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前回例会報告
第２４５３回例会

２０２１年２月２５日（木） １２：３０～

点鐘

賀寿お祝い

連続出席表彰（１２月・１月・２月）

永年連続出席表彰

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 ニコニコ委員会

点鐘

  
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！

「ロータリー創立記念日」

皆さん、こんにちは！

広島県独自の飲食店への時短要請も今週からめでたく解除され、通常の生活が戻りつ

つありますが、ワクチンが少なくとも高齢者の方々へ行き渡るまでは、三密を避けて、マス

クをして、消毒をしましょう。もう少しの辛抱だと思います。

本日も食事はお出ししていませんが、来月からは防護パネルも入れてランチをしながらの

通常例会に戻そうと思いますので、楽しみにしておいてください。

さて、去る２月１７日、広島女学院中高のゲーンス記念ホールにて、同学院の高校生の

団体が行う「Ｎ×Ｎクリエイティブ・ライフ・プロジェク２０２０」の活動に使用するノートパソコ

ン 2 台とデジタルカメラ２台の贈呈式に参加してきました。

この事業は、Ｎ×Ｎすなわち日本とネパールのプロジェクトであり、ネパールでの性教育や

平和教育などのオンライン授業を日本から送信するための受信機器がノートパソコンとい

う訳です。

ではデジタルカメラは何のためでしょう？

ネパールの孤児院の子どもたちはその成長記録を撮影してくれる親がいません。それでは

子どもたちが成長したときに幼い時の写真が無いということになってしまいます。そこで、彼

らの成長記録の撮影するためのデジタルカメラであり、その写真はアルバムにして施設を出

ていくときに渡してあげるというプロジェクトなんです。素晴らしい事業ですよね。青少年の

ボランティア活動を側面から支援するということですので、これは青少年奉仕事業ということ

になります。

当日は、女学院高校の学生の皆さんと同中高校の渡辺信一校長先生を始めとする教

員の方々も来られて和やかに行われました。

また、メディアはＲＣＣテレビや経済レポートの取材もあり、特にＲＣＣテレビは当日の夜と

翌日の２回に亘って長時間の放送をしてくれて、ロータリーの公共イメージ向上に貢献で

きたのではないかと思います。

この事業を企画してくれた奉仕プロジェクト常任委員会の丸本常任委員長、青少年奉

仕小委員会の岡部委員長・赤井副委員長を始めとする委員の皆さまに心から感謝しま

す。

またメディアへの広報を担当していただいた公共イメージ常任委員会の下川委員長、そし

てテレビ取材へ繋いでいただいた小林孝憲会員のご協力に感謝します。なお、女学院の

皆さんには３月の例会に招待していますので、またゆっくりとお話を伺えればと思っています

ので楽しみにしておいて下さい。

さて、２月２３日はロータリーの創立記念日であり世界理解と平和の日です。

ロータリークラブは１９０５年（明治３８年）２月２３日、アメリカのイリノイ州シカゴ市において、

弁護士ポール・ハリス、石炭商シルベスター・シール、鉱山技師ガス・ローア、洋服商ハイ

ラム・ショーレーと４名で初めての会合を持ったのです。

当時のシカゴは詐欺的な商いが横行していて不景気も相俟って殺伐としていたらしいで

す。そこでポール・ハリスがお互いに信頼できる取引が出来る者だけが集まろうという発想

からロータリークラブを始めました。その伝統は今にも続いていますね。

我がクラブ内でも何か注文するなら会員の会社へ頼みますよね？それは信頼関係がある

からですよね。これが職業奉仕の原点とされています。

これからもこの信頼関係が未来永劫続くよう祈念しまして、本日の会長時間を終わります。

ご清聴ありがとうございました。

【本日の例会 第２４５４回例会】

２０２１年３月４日（木） １２：３０～

【例会プログラム】

点鐘

入会式

誕生月お祝い

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

卓話  『誕生月会員スピーチ』

     『ニコニコ箱の意義』 ニコニコ委員会

点鐘

【出席報告】  クラブ総務委員会

２０２１年２月２５日（木） 会員総数 １０１名

リアル出席 ４７名  その他出席 ５４名

【来客紹介】  親睦委員会

岩本 利宣 様（入会予定者）

野口 隆志 様（入会予定者）

会長時間   会長  久保 豊年
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７７才を迎えられた増田会員と上野会員にクラブから記念品が贈

