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【本日の例会 第２４３５回例会】
２０２０年７月３０日（木） １２：３０～

入会式
本日、入会式を執り行いました。

ご入会おめでとうございます！

【例会プログラム】
点鐘
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
『就任挨拶 Part２』 理事役員委員長
点鐘

前回例会報告
第２４３４回例会
２０２０年７月１６日（木） １２：３０～
点鐘
入会式
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
『就任挨拶 Part1』 理事役員委員長
点鐘
【出席報告】 クラブ総務委員会
２０２０年７月１６日（木） 会員総数 １０２名
出席 ８９名 欠席 １３名

例会ではマスク着用を義務としています。

川本 友和 会員
推薦：濵本会員､下前会員
配属委員会：親睦委員会・青少年奉仕委員会
詳細はホームページの会員専用ページでご確認ください。
会長時間

会長

久保 豊年

熊本の大雨災害に対して地区から義援金のお願いがあり、我がクラブではドネーションボ
ックスを回す余裕も無かったので、メールによる持ち回り理事会の開催により、クラブ会計
から仮払いをして、８月分の会費から一人１,０００円を徴収することにしました。緊急対応
でしたので、何卒ご了承下さい。
今後も、九州地方の災害復旧支援については、現在奉仕プロジェクト常任委員会にて
協議していますが、皆さまからも何かアイデアがあれば丸本理事まで挙げていただければ
幸甚です。
さて、７月はロータリー月間テーマがありませんので、自由に話しをさせていただいています。
前回は、国旗・国歌とロータリーについてでした。
本日は、ロータリーソングについてお話しします。我がクラブも点鐘の後にロータリーソングを
合唱することが日常化しています。これは「不易」なのでしょうか？
調べてみました。
「ロータリー創設後、３年間シカゴＲＣでは、奉仕協調派と親睦派との間に激しい討論が
あり、クラブの崩壊寸前となったとき、印刷業のハリー・ラグルスが『諸君、歌を唄おうではな
いか』と提案したのが始まりと言われている。まもなく、ロータリーの例会で歌うことが習慣と
なった。この習慣は米国の多くのクラブに普及し、今日では、オーストラリア、日本、ナイジ
ェリア、ニュージーランド、カナダ等様々な国のロータリー例会のポピュラーな親睦行事とな
っている。例会の初めに国歌を歌うクラブもある。
しかし、ヨーロッパ、南米、アジアのロータリークラブの例会でロータリーソングが歌われること
はほとんどない」（ロータリー情報ハンドブック２０１７より）
奉仕協調派と親睦派との間の激しい討論でクラブが崩壊寸前になったというのが面白い
ですね。日本のロータリアンの中にもこの価値観の違いがあるように思います。
我がクラブでも、どちらに重心を置くかという微妙な意識の違いはあるのでしょうね。
ただ、何か奉仕活動をする時には我がクラブはベテランの会員も含めた多くの会員が手伝
ってくれます。また、親睦も大好きなクラブだと思います。
本日は、ロータリーソングについてお話ししましたが、「ロータリーソングは不易か？」という
疑問については、不易ではないというのがどうやら結論のようです。

アルコール消毒もお忘れなく！
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幹事報告

幹事

下前 嘉彦

樹野会員 本日、ニコニコ委員長就任の挨拶をさせて頂きま
す。よろしくお願いいたします。
坪内会員 本日、ロータリー情報委員長としての就任挨拶をさ
せて頂きます。一年間ご指導ご協力よろしくお願いいたします。
下川会員 本日、公共イメージ常任委員長就任挨拶をさせ
て頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。
合田会員・鈴木会員 会員皆様のご協力のもと、２０１９-２０
２０年度年間出席率１００％を達成することが出来ました。あり
がとうございました。
山下会員★ 多打喜会取り切り戦で、最後まで皆諦めずに
熾烈なデッドヒートとなりましたが、ジッと我慢のゴルフで久しぶり
の７９点、３アンダーで勝ち取りました。また、今年度も元気で
頑張ります。
山下会員★ 並みいる強敵を退けての、多打喜会７月例会
優勝です。同組の丸本さん・宮本さん・竹本さん、楽しい一日
をありがとうございました。
丸本会員☆ 多打喜会で山下さん取り切り戦・月例のダブル
優勝おめでとうございます。私は５アンダーということで５枚出宝
します。
森会員◇ ７月度多打喜会例会のアンダー分です。
山内会員◇ 多打喜会例会でのネットアンダー分を出宝しま
す。優勝の山下さんおめでとうございます。
秋山会員☆ 多打喜会、５アンダーの出宝をします。取り切り
戦優勝も月例優勝もハーフ３０台も 1 打差で逃しましたが、緊
張しながらもメンバー皆さん励ましのお陰で回れました。また出
宝できるよう頑張ります。
山下会員 丁度、誕生日です。健康に感謝！！
鈴木会員 今月誕生日です。
中尾会員 東さん、日東不動産株式会社では、私募債を発
行され、その折り「いのちの電話」に寄付されたという記事が中
国新聞経済面で紹介されていました。貴社の益々のご発展を
お祈りいたします。
山内会員 コロナウイルス禍で打撃を受けた飲食店・遊戯施
設等を対象とした広島県誘客促進事業認定業者としてつば
めトラベルが認定されました。 一人当たり 5,000 円～10,000 円
の補助金が広島県から出ます。タクシー・ハイヤー・貸切バスを
使っての飲食店・ゴルフ場等遊戯施設利用の際に、是非つば
めトラベルをご用命下さい。補助金申請第１号として明日「か

