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国際ロータリー会長  ジョン・ジャーム 氏 
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■会長  中山 昌実    ■幹事  岡部 知之 
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例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１６年１２月８日発行 Vol．１４９５

 
ロータリーソング  ｢われらの生業｣ 

来客紹介 親睦委員会 

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 ニコニコ委員会 

卓話時間 原田義弘会員（がん予防推進委員会） 

 ｢前立腺がん、認知症｣ 

 久永 洪会員 

「ロータリー基本の『基と気』」 

 

国歌斉唱 

ロータリーソング  ｢奉仕の理想｣ 

来客紹介 親睦委員会 

四つのテスト 職業奉仕委員会 

会員誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 ｢年次総会 －次年度理事役員選出－｣ 

 

ご来客の皆さんにはようこそお越し下さいました。時間の許す限り

ごゆっくりおくつろぎください。 

本日は年次総会です。わがクラブにおける議決機関について話を

します。議決機関には「年次総会」「臨時総会」「定足数を満たした数

の会員が出席した本クラブの例会」そして「理事会」があります。

「年次総会」「臨時総会」は主には役員選出をします。 

「定足数を満たした数の会員が出席した本クラブの例会」ではクラ

ブ定款のうち名称と所在地域の改定、定款細則の改定ができます。

これらの会合の開催は開催日の１０日前までに通知が必要となっ

ています。 

本日の「年次総会」の案内は葉書にて通知しておりますので、会員

の皆さんは確認いただいていると思います。これ以外の事項の内

規の改定や予算・決算の承認やクラブの運営に関することなどは

「理事会」で決定することとなっています。 

確認いただけたでしょうか。 

では後ほどの「年次総会」よろしくお願いします。 

 

 
左から、藤澤会員・森嶋会員・吉永会員・増田会員・広川会員・中山

会長  おめでとうございます！ 

 

《理事会報告》 

*議事録をＨＰの会員ﾍﾟー ｼﾞに掲載しますので、ご確認ください。 

《お知らせ》 

*本日、１７時３０分より｢かなわ｣において第２回クラブ協議会を開

催します。出席予定の方はよろしくお願いいたします。 

《ＢＯＸ配布物》 

*ロータリーの友誌 

*ガバナー月信 

 

親睦委員会  藤田委員長 

*１２/２２ｸﾘｽﾏｽ家族会の回答期限は昨日１１/３０でしたが、未回

答の方には、本日ＦＡＸで再度ご案内をお送りしますので、そちら

に記入の上、速やかに提出をお願いいたします。 

奉仕プロジェクト常任委員会  合田常任委員長 

*小さな影絵展in Hawaii 支援の報告 

財団プログラム委員会  上河内委員長 

*１１月２９日(火)に開催された

｢ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6 ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ｣

に出席した際、昨年度のﾛｰ

ﾀﾘｰ財団に対する寄付の表

彰を受けましたので、披露し

ます。 

 

前回の例会   2016 年12 月1 日(木)  第2294 回 

会長時間          会長  中山 昌実 

誕生月お祝い 

幹事報告         幹事  岡部 知之 

委員会報告 

本日の例会
2016 年12 月８日（木） 

第2295 回 
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ゴルフ同好会  森会員 

*広島陵北ＲＣ・広島安佐ＲＣと合同ゴルフコンペを開催します。 

１月２８日（土） 新年会ふぐ会席「割烹・正喜越」 宿泊:周南市 

翌２９日（日） ゴルフ 

多数の出席をお願いいたします。 

 

