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過去例会報告
第２４４８回例会

２０２０年１２月１０日（木） １２：３０～

オンライン配信およびホームページ上

第２４４９回例会

２０２０年１２月１７（木） １２：３０～

オンライン配信およびホームページ上

第２４５０回例会

２０２０年１２月２４日（木） １２：３０～

【年次総会】

オンライン配信およびホームページ上

第２４５１回例会

２０２１年１月１４日（木） １２：３０～

オンライン配信およびホームページ上

  
例会ではマスク着用を義務としています。

アルコール消毒もお忘れなく！

会話をする時はソーシャルディスタンスを意識！

皆さん、こんにちは。

今年度初めての YouTube のオンライン配信による会長時間になります。

さて、全世界的にコロナ第３波がやってきており、フランスは再びロックダウンしていますし、

東京や大阪も過去最高の陽性者数、広島も記録を更新しました。かかる状況に鑑みて、

１２月３日の例会及び年次総会は急遽中止とさせて頂き、ご迷惑をお掛けしたことをお詫

び申し上げます。

今後の例会について、理事会で協議しましたが、次週１７日（木）についても今回と同じ

形での例会とさせていただきます。そして、２４日（木）から対面での例会を開催させていた

だきますが、スクール形式・食事なしとし、年次総会を実施させて頂きます。

ただ、出席を希望されない方につきましては予め委任状をお出し頂く方法もありますので、

無理はなされないようお願い致します。

今月のロータリー月間は、奇しくも「治療予防と治療月間」です。

地域社会の医療従事者の能力向上、伝染病の伝播を食い止め、非伝染病とそれによ

る合併症を減らすための疾病予防プログラム、地域社会の医療インフラの改善、疾病の

蔓延を防止することを目的とした、地域住民への教育と地域動員、疾病または怪我によ

って引き起こされる身体障害の予防、疾病予防と治療に関連した仕事に従事することを

目指す専門職業人のための奨学金支援を強調する月間です。

この目標は２０１４年のＲＩ理事会で決定されたそうです。未来を予想していたみたいです

ね。皆さん、朝夜と昼間の寒暖差が激しい季節です。くれぐれもお体をご自愛ください。

以上で会長時間を終わります。

【報告事項】

*臨時理事会報告

【お知らせ】

*今年度の会員名簿手帳版が出来ましたので、先日郵送させて頂きました。

*２０２１年ロータリーカレンダーですが、１２/２４に配布予定です。

ゴルフ同好会 竹本会員

１２月５日に予定していました１２月例会および懇親会は中止しました。

１月例会は１月１６日（土）和木ゴルフ倶楽部で開催予定です。後日ご案内をお送りさせ

て頂きます。

登山同好会 山内会員

１２月２０日の宮島弥山への登山および懇親会は中止します。

【本日の例会 第２４５２回例会】

２０２１年２月４日（木） １２：３０～

【例会プログラム】

点鐘

誕生月お祝い

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

点鐘

※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、

飲食の提供はございません。

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】

久保豊年会員 粟屋さん、中国新聞トップボイスへのインタビュー、良かったです。

当日計 １，０００円  累計 ５８９，０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

１２月１０日(木) 会長時間   会長  久保 豊年

１２月１０日(木) 同好会報告

１２月１０日(木) 幹事報告    幹事  下前 嘉彦



2

皆さん、こんにちは。広島のコロナ陽性者が急増中とのことですが、

皆さん、お元気でしょうか？

本日から飲食店への時短のお願いが始まるようです。酒類の提

供が午後７時までとなると５時位から飲み始めないと間に合わな

いですね。休業するお店も増えるでしょうね。何だか寂しい年末に

なりそうです。

さて、来週の２４日のクリスマスイブに、年次総会を開催します。

定款上、年内に開催しなくてはいけませんので、ご理解下さい。

年次総会の議題は２つあります。１点目が、次年度の理事・役員

選挙になります。これには次年度の会長エレクト（つまり、今年度

でいえば会長ノミニー）の選挙も含まれます。２点目は、会計中間

報告ですが、これは書面送付にて代えさせていただきます。

例会の開催方法は本日と同じオンライン配信の例会とさせて頂き

たいと思います。詳細は理事会で協議後、皆様にお知らせします

ので、よろしくお願いいたします。

ところで、ロータリーは公式行事としてクリスマス会を催すクラブが多

いですが、なぜクリスマスなのでしょうか？

これについて書かれた文献を見つけることができませんでしたので、

