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【本日の例会 第２４３１回例会】
２０１９-２０２０年度 最終例会
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ﾛｰﾀﾘｰ財団米山奨学常任委員長 山内盛利 会員

【出席報告】 出席委員会
２０２０年６月１８日（木） 会員総数１０１名
出席 ８７名 欠席 １４名

会長時間

会長

粟屋 充博

皆さん､今日は。
今年度の例会も今日と来週２５日の最終例会を残すのみとなりましたが、今日は皆さん
に大変残念な報告がございます。
クラブに４８年在籍された広川 滋会員が今年度末６月３０日付で退会されることになり
ました。広川会員は当クラブ創立３年後の１９７２年(昭和４７年)７月に入会され、クラブ
在籍４８年、また、１９９５-１９９６年度には会長を務められ、現在の当クラブの基礎を築
いて頂きました。
私にとってはクラブの大先輩で､温厚なお人柄でいつも笑顔で優しく接して頂きましたので、
広川さんに対しては私自身は只々感謝の気持ちしかございません。
先週突然、｢足の具合が思わしくないので、残念ですが今月末で退会させて下さい。｣と
のＦＡＸが事務局に届きましたので、島本幹事と二人で先週１１日の例会終了後、広川
さんのご自宅に伺いました。奥様が丁寧にお迎え下さり、お茶とケーキをご馳走になりなが
ら４０分位似島での奉仕事業の事や故岩森先生や上野先生と旅行に行かれた時の事、
家族例会の事など当クラブ在籍中の思い出話を楽しそうに話して下さいました。
「引き続き在籍して頂けませんでしょうか･･･」との思いは精一杯お伝えしたつもりですが、
｢３年前に足を骨折して何とか元通り歩けるようになるように努力したがご覧の通りですの
で、心残りもあり残念ですが、今月末で退会とさせて下さい。皆さんには大変お世話にな
り、例会でお礼のご挨拶をしたいのは山々ですが、それもままなりませんので、クラブの皆
さんに『ありがとうございました。』とくれぐれもよろしくお伝え下さい。｣とのことでした。奥様か
らも｢皆さんによろしくお伝えください｣とのことでしたのでお伝えしておきます。
さて、ここにきて国内に於いてはようやく新型コロナ感染症の第１波が収まり、国内全都道
府県、感染防止に努めながら社会･経済活動が再開出来るようになりました。プロ野球も
いよいよ明日開幕します。カープは明日からまず横浜球場で DeNA との３連戦で､その後
アウェイで巨人、中日と３試合ずつ６連戦を闘い 1 日休んで更にアウェイ･神宮球場でヤク
ルトとの３連戦の予定で、地元マツダスタジアムでの今シーズン初試合は２週間後の７月
３日の阪神戦になります。
当面は無観客試合で球場に足を運んでの応援は出来ませんが、これからはカープの応
援の仕方も変わってきて、私を含めて多くのカープファンが、勝ち負け云々以前にスポーツ
そのものが楽しめる喜びを噛みしめながらテレビ放映を見るようになるのではないかと思い
ます。カープは広島の街に今年も必ず元気と勇気を与えてくれると思います。今年もカー
プを皆で応援しましょう！
そして、皆さんにＦＡＸでご案内をお送り致しました通り、今日は次々年度の幹事を選出
するための臨時総会を開催します。臨時総会がスムーズに進行出来ますようご協力をよ
ろしくお願い致します。
又、先週の例会の｢かなわ｣の弁当に続き、今日の例会も希望される方に｢弁兵衛｣の弁
当を用意しておりますので、例会終了後お忘れのないようにお持ち帰り下さい。
今日の弁当を用意頂いた山坂さんにお礼を申し上げ､会長時間とさせて頂きます。
幹事報告
幹事 島本 章生
《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》
*深川会員と水野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。
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《お知らせ》
*６月にハワイで開催予定でしたロータリー国際大会は中止となり
ましたが、「バーチャル国際大会」が６月２０日より WEB 上で開
催されます。参加費は無料です。