られました。

おめでとうございます！

１２月 １月 ２月

３０年 泉 会員 １３年 迫 会員 ４５年 久永会員

２５年 中山会員 １０年 佐々木会員 １２年 越智会員

２２年 三保会員 ６年  谷本会員 ６年  秋山会員

２２年 山下会員 ２年 大賀会員 ６年  浦会員

２０年 庄子会員 １年  貞木会員 ２年  吉田会員

１８年 坪内会員 １年  赤木会員

１５年 神農会員

１３年 鈴木会員

１２年 岡部会員

６年  樽本会員

３年  松本会員

１年  平井会員

皆様、おめでとうございます！

【理事会報告事項】

*３月２５日の卓話変更を承認しました。

*３月から例会で飛沫防止パネルを設置することが決まりました。

【次回例会について】

*次回例会は３月４日(木)です。食事の提供も始まりますので、

出欠の回答を早めに返信をお願いします。

【BOX 配布物】

*３月例会予定表

S.A.A. 越智 SAA 長

コロナ禍での例会開催に伴い、皆様にも協力をして頂きますよう

お願いいたします。

①席に着きましたらテーブルに置いてあるリストに名前をご記入下

さい。

②広島コロナお知らせＱＲへの登録をお願いします。

この広島コロナお知らせＱＲは同じ時間帯に同じ場所にいる方

の感染が確認された時に注意喚起のメールが届くシステムで

す。

このメールを受け取った方にはＰＣＲ検査の申し込みが案内される

ことになっていますので、例会毎の登録が必要とはなりますが、是

非、登録をお願いします。

③厚生労働省の接触確認アプリ「COCOA」の登録もお願いしま

す。（現在は iPhone のみ）

④会場内外に掲示してあります注意書きを確認していただき、協

力をお願いします。

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。

青少年奉仕委員会 岡部委員長

広島女学院高校

『N×N Creative Life Project ２０２０』支援事業報告

先日広島女学院高等学校への支援事業贈呈式を開催しまし

たのでご報告いたします。まずこの支援事業について簡単にご説

明します。

２０１９年に広島女学院高校１７名の学生がクリエイティブライフプ

ロジェクトを結成しました。学生たちが研修で訪れたミャンマーやネ

パールで目にした教育環境を問題視し、今回ネパールの施設へ

パソコンやデジカメを送り、性教育や平和教育などをテーマとした

授業動画を配信したり、写真をアルバムにするという事業を計画

し、青少年奉仕委員会として賛同し支援することとしました。

今回はネパールへ送るパソコンとデジカメ、またその輸送費の贈呈

式を先週１７日１７時から女学院内のゲーンズホールにて行いま

した。ＲＣＣテレビニュースにも取り上げていただきました。

ご協力いただいた会員の皆様にこの場

を借りて御礼申し上げます。

今後は物品が無事ネパールに届き、

学生達との交信ができるよう見守りた

いと思います。

３月２５日には、その学生たちによる卓

話を計画しています。

子どもたちへの奉仕活動ではなく、奉

仕活動をする青少年に対する支援と

いう本来の青少年奉仕事業が実現で

きホッとしています。

幹事報告    幹事  下前 嘉彦

また、永年連続出席を達成され

た方には、別途記念品が贈られま

す。

賀寿お祝い

委員会報告

連続出席並びに永年連続出席表彰
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ゴルフ同好会 吉良会員

１月多打喜会報告

１月１６日（土）に和木ゴルフ倶

楽部で行いました「１月例会」の

成績を発表します。

1 位 川本会員

2 位 原田会員

3 位 松野会員

ベスグロ 川本会員

２月１日、オンライン形式で開催されたロータリー国際協議会※において、

次年度の RI テーマが発表されました。次年度 RI 会長と共にご紹介いたし

ます。

２０２１-２２年度 RI 会長

シェカール メータ氏

カルカッタ-マハナガルＲＣ所属

インド（西ベンガル州）

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

※ロータリー国際協議会とは世界中の地区ガバナー・工レクトが