《自主出宝》 

中山会員･三保会員･岡部会員･丸本会員･小林(孝)会員 

本日は年次総会です。ご協力よろしくお願いします。 

また１７時半から「かなわ」にて第２回ｸﾗﾌﾞ協議会を開催します。ご

出席お願いいたします。 

東会員・越智会員 本日は次年度の理事役員が決まる年次総会で

す。皆さん、よろしくお願いします。 

山下(正)会員･山坂会員・中山会員・上河内会員・坪内会員・山内

会員･杉町会員・越智会員・岡部会員･小林(孝)会員･合田会員･吉

永会員･上田会員・二井本会員･島本会員・下川会員･松田会員・濱

本会員･佐々木会員・丸本会員・金井会員・森会員 東会員、日東

不動産３０周年おめでとうございます。益々のご発展をお祈りいたし

ます。 

森嶋会員★ 誕生日・連続出席・委員会欠席・対外行事の欠席等に

関して感謝とお詫びです。 

菅会員◇ ①１１/２６・２７に栃木県日光市で行われた｢全日本ﾏｽﾀ

ｰｽﾞﾎｯｹｰ大会で我がﾁｰﾑが優勝しました。まだまだ頑張ります。 

②妻の誕生日に素敵な花を有難うございました。 

島本会員 昨年まで３年連続ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに罹ったので、本日予防注

射をしました。ﾁｸﾘとしました。今年は、例年より早く広く｢流行る｣そう

なので、気をつけましょう。 

高原会員 風邪を引きかけていましたが、何とか元気で年が越せそ

うです。 

小林(孝)会員 先週の例会で中山会長のﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ表彰にて間違

えて外部講師の記念品をお渡ししてしまいました。申し訳ございま

せん。 

ﾆｺﾆｺ委員会一同 恥ずかしがりや屋で人前で話すのが苦手な私達

が、最初の頃に比べ随分感情を込めてﾆｺﾆｺの発表が出来るように

なって来ました。これもひとえに皆様からのたくさんの出宝のお蔭と

深く感謝しております。今後も私達が成長していくためには皆様の

お力が必要です。ご出宝、宜しくお願い致します。 

 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

 

『年次総会 －次年度理事役員選出－』 

 

今年度の年次総会が会員総数９５名の内、出席会員数８３名を

もって開催されました。議長の中山会長により理事役員選考委

員が指名され、別室で開催された選考委員会により次年度理

事・役員（２０１８-２０１９年度会長含む）が選出され、全会一致

で承認されました。 

また、直ちに第１回被選理事会が開催され、各常任委員長の決

定とＳＡＡ長及び副幹事・副会計・副ＳＡＡの選出がなされまし

た。 

【２０１７－２０１８年度理事役員】              （敬称略） 

会 長（理事・役員） 東   正治 

直前会長（理事・役員）  中山 昌実 

会長エレクト（理事・役員） 三保 二郎 

副会長兼会員組織常任委員長（理事・役員）  粟屋 充博 

理 事（クラブ管理運営常任委員長）  下前 嘉彦 

理 事（広報常任委員長）  山坂 哲郎 

理 事（奉仕プロジェクト常任委員長）  島本 章生 

理 事（ロータリー財団常任委員長）  久保 豊年 

幹 事（理事・役員）  越智 健剛 

会計長（役員）  増田 達夫 

ＳＡＡ長（役員）  畑   秀樹 

副幹事 岡田 昌樹/金井 次郎 

副会計 浦   信一 

副ＳＡＡ  山下 正司/藤原 克実 

 

次年度、会長を務めさせて頂き

ます東です。 

本日は年次総会におきまして、

次年度の理事、役員をご承認

いただきありがとうございまし

た。 

まだまだ先と思っておりました

が、理事、役員も決まり「いよい

よ始まるんだ！」との思いになってまいりました。 

気の引き締まる思いでございます。 

次年度のクラブ運営に粟屋副会長、越智幹事、岡田(昌)副幹事、

金井副幹事と共に、一生懸命頑張っていきたいと思います。 

最後になりましたが、理事役員の皆様、そして会員の皆様のご

支援ご協力をお願いしまして、挨拶とさせて頂きます。 

どうか宜しくお願い致します。 

 

同好会報告 

ニコニコ箱       発表：吉永征史委員長 

《職業ニコニコ》 
河本会員 中国電力のｴﾏﾙｼﾞｮﾝ燃料装置に弊社の技術が導

入され、昨年６月に中電と弊社による共同国際特許を出願して

いましたが、この度去る１１/１１付で正式に特許が下りました。

また、火力発電に関わる化石燃料(重油､石炭､天然ｶﾞｽ)の燃料

により排出する窒素化合物(NOｘ)の低減並びに海水冷却配管

に付着する海洋生物の防止策に対し、弊社の技術の実証実験

が来年よりはじまって実証されれば、同じく共同特許を出願す

ることにしています。特に海洋生物付着防止剤に関しては船舶

の船底への応用が可能となり、弊社の技術が広く船舶業界に

も寄与できるものと期待しています。 

当日計 52,000 円  累計 1,009,000 円

年次総会報告 

次年度会長挨拶    次年度会長 東  正治 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年１２月１日（木） 会員数 ９５名 

出席 ８３名  欠席 １２名 

来客  １名 

１１月１７日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

羽井 紀行 様(広島西ＲＣ) 

■次回例会案内  ２０１６年１２月１５日（木） 

卓話 「紙芝居、カープ物語『カープ初優勝』」 

語り部   阿部 頼繁 氏 

機械操作 為政 久雄 氏 

食事 幕の内 