臨時総会
次々年度幹事を選出するための臨時総会を行われ、次々年度
（２０２１-２２年度）幹事として吉永征史会員が選出され、承認
されました。
吉永征史会員より
『この度、次々年度幹事にご指名いただきました吉永です。次々
年度幹事という大役を御指名いただきとても緊張しています。
次年度もクラブ管理運営常任委員会理事も仰せつかっており、
これからますます忙しくなることが予想されますが、楽しむことを忘
れずに自分らしく、持っている力を全て出し切りたいと思います。
次々年度会長の杉町さんをしっかりサポートし、一心同体で頑張
っていきますので皆さんご協力宜しくお願い致します。』

ロータリー財団寄付認証披露
マルチプル・ポールハリス・フェロー２回目
増田達夫会員・石田平二会員
マルチプル・ポールハリス・フェロー１回目
神農洪明会員・杉町 孝会員
ポールハリス・フェロー
吉永征史会員・本田善昭会員・渡部哲生会員
ロータリー財団へご寄付頂きありがとうございました。
委員会報告
次年度クラブ総務委員会 宮本委員長
次年度の連続出席表彰バッジのアンケートを回していますので、
数字あり・なしを選んでください。

卓話時間

『常任委員長退任挨拶』

次年度幹事報告
次年度幹事 下前 嘉彦
*７月からの例会およびﾎﾃﾙ駐車場のｻｰﾋﾞｽ券の取り扱いについ
て、BOX にご案内をお配りしています。必ず確認を頂きますよう
お願いいたします。

☺ニコニコ箱☺

副会長・会員組織常任委員長
杉町 孝 会員

ニコニコ委員会

会員組織常任委員長の
杉町です。
今年に入り世界中を巻
き込んだ新型コロナウイル
ス問題。
我々会員も、少なからず
影響があり感染防止対
策や経済状況の対応な
ど色々と困難な状況に見舞われました。
そんなコロナ騒動に翻弄された後半期のロータリー活動。
各小委員会はなかなか思うように活動できませんでしたが、会員
増強委員会では神農委員長の下、８月の会員増強月間にオー
プン例会を実施し、卓話者には元広島東洋カープ選手・監督を
務められた達川光男さんを招聘いたしました。
オープン例会には、会員皆さんのご協力により１４名ものゲスト参
加があり、その内３名の方々に入会して頂き大変うれしい結果と
なりました。
粟屋会長の目標である会員の純増２名を目指しましたが、コロナ
による影響で十分な活動が出来ない中、今日現在１０１名、こ
の数字にはご協力頂きました皆様方に大変感謝申し上げます。
石田ロータリー情報委員長と越智副委員長をはじめとするロータ

【会員出宝】
粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員
本日の臨時総会のご協力よろしくお願いします。
杉町会員◆ 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。
山坂会員 先週の例会で連続出席 25 年の表彰をして頂きま
した。ありがとうございました。
山坂会員 本日、弁当をご注文頂きありがとうございました。
お陰様でコロナに負けない元気が出ました。
下川会員 次回が今年度最終例会となります。皆様の今年
度の熱い思いを是非ニコニコに託して出宝頂けますよう宜しくお
願いします。
当日計 １１,０００円 累計 １,３１７,０００円
★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円
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献をしてきています。今、新型コロナウイルスが世界を襲い世界全
体が大変な事になっています。世界に奉仕のネットワークを広げる
ロータリーとして、新型コロナウイルスと闘う世界に何らかの形で貢
献出来れば良いなと一ロータリアンとして感じる次第です。
新型コロナウイルスとの闘いは私達にとっても、とても身近な問題
です。それ故賛同者も多く得られ、効果も期待出来ると思います。
その為にも国際ロータリー主導では無く、先ずはクラブレベルからそ
の思いや動きを発信出来れば良いなと思います。
以上で、ロータリー財団・米山奨学常任委員長としての退任挨
拶と致します。

リー情報委員会では、入会候補者に対するオリエンテーションを、
ＰＣとプロジェクターを使用し、映像を交えロータリー情報が少しで
も分かり易くなるよう配慮して頂きました。
また、会員選考委員会の中山委員長は、推薦候補者を「職業
奉仕の実践」「奉仕活動への参加」「例会・クラブ行事への積極
的出席」「ロータリーを楽しむ」の４項目の実践が可能であるかを
選考基準とし、素晴らしい新会員さんを選考して頂きました。
３名の小委員長の下、各小委員会の皆様、充分に活動できな
い期間があったにも関わらず、それぞれの委員会活動に邁進して
頂き有難うございました。
ただ、会員増強には欠かせない入会３年未満の方々と中堅・ベ
テラン会員さんとの、三密の極みであるコミュニケーションを図る企
画が出来なかったことが心残りの一つです。
まだまだ新型コロナウイルス問題は解決しておりませんが、この試
練を乗り越えるべく、全ての会員さんと心を一つにし、当クラブの
持ち前の底力を発揮して頂き、クラブが益々活性化することを真
に願っております。
以上で会員組織常任委員長の挨拶とさせていただきます。
皆様１年間本当にお世話になり有難うございました。

