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【本日の例会 第２４３３回例会】
２０２０年７月９日（木） １２：３０～
【例会プログラム】
点鐘
来客紹介
入会式
連続出席表彰
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
２０１９-２０年度 決算・監査報告
２０２０-２１年度 予算説明
点鐘

前回例会報告
第２４３２回例会
２０２０年７月２日（木） １２：３０～
点鐘
来客紹介
前年度正副会長幹事表彰
７月誕生月お祝い
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
ニコニコ委員会
卓話時間 『会長･幹事就任挨拶』
会長 久保 豊年 会員
幹事 下前 嘉彦 会員
点鐘

【出席報告】 クラブ総務委員会
２０２０年７月２日（木） 会員総数 ９８名
出席 ８９名 欠席 ９名
ゲスト
４名
【来客紹介】
榎
太持
石原 靖彦
川本 友和
松野 廣志

親睦委員会
様(入会予定者)
様(
〃
)
様(
〃
)
様(
〃
)

直前正副会長幹事へ記念品を
贈呈しました。
直前会長
直前副会長
直前幹事
直前副幹事

粟屋充博会員
杉町 孝会員
島本章生会員
樽本陽輔会員
藤原克実会員

一年間、お疲れ様でした。
７月誕生会員お祝い
炭田会員・島本会員・樹野会員・藤原会員・松田会員・大之木会員
山下会員・鈴木会員・東会員・西開地会員･竹内会員
（欠席 谷本会員・福永会員）
おめでとうございます！
会長時間

会長

久保 豊年

本日が会長としての初めての挨拶になります。１年間宜しくお願い申し上げます。
本日新会員候補者としてのゲスト 榎 太持さん、石原靖彦さん、川本友和さん、松野
廣志さん、ようこそ例会へ。ゆっくりと愉しんでください。
本日は執行部が不慣れで若干いつもの例会よりも硬い感じですが、徐々にこなれてくると
思います。
さて、姉妹クラブである京都伏見ＲＣからメッセージを頂戴していますのでご紹介します。
広島北 RC の皆様、こんにちは。
京都伏見ＲＣ、２０２０−２１年度の会長を拝命致しました 渡邊忠司と申します。
本日の広島北ＲＣ２０２０−２１年度の初例会に際し、ひと言お祝いの言葉を述べさ
せて頂きます。
本日は、久保会長年度の幕開け、初例会の開催、誠に御目出度う御座います。
今日という日を迎えるに当たり、久保豊年会長の強いリーダーシップのもとに、理事・
役員、そして会員の皆様が一丸となって様々な課題の克服にご尽力されたことに敬
意を称し、衷心よりお祝いを申し上げます。
本年は、日本ロータリーが発足して１００周年という大きな節目の年でありますが、コ
ロナ禍により、お祝いムードも一転、これからの新時代にクラブ運営をどのようにしてい
くのか、大きな課題と共に待ったなしに、舵を切らざるを得ない歴史的大転換期を迎
えております。
私たち京都伏見ＲＣも、３月以降はコロナ禍で休会が続き、新年度のスタートは８月
７日からとなります。また、クラブテーマを「常に新しいロータリー！」とし、予算も事業も
すべて見直し、今まで出来なかった改革を断行し、新たな奉仕と親睦にチャレンジし
ていく所存でございます。
貴クラブとは、引き続き姉妹クラブとして継続調印をして頂き、末永く親交を深めさせ
て頂けることを切望し、久保会長はじめ貴クラブの会員の皆様の益々ご健勝にてご
活躍なされますことをご祈念申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。
京都伏見ＲＣ 会長 渡邊忠司
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幹事報告

幹事

同好会報告

下前 嘉彦

《報告》
*重田雄三さんが６月末で退会されました。
*例会終了後１３：４５から第１回理事会を開催します。
*各委員会にお願いです。例会での委員会報告については
前以って幹事に連絡をお願いします。
*会社案内、イベント案内などﾎﾞｯｸｽ配布および例会場後方
のﾃｰﾌﾞﾙに置く場合は、事前に幹事に報告し、職業ﾆｺﾆｺで
会員に知らせて下さい。
《ＢＯＸ配布物》
*ガバナー月信
*米山学友会会報
*会員証