《理事会報告》
・会長から報告がございましたが、熊本豪雨災害の義援金として
８月会費において一人１,０００円を徴収し、地区に送金すること
を決定しました。地区で取りまとめ第２７２０地区（熊本・大分）
に送られます。
《BOX 配布物》
・ゴルフ同好会８月例会案内
委員会報告
前年度出席委員会 鈴木会員
前年度２０１９-２０年度のクラブの年間出席率は１００％でした。
ご協力ありがとうございました。
クラブ交流委員会 小林直哉 委員長
例会終了後、「３F 安芸宮島」において委員会を開催します。
同好会報告
野球同好会 武部会員
例会終了後、打ち合わせを行いますので、お集まりください。
ゴルフ同好会 竹本会員
・多打喜会８月例会の案内をお配りしています。
・前年度２０１９-２０年度取切り戦成績発表
三位：丸本会員
二位：秋山会員
優勝：山下会員
out３８ in４１
total７９ HDC１０
NET６９
おめでとうございます!

・7 月例会成績発表
三位：秋山会員
二位：丸本会員
優勝：山下会員

なわ」で開催予定の北酔会例会で活用予定です。
赤木会員 本日２２：００から薬剤師が主人公のドラマ「アンサ
ングルシンデレラ」が TSS で放映されます。コロナで３か月遅れま
したが、石原さとみさんが主人公をやられるので楽しみにしてい
ます。

おめでとうございます!

当日計 ５２，０００円 累計 １５５，０００円
★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

☺ニコニコ箱☺

ニコニコ委員会

【会員出宝】

卓話時間

久保豊年 会員・塩本会員・下前会員・濵本会員・渡部会員
川本友和さん入会おめでとうございます。早く馴染んで頂き、ロー
タリー活動を一緒に楽しみましょう。
下前会員･濵本会員 川本友和さん本日はご入会おめでとうご
ざいます。これからは毎週会えますね（笑）
杉町会員 本日、会長エレクト就任挨拶をさせて頂きます。宜
しくお願い致します。
吉永会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。一年間宜しくお
願い致します。
丸子会員 本日、親睦委員長就任のご挨拶をさせて頂きます。
一年間ご協力をよろしくお願いいたします。

『就任挨拶 Part1』
理事・直前会長 粟屋充博 会員
前年度は１年間ありがとうございま
した｡今年度は直前会長として理
事会に､職業分類･会員選考委員
会とクラブ戦略計画委員会の委員
としてクラブの活動に関わらせて頂きます｡何よりもまず私が心得て
おくべきことは｢今年度の邪魔をしないこと｣だと思っています｡今年
度の一つ一つの事業が計画通り楽しく実施出来るように､クラブ
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運営がスムーズに進むように､極力発言は謹んで久保豊年丸の１
年の航海を温かい気持ちで見守っていきたいと思います。
１年間どうぞよろしくお願い致します。
理事・会長ｴﾚｸﾄ 杉町

理事・公共ｲﾒｰｼﾞ常任委員長
下川信宏 会員
公共イメージはご存知の通り、会
報・ＩＴ委員会と公共イメージ委
員 会と２ つの小委員 会がありま
す。
会報・IT 委員会は対内的に「広島北ロータリークラブの居心地の
よい楽しいクラブ」を SNS などを使って共有したいと思います。
公共イメージは対外的に広島北ＲＣの活動を伝えて行きます。
今年はひろしま国際平和マラソンが中止となっています。
このコロナ禍で皆が集まって活動できない中、新しい広報活動を
考えて行きたいと思います。
久保会長の方針の不易流行に基づき、新しい在り方を模索しつ
つ、しっかり伝統を守って活動を行いたいと思います。
どうぞ１年間よろしくお願いします。