私の想像ですが、恐らく、アメリカのシカゴから始まったロータリーな

ので、キリスト教の信者が多いアメリカでのクリスマスパーティがロー

タリークラブでも公式行事になったのではないかと思います。

アメリカは大統領就任式で聖書の上に手を置いて宣誓をしたり、

スピーチの終わりに GOD BLESS YOU（神のご加護がありますよ

うに）と言うことが多いですね。OH MY GOD！とか、アメリカ人は

神という言葉を使うのが日常のようです。この GOD が誰を指すの

かによっていろいろな宗教が存在するわけですが、フランスではイス

ラム教に対する揶揄が表現の自由に含まれるのかが大問題にな

っているようです。

日本では、割と宗教には関係なく、神事や仏事やハロウィンやクリ

スマスと楽しいイベントには参加する傾向があるようです。

そうそう、うちのクリスマス会は、中止にしました。その代わり、皆さま

のご家庭へクラブからのクリスマスプレゼントが届きますのでお楽し

みに。それでは、楽しいクリスマスをお過ごしください。

MERRY CHRISTMAS！

以上で会長時間を終わります。

【報告事項】

*理事会報告

（1）２０２３-２４年度ガバナー候補者推薦について

（2）新会員について

（3）新会員入会に伴う職業分類の新設の件

（4）１２月１７日（木）の例会について、ホームページ上の例会報

告への掲載の他、オンライン配信を追加する件

（5）「HAP 展示会 in 広島信用金庫」開催の承認について

（6）人吉市災害復興共同事業（京都伏見ＲＣとの共催）について

（7）撮影機材備品購入について

（8）家族会に替わるクリスマスプレゼントの配布について

【お知らせ】

*次週の例会についてですが、広島市のコロナの感染状況が変わ

りましたので、再度理事会で協議し、皆様に報告させて頂きま

す。

皆さん、こんにちは。

本日、３回連続のオンライン例会となり、我がクラブ始まって以来

初のオンライン総会も開催します。早く皆さんとお会いして酒を酌

み交わしたいのは山々ですが、もう少し我慢しましょう。

このようにロータリーの例会や行事が縮小せざるをないことから、あ

る会員からご提案をいただき、ロータリー会費や例会費等を値下

げするかどうかについてこれから理事会に諮りたいと思っています。

決まりましたらまた連絡させていただきます。

さて、本日は、クリスマスイブです。

最近クリスマスの話ばかりしていると呆れないで聞いてください。クリ

スマスは、実は、イエス・キリストの誕生日ではないというのは皆さ

んご存知だと思いますが、クリスマスイブがクリスマスの前日のことで

はないというのは知らない方が多いのではないでしょうか？私も知

りませんでした。キリスト教会の暦では日が沈んだら新しい１日が

既に始まるそうです。

つまり、クリスマスの２５日は、前日の２４日の日が沈んだ時から始

まったいるということなんだそうです。クリスマスはすでに始まっていた

のですね。

というわけで、クラブからの皆さんへのクリスマスプレゼントは本日届

くと思いますので、楽しみにしておいてください。

それでは、皆さん、良いクリスマスとお正月をお迎えください。

以上で、今年最後の会長時間とさせていただきます。

今年度、年次総会はオンラインで行いました。

Ｚｏｏｍで参加頂いた方、オンライン配信でご視聴頂いた方、また

委任状をお送り頂いた方も含め定足数を満たしましたので、総会

成立とします。

なお、中間会計報告は報告書の郵送をもって報告とさせて頂き

ます。

総会に先立ち開催された理事役員選考委員会が選出した候補

者について、全会一致で承認されました。

総会後に開催する第 1 回被選理事会の結果は後日発表させて

頂きます。

皆さん、こんにちは。会長エレクトの杉町です。

新型コロナウイルスの影響で、例会開催が困難な中、今日このよ

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】

迫会員 日本経済新聞社の第二回全国社歌コンテストに応募

しました。久保会長はじめ、会員の皆さんのご協力により何と

か得票率が伸びています。今月２５日まで一般投票があり１月

に審査員選考を経て、何とか決勝戦まで進みたいと思います

のでご協力の程よろしくお願い申し上げます。

濵本会員 例会オンライン配信の際、ロータリーバッジを忘

れました。

当日計 ２，０００円  累計 ５９１，０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

１２月１７日(木) 会長時間   会長  久保 豊年

１２月１７日(木) 幹事報告  副幹事  濵本 利寿

１２月２４日(木) 会長時間   会長  久保 豊年

１２月２４日(木) 年次総会

１２月２４日(木)次年度会長挨拶
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うな形で、総会を開催して頂き、久保会長始め皆様方には大変

