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前回例会報告
第２４５４回例会

２０２１年３月４日（木） １２：３０～

点鐘

ロータリー財団寄付認証披露

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  『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

  
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！

本日、２名の方の入会式を執り行いました。

岩本 利宣 会員 野口 隆志 会員

天満木材工業㈱ 取締役専務 ㈱ノサックス 常務取締役

職業分類 木材製造 職業分類 安全靴製造業

推薦者 高見会員・土井会員 推薦者 山坂会員・下川会員

「水と衛生月間」

本日から漸く通常例会に戻ることが出来ました。これも皆さまのご協力のお陰と感謝申し

上げます。広島の陽性者数も一日３名が上限という感じで落ち着いてきましたし、無料の

ＰＣＲ検査の結果も低く、市中感染者がほとんどいないと言われています。ただ、油断大

敵ですので、体温計測、消毒、ソーシャルディスタンス、飛沫防止パネル設置という基本

的な対策はきちんと採った上で通常の例会を再開したいと思いますので、更なるご協力を

お願い申し上げます。また、体調に不安のある方は無理に出席されないで、当分オンライ

ンも継続しますので、そちらでご参加下さい。

さて、今月は、「水と衛生月間」になります。

我がクラブで思い出すのは、庄子会長年度と河本会長年度の２年に亘って、タイの小学

校へ浄水器を設置するという事業を、東会長年度にはカンボジアひろしまハウスのトイレ

修繕事業とネパール女子トイレ支援事業を、三保会長年度では５０周年記念事業の一

つとして台湾花蓮県で水資源改善事業を、粟屋会長年度にはフィリピンの小学校で井

戸を掘るという事業に着手されましたが、現在コロナにより中断しています。

清潔な水は人が生きていく上での重要なライフラインになることは勿論のこと、その地域の

子ども達の教育にも重大な影響があります。世界には水を汲むために毎日何時間もかけ

て歩く子どもが大勢います。彼らの仕事は水汲みなので、当然、そのために何時間も費や

すことになり、学校へ行くことが出来なくなるのです。例えば、近くに井戸があれば、水汲み

をする必要が無くなり、彼らはその時間を学校で学ぶ時間に使うことが出来るのです。

つまり、水を供給することはその地域の人々の健康を維持することだけではなく、子ども達

の未来を拓くことでもあるのです。これからも水に拘った奉仕活動を検討していくことは重

要だと感じています。

国際ロータリー（RI）は、２０３０年までに安全な水と衛生設備をすべての人が利用できる

ようにするという目標を掲げています。そのために、アメリカ国際開発庁（USAID）と提携し

て、ガーナ、マダガスカル、ウガンダで水と衛生設備を設置する持続可能な長期的プロジェ

クトを実施しています。ロータリー財団は、２０１３年から１００か国余りで実施されている１

０００件以上のWASHプロジェクトに投資しています。財団からの補助金やロータリー会員

が浄水、衛生教育、仮設トイレの建設、廃棄物管理を支援しています。

本日は水と衛生のお話でした。ご清聴ありがとうございました。

【本日の例会 第２４５５回例会】

２０２１年３月１１日（木） １２：３０～

黙とう

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災か

ら１０年。犠牲になられた方々のご冥福を祈るた

め黙祷を行います。

【例会プログラム】

点鐘

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  『年男の弁 Part1』

点鐘

【出席報告】  クラブ総務委員会

２０２１年３月４日（木） 会員総数 １０３名

リアル出席 ６４名  その他出席 ３９名

会長時間   会長  久保 豊年

入会式
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ベネファクター

久保豊年会長

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ

坪内会員・鈴木会員

ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ

武部会員

新谷 欽史 会員

篠崎 保範 会員

山本 忠男 会員

おめでとうございます！

【理事会報告事項】

*４月２２日(木)の例会を２４日(土)に変更し、『創立５２周年記

念例会』を開催することが決まりました。

*５月２０日(木)の例会を休会とすることが決まりました。

*親睦会費について４月より徴収を再開します。

*ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙについて承認されました。

【BOX 配布物】

*次年度所属委員会表

*会員名簿追加訂正表

次年度会長 杉町  孝会員

みなさん、こんにちは。会長エ

レクトの杉町です。

この一年を振り返りまして、新

型コロナウイルスのため、ロータ

リー活動も翻弄されてきました

が、ここにきてようやくワクチン

接種も始まりました。ままなら

ないロータリー活動ではございますが、次年度に向け、被選理事

会も開催しておりますし、本日も次年度の所属委員会表を発表

させて頂きました。このように一歩ずつ次年度に向けて準備を進め

ております。皆様方のご理解・ご協力をいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

次年度幹事報告 吉永会員

本日、次年度所属委員会表をお配りさせて頂きました。ご確認

をお願いします。なお、４月８日(木)例会に第１回被選ｸﾗﾌﾞ協議

会を開催しますので、義務者の方は予定を入れておいてくださ

い。

親睦委員会 丸子委員長

４月２４日(土)１２：３０から『創立５２周年記念例会並びに懇親

昼食会』を開催します。

多数のご出席をお願いいたします。

☺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

岩本さん、野口さん、本日の入会式により正式に広島北 RC の

一員となります。早く馴染んで頂き、ロータリー活動を共に楽しみ

ましょう。本日はおめでとうございます。

杉町会員 本日、会長エレクトとしてご挨拶させて頂きました。改

めまして、次年度もよろしくお願い致します。

吉永会員 次年度所属委員会表をＢＯＸ配布させて頂きまし

た。今年一年はコロナの影響を受けると思いますが、皆さんご協

力宜しくお願い致します。

杉町会員 野口さん、入会おめでとうございます。ロータリー活動

を一緒に楽しみましょう。

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。

佐々木会員 野口さん、ご入会おめでとうございます。これから北

ロータリーを楽しんでください。

土井会員・高見会員 岩本さん、正式入会おめでとうございま

す。ロータリーライフを楽しんでいきましょう。

谷本会員 久しぶりに例会に出席することが出来たので嬉しく思

います。新会員の皆様とも早く知り合えるよう頑張ります。

上野会員◆ 今月、結婚５５周年のエメラルド婚を迎えます。ひ

とえに神様仏様、そして多くの皆様のおかげです。心から感謝申

し上げます。

篠崎会員 今日は誕生日のお祝いをして頂いてありがとうござい

ます。

大之木会員 先月、妻の誕生日のお祝い、ありがとうございまし

た。

山内会員 釣鯛会例会開催案内を、このニコニコ箱を使ってさ

せて頂きます。３月２７日土曜日、周防大島周辺にてメバル釣り

を行います。同好会メンバー各位には昨日メールにてご案内して

いますが、この場をお借りして再案内させて頂きます。メンバー各

位の奮ってのご参加をお願い致します。

吉永会員 次年度幹事からのお願いです。先週の例会の様子

を YouTube で拝見したところ例会開始前に次年度会長の頭が

故意的に映されていたように思います。「皆さんに愛されているな

～」と思いましたが、今後は次年度会長の許可を得るようにお願

いします。

吉永会員 昨日、綺麗な蘭の花が会社に届きました。本日開

催していただける「歴代正副幹事会」に参加できないからというこ

とで、上河内さんから贈っていただきました。改めて上河内さんあり

がとうございました。最高に嬉しかったです！

小林直哉会員 令和３年３月３日に弊社、常務取締役の上川

学が創業者の井畝満夫（いせみつお）より２代目を襲名いたしま

した。先代に３５年師事し自他共に認めるみっちゃん総本店で

No１の職人です。ニュース報道などで皆様からたくさんのメッセー

ジを頂きありがとうございました。何人かの方から「社長交代？」と

お問い合わせ頂きましたが・・・。残念ながら・・・まだ私が社長を

務めております。

庄子会員 創業７０周年を記念して準備してきた新社屋が完

成し、３/１に移転しました。レクトの斜め前です。

島本会員 ２６才の時、１人で開業して今月で３０年経ってまし

た。事務所の皆が花をくれて気づきました。北クラブの皆様や多く

の人との出会いに感謝します。これからの生き方を考えます。

杉町会員 先週のニコニコでテレビで放映されたお好み焼き「みっ

ちゃん総本店」さんが広島で一番おいしいと発表しましたが、もう

一つ「鉄ぱん屋弁兵衛」さんがある事をお伝えさえて頂きま

す！！

幹事報告    幹事  下前 嘉彦

ロータリー財団寄付認証披露

委員会報告

誕生月会員お祝い

次年度会長挨拶
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『会員誕生月スピーチ』  篠崎 保範 会員