孝 会員

当クラブに入会させて頂き１７年に
なりましたが、まだまだ勉強の毎日
となっております。
前年度の粟屋会長の下、当クラブ
に対する熱い思いなど身近で肌で感じさせていただきました。
また、今年度久保豊年会長の方針である不易流行を、しっかりと
学びたいと思っております。
どうか皆様、１年間ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

理事・副会長兼会員組織常任委
員長 塩本能尚 会員
会報ＩＴ委員長 浦
会員組織常任委員会は職業分
類会員選考委員会・ロータリー情
報委員会・クラブ交流委員会の３
つの小委員会で構成されています。
従来は４つの小委員会で構成されていた時が多いのですが、３つ
の小委員会に編成替えし、さらにクラブ交流委員会には新しい役
割も増えていますが、いずれも経験豊富な委員長さんなのできっ
ちりと役割を果たしていただけると思っています。

信一 会員

本年度ｸﾗﾌﾞ運営方針である「不
易流行」のもと、会報、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、
ＳＮＳ等を活用しながら、対内広
報活動として、魅力的に情報を発
信し情報を共有できる環境を整備
していきたいと思います。委員会ﾒﾝﾊﾞｰを経験したことがなく、いき
なり委員長という大役ではございますが、委員会ﾒﾝﾊﾞｰをはじめ
皆様のご協力を賜りながら、１年間努めていきたいと思います。宜
しくお願い致します。

クラブ交流委員長 小林直哉 会員
新しく発足した委員会という事で
緊張しておりますが、親睦委員会
の経験を少しでも活かせるよう頑
張って参りますので、よろしくお願い
いたします。

公共ｲﾒｰｼﾞ委員長
福永誠一 会員
公共イメージ委員会には２つの職
務がありまして、「ひろしま平和国
際マラソン」への参画と、クラブの公
共イメージの向上があります。コロ
ナ禍の影響で「ひろしま平和国際マラソン」は中止になってしまい
ました。
公共イメージの向上については、コロナ禍で出来ることと出来ない
ことはありますが、今だから出来ることを模索して実行していきたい
と思います。1 年間よろしくお願いいたします。

職業分類会員選考委員長
東 正治 会員
会員選考に当たり職業分類も併
せて推薦を受けた方を慎重に審議
し、速やかに理事会に報告してい
きたいと思います。

奨学育英資金特別委員長
上田修史 会員

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長
坪内昭吉 会員

奨学育英資金制度は創立１５周
年記念事業として始まりました。
現在は瀬戸内高校、文教高校、
桜が丘高校の６人への支援をします。又、創立５０周年記念事
業として前年度から実施している西日本豪雨「平成３０年７月豪
雨被災者支援事業」を継続して経済的な理由で就学が困難な
高校生を支援して社会に有為な人材育成に努めたいと思います
なで皆様一年間ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会では、入会
候補者にﾛｰﾀﾘｰ情報説明会を
実施し、入会後のｽﾑｰｽﾞな活動
をｻﾎﾟｰﾄします。
また、運営方針である「不易流行」の不易であるﾛｰﾀﾘｰの歴史に
ついて、近年入会者を中心に例会やｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞの場な
どを通じて、勉強会や討論する機会を設けることで情報を共有し
ていきたいと思います。 一年間、ご指導ご協力のほどよろしくお
願いいたします。
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理事･ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長
吉永征史 会員

親睦委員長 丸子潤一郎 会員
久保会長方針の『不易流行』と、
吉永クラブ管理運営常任理事の
モットーである『何事も楽しんでや
る！』を基本に置き、これまでの親
睦活動を参考にしながらも、新型
コロナウイルスの感染拡大に伴い、今後も影響が出ると考えられ
ますが、新たなスタイルに対応し、今できること、準備できることを
最大限行い会員や家族が楽しんで活動できる親睦事業を企画
運営してまいります。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