ゴルフ同好会
*今年度取り切り戦会長賞賞品について
卓話時間
『就任挨拶』
会長 久保 豊年 会員
皆さん、今日は。私は７月１日か
ら会長に就任しました久保豊年
です。入会は２０００年で推薦者
は渡部武さん、推薦同意者は間
所了さんです。職業分類は刑事
弁護士です。ロータリー歴は今年
で２０年目ということになります。
私は、生まれは大阪の阪大病院で、その後広島の流川幼稚園
中退して安田幼稚園へ、白島小学校から翠町中、城北高校か
ら明治学院大学の法学部へ進み、司法試験に合格して、平成
元年から現在の事務所で弁護士を開業して早３２年目になりま
す。家族としては、専業主婦の妻と長女です。長女の祥子は、現
在フランスのニースでネット販売業を自営で行っています。
さて、私は、ロータリークラブでの２０年間で色々な事を学ばせて
頂きましたが、それよりも何といっても北クラブは会員が皆フレンドリ
ーでとても優しく包んでくれるような存在の方ばかりで、とても居心
地が良いのが好きです。呑むときはしっかりと呑んで騒いで、いざ、
イベントや事業となると規律正しく奉仕する姿勢は他に誇れるクラ
ブだと思います。その伝統のある北クラブを、我が儘で自由奔放な
私が会長としてきちんと率いていけるのかどうか甚だ心配ですが、
誇りを汚さぬようしっかりと精進していきたいと思いますので、宜しく
ご指導ご鞭撻の程、お願い申し上げます。

委員会報告
Ｓ.Ａ.Ａ. 越智ＳＡＡ長
*ロータリーバッジについてご案内です。今年度は例会で着用する
ロータリーバッジをクラブから支給されたバッジのみとさせて頂きま
すので、ご協力頂きますようお願いいたします。

☺ニコニコ箱☺

ニコニコ委員会

【出宝】
重田様★ ４月末より暫く休暇を取り、自宅療養をしておりま
す。～中略～ ３年間、広島北ＲＣの方々に出会い、本当に
勉強させて頂きました。特に５０周年に関わりさせて頂いたこと
は感謝感激でした。言葉には言い尽くせません。今後も広島
北ＲＣの益々のご発展を心より祈り、また皆様にお会いできるこ
とを楽しみにしております。

【会員出宝】

本年度のホルガー・クナークＲＩ会長のテーマ、２７１０地区の脇正
典ガバナー信条、そして北クラブのクラブ方針である「不易流行」
については、スクリーンにて説明を致します。

久保豊年 会員★ 今年１年、会長職を精一杯務めますので、
ご協力をお願い申し上げます。
久保豊年 会員・塩本会員・下前会員・濵本会員・渡部会員
いよいよ新年度のｽﾀｰﾄです。執行部一同ｸﾗﾌﾞのために頑張り
ますので一年間、宜しくお願いします｡
粟屋会員 新年度の出港を祝し、出宝します。久保豊年会
長、下前幹事、塩本副会長、濵本・渡部副幹事、執行部の
皆さんのご健康と１年の航海が無事、楽しい航海でありますよ
うお祈り申し上げます。
島本会員 新年度となり、私はとてもリラックスしております。執
行部の皆様、新年度ｽﾀｰﾄおめでとうございます。
杉町会員・吉永会員 久保豊年会長をはじめ、執行部の皆さ
ん、いよいよ始まりましたね。コロナの影響もあり、いろいろと大
変でしょうが、一年間頑張ってください。私たちも一年間しっかり
勉強させて頂きます。
山坂会員・吉良会員 本日、入会予定者の榎さんが出席さ
れています。皆様、よろしくお願いします。
粟屋会員・宮本会員 松野さん、今日はようこそ例会にお越し
くださいました。来週のご入会を楽しみにしています。一緒にﾛｰ
ﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しみましょう！
古谷会員 本日所用のため早退させて頂きます。

最後にロータリー財団と米山奨学制度について、私の考えを述べ
ておきたいと思います。ロータリー活動とロータリー財団は車でいえ
ば両輪に当たると思います。つまり、ロータリー活動を活発に行うた
めには財団は不可欠だということです。従って、我々ロータリアンは
ロータリー財団への寄付を行うことが活発なロータリー活動を行う
上で重要であるということです。後少しに迫っているポリオプラスの
基金についてはビルゲイツ財団と協同して多額の費用を要してい
ます。後少しに力を貸しましょう。
米山奨学制度は、ＲＩの事業ではなく東京ロータリークラブから始
まり現在では日本全国のクラブがこれに賛同して行っている制度

当日計 ４３，０００円 累計 ４３，０００円
★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円
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です。日本人をアメリカへアメリカの費用で留学させて日米の架け
橋となるような人材を育成しようというプログラムがありました。
フルブライト・プログラムです。現在では日米で折半していますが、
当初はアメリカの費用だけで運用されていました。このプログラムに
よって輩出された日本人の中には、ノーベル賞と受賞した利根川
博士や小柴博士、国連事務次長と務めた明石さんなど世界で
も注目される人物がいます。このフルブライト・プログラムの日本版
が米山奨学制度といっても良いと思います。日本のロータリークラ
ブの費用で主にアジアの国からの優秀な留学生を奨学支援して
もらい、将来的には日本との架け橋となってもらうというコンセプト
です。北クラブはこのコンセプトに賛同して、これまで継続して寄付
募集を行ってきました。これは今年も「不易」として踏襲したいと思
っていますので、ご協力をお願いします。
執行部として、副会長に塩本能尚さん、幹事に下前嘉彦さん、
副幹事に濱本利寿さん、同じく渡部哲生さんという素晴らしいメ
ンバーを配していただきました。
執行部一丸となって、北クラブの発展と会員の皆さまの幸せのた
めに努める所存ですので、1 年間、宜しくお願い申し上げます。

