親睦委員会

邵 有芸 君 （米山奨学生）

【出席報告】  出席委員会

２０２０年６月１１日（木） 会員総数１０１名

出席 ８０名  欠席  ２１名

※通常例会をご欠席の場合は、ホームページ

の例会報告をご覧いただき、感想をメールな

どでお送りください。６月中は例会出席扱い

となります。

会長時間       会長   粟屋 充博

幹事報告         幹事  島本 章生
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《ＢＯＸ配布物》

*ロータリーの友誌５・６月合併号

１年 赤井会員・西開地会員

２年 三宅会員

３年 池久保会員・荒本会員・重田会員・桑原会員

４年 久保豊年会員・小林直哉会員・中川良浩会員

６年 下川会員

７年 小河会員

８年 吉永会員

９年 河本会員

１０年 島本会員

１１年 越智会員

１２年 塩本会員

１４年 石井会員・上河内会員・畑会員・深川会員

１５年 下前会員・粟屋会員・中根会員

１７年 杉町会員

１９年 前会員・久保雅史会員

２５年 山坂会員

２９年 炭田会員

３０年 岡崎会員

３４年 上野会員

３６年 中尾会員

４９年 山本会員    おめでとうございます！

なお、１０年 島本会員・２５年 山坂会員・３０年 岡崎会員に

は別途永年連続出席の記念品が渡されました。

次年度米山奨学委員会 池久保委員長

米山奨学生 邵 有芸君の紹介

会報ＩＴ委員会 岡田会員

ロータリーの友 5・6 月合併号のご紹介

オススメ記事

横組み９頁 新型コロナウイルス感染症対応として、こらからのＲ

Ｃの在り方についての特集記事が掲載されています。

横組み３０頁 ７月１からレジ袋の有料化が実施されます。プラ

スチックごみについて今一度皆さんで考えてみましょう。

縦組み４頁 子どもの「自立」について、親として、社会人として

興味深い内容が掲載されています。

※例会ではご紹介する時間がありませんでしたので、ＷＥＢと会

報に掲載させて頂きました。

ゴルフ同好会

３月例会優勝者 合田尚義会員

５月例会優勝者 山坂淑子さん

※４月は中止となりました。

『常任委員長退任挨拶』

クラブ管理運営常任委員長

合田 尚義 会員

入会して１０年余り、奉仕系の委

員会に携わる事が多かったのです

が、今年度は出席･親睦･プログ

ラム･ニコニコという大変に楽しい

委員会を担当させて頂き、自分自身が楽しみながら携わらせて

頂きました。

今年度は、例会出席のメークアップ期間が年度内に変更という大

きな事がありました。また、何と言いましても新型コロナウイルス感

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】
粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員

米山奨学生 邵 有芸さん本日は当クラブへようこそお越しく

ださいました。これから一緒にロータリー生活を楽しんでいきまし

ょう。またカウンセラーの池久保会員よろしくお願いします。

池久保会員 皆様、邵 有芸君をよろしくお願いいたします。

粟屋会員★ お陰様で連続出席一区切り１５年を迎えること

が出来ました。１５年間の皆様のご厚情・ご指導に感謝し、出

宝させて頂きます。これからも引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。

上河内会員 上河内裕司です！ １４年連続出席の表彰を

していただき、ありがとうございました。

合田会員☆ 多打喜会５月例会にて準優勝致しました。アン

ダー分と合わせて出宝します。７月の取切り戦の「オーパスワ

ン」と「ワインセラー」は私が頂きます！

森 会員◆

・秋山さん先日は、アルコール消毒液を有難うございました。

・妻の誕生日に素敵な花を頂きました。

・誕生日のお祝い有難うございました。

久保豊年会員 先週木曜日、窃盗容疑で勾留されていた依

頼者が何と９日目で釈放されました。珍しいことなので、嬉しく

て。

山坂会員・佐々木会員 明日、新会社(株)ﾊﾞﾙｺﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

ｽﾞを設立致します。事業内容は「ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝの比較ｻｲﾄ」

運営など IT 関連です。佐々木は取締役として関わらせて頂き

ます。

島本会員・樽本会員・藤原会員 先週の例会で４月誕生日

の岡部会員と中川良浩会員の名前を読んでいませんでした。

大変失礼しました。岡部会員と中川良浩会員は４月生まれ

です。おめでとうございます。

当日計 ５８,０００円  累計 １,３０６,０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

委員会報告

卓話時間

連続出席表彰

同好会報告
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染の問題から、３･４･５月の例会が中止となり多くのプログラムが