感謝申し上げます。

さて、皆様方には、既に書面にて理事役員選考委員会より案内

がありました様に、次年度理事役員の発表がございました。

第１回被選理事会は、総会後１週間以内に開催する事とありま

すので、早急に開催し、各理事の担当常任委員会、ＳＡＡ長並

びに副幹事・副ＳＡＡ・副会計などを決定し、追って皆様に書面

にてご報告申し上げますので、宜しくお願い致します。

また、現在ロータリーの例会や活動もままならない状況ではござい

ますが、１日も早いコロナの終息を願い、次年度に向けて一歩一

歩前に進んで行きたいと思っております。会員皆様方のお力添え

を、お願いしまして次年度会長の挨拶とさせて頂きます。

本日はありがとうございました。

２０２１-２０２２年度理事役員

理事・会長   杉町  孝

理事・直前会長  久保 豊年

理事・会長ノミニー 塩本 能尚（２０２２－２３年度会長予定者）

理事・副会長 山内 盛利

理事・幹事 吉永 征史

理事 丸子潤一郎

理事 樽本 陽輔

理事 森  直基

理事 荒本 徹哉

会計長 石田 平二

【今年は丑年です】

皆さん、新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い

申し上げます。今年は丑年です。もともと十二支は植物が循環

する様子を表しているそうです。

丑という文字は、手の指を曲げて物を握る状態を表した象形文

字で、掴むとか絡むという意味があります。中国の漢書では、丑は、

曲がるとか捩じるという意味があり、芽が種子の内部で伸びきらな

い状態を表しているとされています。丑は十二支の２番目で、子

年に撒いた種が芽を出して成長する時期とされています。丑が２

番目になった理由を表した民話があります。

昔、神様が動物達にお触れを出しました。「元日の朝、私のところ

へ出掛けてきなさい。最初に到着したものから１２番目までを１年

交代でその年の大将にしてあげよう」。元日の朝になり足の遅い

牛が誰よりも早く夜明け前に出発しました。

すると、牛小屋の天井でこれを見ていたネズミがこっそりと牛の背

中に飛び乗りました。牛が神様の家に着くと未だ誰も来ておらず、

やがて朝が来て門が開いた途端、牛の背中からネズミが飛び降り

て１番になったそうです。

つまり、丑年の人は、黙々と道を歩んで成果を挙げるタイプです

ね。

今月は、職業奉仕月間になっています。ロータリーの職業奉仕で

は、地域社会のニーズに取り組み、支援を必要とする人たちが自

らの力で生活を立てていけるよう支援するため、多彩な職業の知

識とスキルを活用することが求められます。

我がクラブでは、昨年の１２月２４日、京都伏見ＲＣとの初の共同

事業として、熊本県人吉市の被災者及びボランティアの方々に

心の支援を行うことを目的として、京都伏見ＲＣの杭迫先生の手

による書で応援幕を製作して、人吉市へ贈呈しました。「朝の来

ない夜はない」という書です。杭迫先生は書の大家であり、その職

業を生かしたある意味の職業奉仕事業ともいえると思います。こ

の応援幕は、人吉市役所・ボランティアセンター・仮設住宅の集

会所などの11 か所に掲示してもらう予定です。この事業を実現す

るのにご尽力いただいた奉仕プロジェクト丸本常任委員長、職業

奉仕・社会奉仕中川小委員長、有難うございました。

今年度も丁度半分過ぎました。コロナ禍だからこそじっくりと丑のよ

うに取り組みたいと思いますので、宜しくお願いいたします。

以上、会長時間とさせていただきます。

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】

久保豊年会員・塩本会員・下前会員・濵本会員・渡部会員

今年最後の例会も残念ながらオンラインでの例会となり１２月

は一度も皆様にお会いすることができませんでした。コロナ終

息を願い早く通常例会が開催でき、皆様にお会いできる事を

願っております。良いクリスマスをお過ごしください。メリークリ

スマス！

池上会員◇ 本日クリスマスプレゼントを贈っていただきま

した。家内にクリスマスケーキをプレゼントします。残りを出

宝させていただきます。ありがとうございました。

当日計 ２，０００円  累計 ５９１，０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

２０２１年１月１４日(木) 会長時間   会長  久保 豊年
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改めて第 1 回被選理事会の報告をさせていただきます。