７月１日の就任に向けて準備するための会合です。

☺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

２月１７日、青少年奉仕委員会が企画した女学院への贈呈式

に出席してきました。女学院の生徒がネパールの孤児などを支援

する活動をしており当クラブはその活動をサポートするためにパソコ

ンとデジタルカメラを２台ずつ贈呈しました。丸本理事、岡部委員

長、青少年奉仕委員会の皆様ありがとうございました。

杉町会員・吉永会員 本日例会前に第３回被選理事会を開

催しました。コロナの影響で３回目にして初めて対面にて開催する

ことができました。やはり顔を見ながらっていいですね。一日も早く

コロナが終息し元の生活に戻れることを願います。

丸本会員・岡部会員・赤井会員・槇殿会員・泉会員・石井会

員・武部会員・西開地会員・平井会員・川本会員 先週１７日

水曜日、広島女学院中学校ゲーンズホールにて、広島女学院

高等学校クリエイティブライフプロジェクト支援事業の贈呈式を開

催しました。ご出席いただいた執行部や会報ＩＴ委員会の皆様、

ご協力ありがとうございました。

土井会員・高見会員 岩本さん、ようこそゲスト参加して頂きま

した。次週の正式入会を楽しみにしています。

山坂会員・下川会員 野口さん、ようこそ広島北ＲＣにいらっしゃ

いました。これから一緒に楽しんでいきましょう。

中山会員 お陰様で連続出席２５年となりました。コロナに負け

ずこれからも出来る限り続けていければと思っています。

三保会員 お陰様で連続出席２２年となりました。これからも健

康に留意して頑張ります。

庄子会員 連続出席２０年になりました。引き続きよろしくお願い

します。

坪内会員 おかげ様で連続出席１８年になりました。これからも

元気で頑張りますのでご指導よろしくお願いします。

岡部会員 連続出席表彰ありがとうございます。１２年間あっとい

う間でした。これからもよろしくお願いします。

佐々木会員 早いもので入会して１０年が経ちました。これからも

ロータリーライフを楽しんでいきますので、今後ともよろしくお願いい

たします。

浦会員 連続出席６年になります。今後も継続できるよう頑張り

ます。

秋山会員 連続出席、３月より７年目を目指します。引き続きよ

ろしくお願いいたします。

平井会員 入会して１年が経ちました。コロナ禍で例会出席も

少ないですが、皆様に良くしてもらって楽しんでます。これからもよ

ろしくお願いします。

貞木会員 入会させて頂き１年が経過しました。今後ともよろしく

お願いいたします。

原田会員 今月７回目の年男（８４歳）になりました。生きている

間、お世話になります。

川本会員 １月１６日、多打喜会にて初優勝することができまし

た。ありがとうございました。次回も頑張りますので、引き続きよろ

しくお願いします。

荒本会員 ２月４日のハイブリット例会では、誕生日のお祝いあ

りがとうございました。今後もロータリー活動にしっかり取り組んでい

きたいと思います。引き続きよろしくお願いします。

山坂会員 ２月２７日（土）１４時から私が後援会長をしている

広島ドラゴンフライズと千葉ジェッツの試合が後援会の冠ゲームと

してグリーンアリーナで行われます。まだチケットは残っておりますの

で、是非、応援に来て下さい。

岡部会員 昨夜ＴＳＳでみっちゃん総本店がＴＶに出てました。大

阪お好み焼きとの対決。結果は・・・。くやしい。

杉町会員 昨夜、広島を代表するお好み焼き「みっちゃん」が TV

で放映されました。一生懸命応援しましたが、残念な結果に。し

かし、広島の皆さんは知っています。「みっちゃん」がいちばん美味

しいと。

上河内会員 皆様こんにちは！上河内です。皆様お目にかかっ

ておりませんがお元気でしょうか？私は生きています。早くお会い

できる日が来るといいですね。

越智会員 大変申し訳ありません。例会開始が１分遅れてしま

いました。

当日計 ４８，０００円  累計 ６８２，０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

同好会報告

２０２１-２２年度 国際ロータリーテーマ発表