まずは、これまで私が努めた副幹
事や親睦委員長、ニコニコ委員長
の経験を生かし、この様な時期だ
からこそ皆さんが楽しめるよう、各委員長と共に精一杯頑張ってい
きますので一年間ご協力宜しくお願いします。
コロナの影響により 3 月から例会が中止となり、なかなか今年度の
準備もできない状態が続き不安な気持ちでいっぱいでしたが、とり
あえず７月からは通常に近い例会を開催することができ安堵して
おります。
今年度の方針として、この様な状況というのもありますし、私が入
会して以来ずっと心に決めている「何事も楽しんでやる！」を掲げ
させていただきました。
当委員会は今年度より出席委員会から名称が変更になった「ク
ラブ総務委員会」「親睦委員会」「プログラム委員会」「ニコニコ委
員会」と４つの委員会で形成されており、クラブの運営にとても大
切な委員会です。
皆さんに楽しんでもらうために、まずはこの４つの委員会が仲良く、
力を合わせて楽しむことが第一歩だと考えています。
この後、各委員長より熱い就任挨拶があると思いますが、私と共
に頑張ってもらえる各委員長に対する思いを一言ずつ述べて終わ
りにしたいと思います。
まずは、宮本クラブ総務委員長、怒ったことがあるのかというくらい
いつも笑顔が素敵です。僕に半分下さい。
次に、丸子親睦委員長、まつ毛が長く優しい瞳が素敵です。鍛
え上げられた身体とのギャップは羨ましい限りです。
次に、樹野ニコニコ委員長、いつも控えめですが頼りになります。ク
ールですが時に恥ずかしそうに笑うのが素敵です。
最後に、高見プログラム委員長、大きな瞳の目力が素敵です。
息子と同じ名前の「仁」に悪い人はいません！
以上、素晴らしい方々と一年間頑張りますので宜しくお願いしま
す。ありがとうございました。

ニコニコ委員長 樹野敏之 会員
ニコニコ委員会では、伝統である
「明るく調和のとれた居心地の良い
楽しいクラブ」の精神を引き継ぎな
がら、本年度のテーマである「不易
流行」、新たな変化も考慮した運
営を目指してまいります。
具体的には、パソコンやスマホからのＷｅｂ出宝がとても簡単に出
来るようになりましたので、今後はリンク先ＵＲＬを掲載したお願い
メールを皆様にお送りしていきます。これまでＷｅｂ出宝を経験した
ことがない方もぜひお願いします。
また、近年入会の方々にもニコニコ箱の意義をご理解頂くことに
努め、積極的に出宝して頂くことができる環境づくりを行います。
この１年間、例会時のニコニコ箱が楽しい時間となる雰囲気作り
や発表を目指します。ニコニコ箱を通じて雰囲気を楽しく盛り上げ、
より一層の会員の絆を深めることに努めて参ります。
１年間どうぞよろしくお願い致します。

プログラム委員長 高見

仁 会員

コロナの影響で外部卓話の見通し
が立たない状況ではありますが、皆
様に楽しみにしてもらえるようなプロ
グラムを展開して参りたいと思いま
す。８月のプログラム時間では、職業奉仕・社会奉仕委員会と共
同で、「コロナに負けない！」というプログラムを実施予定です。
デリバリーやテイクアウトといった新業態、マスク等の新商品販売な
ど会員の取り組みを紹介し、会員同士の利用につなげることがで
きればと思います。一年間、よろしくお願いします。

クラブ総務委員長 宮本伸久 会員
クラブ総務委員会は「クラブ管理
運営常任委員会」に所属する、ク
ラブを管理運営する上で総務的な
役割を担う部署として、今年度か
ら新しく組織された委員会です。新しい組織を運営していくという
ことは、兎角難しく考えがちですが、組織の方向性やあるべき姿な
ど、新しい形や前例を創っていくという意味においては、非常に魅
力があり、やりがいもあるお役を頂いたと積極的に考えています。
今年度久保豊年会長は「不易流行」という、クラブ運営方針を
打ち出されており、ま たクラブ管理運営常任委員会の吉永理事
は「何事も楽しんでやる！」をモットーに、常任委員会を運営して
いく考え方をもたれています。
それを受けて私達は与えられた役割をこなすだけではなく、常任
委員会内ではボーダレスで積極的にクラブの管理運営に関わって
いきたいと思います。
会員皆様におかれましては、コロナの流行により何らかの影響を
受け、今後の見通しもはっきり立たない大変な時期ではあります
が、どうぞご協力の程宜しくお願い致します。

令和２年７月豪雨災害に対する義援金についてのご報告
この度の「令和２年７月豪雨災害に対する義援金」につきま
して、ガバナーより報告がございました。
【皆様からいただきました義援金総額 3,121,120 円は、
以下の２地区のガバナー事務所へ送金いたしました。ご協力
ありがとうございました。 ガバナー 脇 正典】
第 2720 地区（熊本・大分）
2,371,120 円
第 2700 地区（福岡・佐賀、長崎の一部） 750,000 円
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