リーが創立以来掲げてきた理念を信奉するようになっています。
これは朗報ですが、これまで以上にロータリーが活躍する機会が
増えているからといって、成功が約束されているわけではありません。
世界は急速に変化しています。それは、今回の危機が始まる前
からのことです。お昼の例会からオンラインの会合への移行が始ま
りつつありました。会合の大半が Zoom や Skype で行われるように
なる前から、ソーシャルメディアで友情がつちかわれ、旧交が温めら
れ、交流が行われるようになっていました。若い世代には奉仕への
強い欲求があります。が、ロータリーのような団体で重要な役割を
任せてもらえるのかどうか、違う種類のつながりを築く方がより大き
な影響を及ぼせるのではないか、と私たちは問われています。今こ
そ、すべての選択肢を検討して、新しい方法を試し、ロータリーを
未来に向けてそなえる時です。
コロナ禍で誰もが変化に適応せざるを得ませんでした。これはよい
ことです。ロータリーの新しい行動計画では、適応能力を鍛えるよ
うに呼びかけています。しかし、適応するだけでは充分ではありませ
ん。この新しい時代の問題に対処し、世界が切実に必要としてい
るロータリーになるためには、私たちは変わらなくてはなりません。そ
れも、劇的に。
それが、今年度だけでなく、今後のロータリーの課題です。理想を
実現するための手立てを求めている若い世代の考えやエネルギー、
やる気を心から歓迎し、新しい時代に合わせてロータリーを変えて
いけるかどうかは私たちにかかっています。これまでの活動をただそ
のままオンラインに移行するのではなく、デジタル時代に完全に適
応した団体にならなくてはなりません。
世界はこれまで以上にロータリーを必要としています。今後何世
代にもわたってロータリーが機会の扉を開いていくようにできるかどう
かは私たち次第です。
MyRotary より

幹事 下前 嘉彦 会員
本年度、幹事の下前です。いよ
いよ始まってしまいました。
一年前から準備をしてきましたが、
その中で感じたのは、会長になる
方はﾛｰﾀﾘｰが大好きな方で、私
はメンバーが好きなのだと思いまし
た。今年一年、会員の皆さんが
楽しく笑顔でいられるクラブ運営を心掛けて参りますのでよろしくお
願いいたします。
ＲＩ会長メッセージ

２０２０年７月

ロータリーの公式 SNS のご紹介

ホルガー・クナーク 氏
今は楽観視するべき時ではないと思
われるかもしれませんが、今こそ楽観
視するべきなのです。ロータリー創立
のずっと前から、人類は進歩と忍耐
という能力を試すような重大な危機
に見舞われてきました。ロータリーの
時代になり、さらに数多くの悲劇に
直面してきました。それを乗り越えて
人類は今に至っています。そして、ロ
ータリーは常に世界を癒すために尽
力してきました。
どの危機も、再生と成長の機会なのです。新型コロナ危機が始ま
ったばかりの頃、「ロータリーは機会の扉を開く」という会長テーマを
サンディエゴで開催された国際協議会で発表しましたが、これは
私が長年にわたって信条としてきた言葉です。
ロータリーは入会したクラブがすべてではなく、そのクラブを通じて機
会の扉が開かれます。ほかの人たちや自分自身のために機会を
生みだすために私たちは活動しています。小さなことでも、大きなこ
とでも、ロータリーの奉仕行為は助けを必要としている人びとのた
めに機会を生み出します。そして、ロータリーはあらゆる人びとのた
めに、より豊かで、より有意義な人生を、世界中の友とともに中核
的価値観に基づいて送るための機会の扉を開くのです。
政府や団体はロータリーの活動にとって大きな意味合いを持つ公
衆衛生のパートナーシップへの理解を深めています。自粛生活の
中で絆を求め、地域社会の助けになりたいと願う人びとは、ロータ

国際ロータリー
https://www.facebook.com/rotary
国際ロータリー会長
https://www.facebook.com/RotaryPresident/?fref=profile_f
riend_list
国際ロータリー日本事務局
https://www.facebook.com/rotaryjapan/
ロータリーボイス
https://rotaryblogja.wordpress.com/
ロータリーの友
https://www.facebook.com/ロータリーの友
-100188808032941/
ロータリー米山記念奨学会
https://www.facebook.com/RotaryYoneyamaMemorialFoud
ation/
フォローをして最新のロータリー情報をＧＥＴしましょう！
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