『ニコニコ箱の意義』

ニコニコ委員会 委員長 樹野敏之会員

ニコニコ箱の起源ですが、

シカゴＲＣ第３回例会にお

いて、欠席者に５０セントの

罰金を科したのがルーツで

はないかと言わ れていま

す。

国内で初めてニコニコ箱を

設置したクラブについては

大阪ＲＣ説と東京ＲＣ説がありまして、

大阪説は、例会に遅刻したり、バッジを忘れた際の「罰金箱」から

始まり、名称が「良心箱」に変わり、１９３６年に現在の「ニコニコ箱」

になったという説です。

東京説は同じく１９３６年に東京ＲＣがロータリーの家（孤児院）の

子供たちを多摩川遊園地に連れて行く際の費用を、段ボール箱を

持って集めたのが始まりという説です。

広島北ＲＣでも１９６９年創立当初よりニコニコ箱が開始されまし

た。

続いて、ニコニコ箱の意義についてお話します。

ロータリー情報ハンドブックより抜粋しております

ニコニコ箱：例会場で会員が自由意思で善意の寄付金を入れる箱。

ロータリー特有のもので、会員、家族、事業などの慶び事、お祝い

事をニコニコしながら披露し、慶びを分かち合い、また失敗したり、

迷惑をかけた時もユーモアたっぷりに苦笑し、例会を賑わせて親睦

を増進し、集まったお金は奉仕活動資金に使用される。

「賑わせる」簡単ではないことですが、楽しい出宝もたくさん頂いてい

ます。会員間の親睦にも寄与していることと思います。

そして「奉仕活動資金に使用」各種報告でもお知らせがありますよ

うに、これまでも多くの奉仕活動に使用されています。大変意義あ

ることです。

当クラブのニコニコ箱には、２つの出宝方法があります。

まず、例会当日 専用封筒に記入し現金で出宝

そして、例会より前にＷｅｂ出宝しておく

現在はキャッシュレスの時代です。Ｗｅｂ出宝は現金を扱うことなく、

会費から引き落とされます。

そして文字起こしもないので生産性も高く、気付いたときに気軽に

出宝できますので、ぜひご活用いただきたい。

最後に今年度の状況・今後の予定ですが、

イベントの減少

同好会活動の縮小

リアル例会の減少 などにより、現時点の出宝総額は 大変厳しい

ものがあります。些細な事で結構ですので、皆様にお気軽に出宝し

て頂きたいと思います。そしてニコニコに関するイベントも検討中です。

引き続きよろしくお願い致します。

以上、ニコニコ委員会でした。

■ニコニコ箱Ｗｅｂ出宝について（画像はスマホ用）

広島北ＲＣのホームページからニコニコ箱受付を選ぶ

名前、ニコニコを読んで欲しい例会日、金額、コメント(２００文字以

内)を記入し、【個人情報の取扱いについて】にチェックを入れ、確認

ボタンを押す。

次のページに移動するので、内容を再度確認し、送信するボタンを

押す。この送信するボタンを押さないとニコニコは完了しません。

樹野会員 今週、広島市テレワーク補助金の第２弾が発表されま

した。テレワーク用ノートパソコン購入やコンサルティング費用が最大１

００万円まで助成されるものです。弊社を含めた登録ＩＣＴサポーター

を通じて取り組むことが必須であり、３/１５には申請する必要があり

ます。テレワーク導入をご検討中の方は、至急、樹野までご連絡くだ

さい。

当日計 ４７，０００円  累計 ７２９，０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから送られた、ニ

コニコメッセージは事務局と

ニコニコ委員長に届きます。

事務局から受信のメールを

お送りします。

もし、受信メールが届かない

場合は、メッセージ自体が

届いていないことがあります

ので、事務局に確認をお願

いいたします。

卓話時間