【重要】７月からの例会に関するご案内とお願い
さて、新年度７月からの例会運営に関しての重要なご案内
とお願いがございますので、下記を必ずお読みいただきますよ
うお願いいたします。
記
①例会時間 １２：３０～１３：３０ （受付は１２時～）
②例会食事 例会時間内で提供します。
（当面の間、幕の内弁当の予定）
③その他
７月からの例会も、６月の例会と同じく感染拡大予防策
を講じながら開催して参ります。
なお、現在、広島県より移動自粛の要請が出ている５都
道県（北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）
などへ例会直近１週間以内に行かれた方に対する例会
出席の自粛要請ですが、７月からの対応については、今
後出される広島県の方針を参考に６月中に会員皆様に
お知らせさせて頂きます。

ロータリー財団･米山奨学常任委員長
山内 盛利 会員

ロータリー財団・米山奨学常
任委員長の山内です。
退任挨拶に当たり、まずもって
秋山財団プログラム委員超並
びに中川米山奨学委員長を
始めとする委員会メンバーの皆
様の、この１ 年間のご協力ご
支援に御礼を申し上げます。
財団プログラム委員会の主たる役割は、財団への理解を深め年
次基金やポリオプラス基金への寄付を募るものですが、お陰様を
持ちましてクラブとしての目標を達成することが出来ました。
またもう一つの重要な業務として地区補助金並びにグローバル補
助金を利用した奉仕事業の推進支援が有ります。
地区補助金事業については NPO 法人安芸ソーシャルサポートの
会への寄贈事業をはじめ、こども食堂支援の地区補助金特別プ
ロジェクトや広大病院小児科へのマスク寄贈という緊急支援地区
補助金事業を含めて無事に終了しています。
グローバル補助金事業はフィリピンに於ける給水設備改善事業
ですが、これはコロナウイルス問題により事業そのものが停滞して
おり、財団プログラム委員会としての支援は完遂していません。今
後の継続に期待するところであります。
また今年度は、グローバル補助金利用のロータリー財団奨学生へ
の支援業務が加わりましたが、無事派遣をするところにまでこぎ着
ける事が出来ました。
米山奨学委員会の主たる役割は、米山記念奨学会への理解を
深め奨学会への寄付を募るものですが、こちらもお陰様を持ちま
して寄付総額はクラブとしての目標を達成することが出来ました。
また米山奨学委員会として、今年度米山学友会との関係につい
て見直しをしたことを付け加えたいと思います。
最後に今後への思いを一つ。
ロータリー財団は、世界の為になる活動として疾病予防を大きな
活動重点目標の一つとしてポリオ撲滅に向けて世界へ多大な貢

④例会出欠および食事の有無について
７月よりホテルグランヴィア広島からの要請もあり、例会毎
に例会参加数の予約が必要となりました。
これは２０１９年１０月に「食品ロスの削減の推進に関する
法律」が施行されたことと、現在は例会に用意してもらう
食事数と実際の出席者数に差が生じており、余った料理
が廃棄処分となっていることの改善のためです。
7 月より例会の出欠を確認させていただきます。
なお、回答後に例会の出欠に変更のある場合は２日前ま
でに連絡をいただければホテルへのキャンセルが間に合いま
す。食事の追加には対応していただけますので、出欠が決
めきれない場合はとりあえず欠席としておいていただきます
ようお願いいたします。
⑤駐車場サービス券の取り扱いについて
こちらは別途ホテルからの案内をご参照ください。

今までと違いご不便に思うかもしれませんが、状況をご理解
いただき、ご協力を賜りますようお願いいたします。
※７月の例会の出欠は６月２６日（金）までにお願いいたしま
す。
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