ＳＡＡ長には松田宜久会員を選出しました。

また、総会で選ばれた理事にそれぞれ担当の常任委員会を決め

ました。

会員組織常任委員長      山内盛利 理事

クラブ管理運営常任委員長   丸子潤一郎 理事

公共イメージ常任委員長    樽本陽輔 理事

奉仕プロジェクト常任委員長  森 直基 理事

ロータリー財団・米山奨学常任委員長  荒本徹哉 理事

続いて、副幹事・副 SAA・副会計は次の方を選びました。

副幹事 宮本 伸久会員・中川良浩会員

副 SAA 中山 昌実会員・堤 大地会員

副会計 畑  秀樹会員

以上、よろしくお願いいたします。

例会場でのソーシャルディスタンスに

ご協力をお願いいたします。

また、会場内ではあまり立ち動かな

いようにしてください。

よろしくお願いいたします。

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】

久保豊年会員・塩本会員・下前会員・濵本会員・渡部会員

皆様、新年、明けましておめでとうございます。本日より新年

のスタートです。コロナ禍ですが残り半年精一杯頑張ります

のでご協力の程宜しくお願い致します。

杉町会員・久保豊年会員・塩本会員・山内会員・吉永会員・

丸子会員・樽本会員・森会員・荒本会員・石田会員・松田会

員・宮本会員・中川良浩会員・畑会員・中山会員・堤会員・吉

永会員 昨年末に年次総会及び第１回被選理事会が開催さ

れ、次年度理事・役員の選出、発表をさせていただきまし

た。コロナに負けず精一杯頑張りますので宜しくお願い致し

ます。

松田会員・中山会員・堤会員（次年度 SAA 一同）

年次総会後、第１回被選理事会において次年度ＳＡＡに選

出いただきました。次年度１年間宜しくお願い致します！！

宮本会員・中川良浩会員 副幹事にご指名いただきまして

有難うございます。コロナ禍の中、先行きの見通しのたたな

い昨今ではありますが、二人力を合わせて精一杯次年度を

盛り上げて行きたいと思います。皆様ご指導ご鞭撻のほど

宜しくお願いいたします。

杉町会員・吉永会員 皆さんあけましておめでとうございま

す。本来であればお会いしてご挨拶したいところですが、そ

れが叶わず残念でなりません。昨年末、次年度理事・役員を

発表させていただきました。コロナも終息の気配をなかなか

見せてくれませんが、理事役員が一枚岩となり、会員のみな

さんが安心して楽しんでいただけるよう、その時に出来ること

を精一杯頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します。

杉町会員・山内会員・吉永会員・宮本会員・中川良浩会員

本日、次年度グラブの益々の繁栄と世の中の安寧を願い、

東照宮へ玉串を奉納して参ります。

下川会員・浦会員・深川会員・久永会員・前会員・小河会

員・上田会員・川上会員・樽本会員・新谷会員・大賀会員

みなさん、あけましておめでとうございます。新年のごあいさ

つを、直接顔を合わせて出来ないことが残念です。

この度、皆様の会費で映像機材などを購入させていただき

ました。コロナ禍においても、映像等を活用し、会員の皆様

により良いかたちで情報を共有いただけるよう活動してまい

ります。本年もよろしくお願いいたします。

石原会員 お世話になります。ホテルグランヴィア広島の石

原です。当ホテルもコロナ禍の影響をストレートに受けてお

り、非常に苦戦しております。現状ではなかなか打つ手もな

い状況ですが、皆様と顔を合わせてお逢いできる日まで頑

張り続けますのでよろしくお願いします。

上野会員★ 皆様のお蔭により、満７７歳の誕生日を迎える

ことができました。「３密」を避け、かなわで家族とともに静か

にお祝いいたしました。

山下会員◆ 新年あけましておめでとうございます。今年も

沢山の皆さんから年賀状を頂き有難うございました。返信で

きていませんので、ニコニコ出宝させて頂きます。まだまだコ

ロナの影響は続くと思いますが、明るい未来を信じて頑張っ

ていきましょう。

山内会員 明けましておめでとうございます。お正月に６１歳

の誕生日を迎えました。毎年のことながら「明けましておめで

とう」の後に「お誕生日もおめでとう」と言われます。忘れられ

ることもあります。今年はコロナが終息して、本当におめでた

い年になることを願っています。

吉永会員 コロナ禍ということもあり新しい趣味を見つけまし

た。昨年末にスキューバのライセンスを取得し、今年に入っ

てからはウォーキングを始め１１日の成人の日には５時間か

けて１５ｋｍ歩きました。今年は夜の街から山と海へ活動範

囲を移したいと思います。

池久保会員 久保会長、クリスマスプレゼントありがとうござ

いました！

池久保会員 妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございま

した。とても喜んでいました！上田さんもありがとうございま

した。

樹野会員 コロナ禍で一堂に会することが難しい状況の中、

ニコニコ箱は会員同士を繋ぐツールになると考えます。引き

続き皆様の出宝をお待ちしております！

当日計 ６３，０００円  累計 ６５４，０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

第１回被選理事会報告  会長エレクト 杉町  孝