中止となりました。また４/２４の創立５１周年記念式典や年度末

の新会員歓迎懇親会も中止となってしまったことは大変に残念で

あります。

また６月から例会が再開とはなりましたが、随分と例会運営の方

法も変わり、戸惑いを感じながらの年度末となりました。

当クラブ会員の職業は様々ですが、コロナウイルス感染問題の影

響を大きく受けておられる会員も少なくありません。しかし、こうした

時こそ、これまでのロータリー活動、親睦と友好で培われた友情、

人間関係が非常に大切であるということを痛切に感じました。

色々な事を勉強させて頂く一年間であったと思います。ありがとう

ございました。

公共イメージ常任委員長
中根 弘幸 会員

今年度公共イメージ常任委員

会の委員長を務めました。この

委員会は、会報・ＩＴ委員会と

公共イメージ委員会二つの小

委員会で構成されます。それぞれ、対内広報と対外広報の役割

を担っております。

それぞれ熱心な委員長さんを配属していただき感謝しております。

会報・ＩＴの池久保さんは、本当に熱心な委員長さんですし、公

共イメージの松田さんは、昨年度の常任委員長さんですから、な

んの心配も無くお任せておりました。メールで送られてくる計画や

報告書に良いと思いますと返事をしていたら、1 年が終わったという

感じです。

会報・ＩＴ委員会

例会で写真撮影を担当しています。今年度のトピックスは、ロータ

リーの友誌の担当者を東京からお呼びして卓話をいただき、その

後の委員会にも参加していただいたことです。どんな記事が掲載

されやすいのか質問して、本音でご回答いただき、その後の投稿

に大いに役立ちました。また、コロナで例会ができない期間、ＺＯＯ

Ｍ委員会を開催して委員会みんなで顔を合わせた会議ができた

ことも良い思い出となりました。ＳＮＳの活用を独立に事業計画に

掲げておりましたので、コロナのお陰で関連事業ができたことになり

ます。

公共イメージ委員会

最大の行事は、ひろしま国際平和マラソンに参加して、ポリオ撲

滅活動をアピールし、中国新聞などにも掲載していただいたことで、

北ＲＣの公共イメージの向上に役立てたことです。北ＲＣでは、こ

れまで５年間マラソンに参加しておりますので、今後も継続してい

ただけたらと思っております（行事が中止にならないか心配）。他に

は、職業奉仕委員会と共同で広島テレビに職場訪問例会を実

施しました。

最後になりますが、皆様のご協力に感謝し、退任挨拶とさせてい

ただきます。一年間本当にありがとうございました。

奉仕プロジェクト常任委員長

岡部 知之 会員

粟屋会長のクラブ運営方針に基

づき、この１年４つの奉仕委員会

を担当させていただきました。

クラブの計画で主に当常任委員

会に該当するのは３つ。

１．できるだけ多くの会員に奉仕事業に参加していただく

社会奉仕委員会では「ひろしまはなのわ２０２０」に会員と家族で

花を植えようという計画はコロナで中止となりましたが、職業奉仕

委員会が広島テレビ新社屋にて職場訪問例会を多くの会員の

出席により実現してくれました。

２．地区補助金特別プロジェクトへの参加

青少年奉仕委員会が「矢野の家こども食堂」に食事にかかわる

備品や電気設備増強の支援を、特別プロジェクト補助金を活用

し実現してくれました。

またそれにとどまらず同じこども食堂にて秋祭りを開催し、多くの会

員や育英資金の奨学生にも参加していただき盛大に事業を成

功させてくれました。

また、社会奉仕委員会は発達障害就労支援を行っているＮＰＯ

法人安芸ソーシャルサポートの会への療育活動のためのプロジェク

ターとスクリーンの寄贈事業を、地区補助金を活用して実現してく

れました。

それとは別に、コロナで大変な真っ只中、突然来た地区緊急支

援無茶ぶりプロジェクトにも手を挙げ、広大病院へマスク・防護服

を寄贈する事業を実現してくれました。

３．グローバル補助金を活用した国際奉仕事業へのチャレンジ

国際奉仕委員会では、何度もフィリピンへ足を運び、また執行部

にも現地調査に参加していただき、積極果敢にチャレンジしてくれ

ました。既に過去Ｇ補助金で他国クラブが支援した学校だったた

め、いろいろ議論した結果申請にはこぎつけませんでしたが、面倒

な申請書を何度も作成してくれました。

その中の１校に対して井戸を掘り、飲み水を確保する事業は、コ

ロナによる相手国のロックダウンにより工事が延期中で、これについ

ては今年度委員会として完成まで責任をもって見届けるようにし

ております。

これら以外にも、サニーピアデイキャンプ、サニーピアクリスマス会、

小さな影絵展の実施と引き継ぎ後任者の選定と多岐にわたり事

業を成功させてくれた４人の委員長をはじめ委員会の皆様に感

謝申し上げ常任委員長退任のあいさつとさせていただきます。


