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黙祷 

ロータリーソング ｢われらの生業｣ 

来客紹介 親睦委員会 

入会式 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『２０１７－１８年度 決算・監査報告』 

『２０１８－１９年度 予算・事業計画説明』 

 
本日、吉良 賢治会員の入会式を

執り行いました。 

吉良 賢治 会員（きら けんじ） 

㈱ＴＡＣＫＳＥＬ 代表取締役 

推薦者：山坂会員・下川会員   

職業分類：不動産売買 

所属委員会：親睦委員会 

 
平成３０年７月豪雨で被害に遭われた方、犠牲になられた方にお見舞

いとご冥福をお祈りいたします。また、会員企業におかれても被害に遭わ

れた所、社員の方が犠牲になられた所もあるとお聞きいたしました。重ね

てお見舞いとご冥福をお祈りいたします。 

先週の金曜日から尋常ではない位の豪雨となり、交通網は夕方からマヒ

状態になりました。その中で広島空港に当日運悪く着陸出来た飛行機

の乗客は空港内で二晩を過ごす羽目になられたそうです。そして三日目

にやっと広島県がバスを出して東広島まで送ったそうです。広島県は空

港を三原に移しておきながら何故空港の孤立を放って置いたのか理解で

きません。広島西空港をヘリポートにしたのならヘリで乗客を輸送する事

位容易い事だと思います。私は日曜日に矢野、熊野、瀬野川、東広島

と車で走りましたが、土砂が流れ込んだ家が点在し途方にくれた住人が

なす術も無い感じで立ちすくんでおられる姿や、泥に埋まった畑の中にじ

っと立っているお年寄りの姿を見て胸が痛くなりました。 

また、コンビニやスーパーを覗いたらお菓子以外の食べ物は全く無く水も

一本もありませんでした。いつも思う事ですが災害が発生した時にタイム

リーに手を差し伸べる事が出来ないものかと思います。行政は人命救助

を第一にやるので発災直後は人命に関わらない事は後回しになります。

従って行政の手の届かない所は民間がやるしかないのではないでしょうか。

ロータリーでもタイムリーに何か手助け出来るシステムを作れないものかと

思います。 

その素早い緊急支援が少しでも出来ないものかと、今日持ち回りの理事

会を開かせていただき会員一人当たり一万円のご寄付をお願いしたいと

思っております。急な事で申し訳ございませんが、平成最大の災害が身

近で発生した事をご理解いただきたいと思います。どうかよろしくお願い申

し上げます。以上、会長時間を終わります。 

 

 
１４年 山内会員、１１年 菅会員、９年 合田会員、７年 濵本会員 

６年 本田会員、５年 松田会員・藤田会員・小林(孝)会員、４年 竹内

会員・岡田(清)会員、３年 岡田(昌)会員・藤原会員・樹野会員、 

２年 河村会員・藤澤会員・古田会員・福永会員 

 
《理事会報告》 

*７月５日（木） 第１回理事会 決定事項報告 

*７月１２日（木） 持ち回り理事会 決定報告 

《ＢＯＸ配布物》 

*所属委員会表  *事業計画書  *ロータリーの友誌 

 
前年度出席委員会  松田会員 

*６月の平均出席率は１００%でした。よって、前年度平均出席率は１０

０%となりました。ご協力ありがとうございました。 

会報ＩＴ委員会  上田委員長 

*ロータリーの友７月号のご紹介 

横書きＰ７ 2018-19 年度｢国際ロータリー会長｣紹介記事 

今回の平成３０年７月豪雨により、被害にあわれた皆様に、心よ

りお見舞いを申し上げるとともに、犠牲になられた方々とご遺族

の皆様に深くお悔やみ申し上げます。 

■本日の例会    ２０１８年７月１９日（木）   第２３６３回 

ロータリーソング 「われら広島北ロータリー」 

来客紹介 親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 

『就任挨拶Part１』 

前回例報告  ２０１８年７月１２日（木） 第２３６２回 

入 会 式 

会長時間         会長  三保 二郎 

連続出席表彰 

幹事報告         幹事  塩本 能尚 

委 員 会 報 告 
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縦書きＰ「クラブを訪ねて」 寒河江ＲＣ紹介 

青少年奉仕委員会  秋山委員長 

*小さな祈りの影絵展支援報告 

影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 河濵さんに目録を贈呈 

 
☀自主申告（豪雨災害関係） 

樽本会員 今回の豪雨災害でお亡くなりになられた方のご冥福をお

祈りするとともに被災された方にお見舞い申し上げます。私は会社

や社員や家族が全員無事でほっしています。生かされている自分

に感謝しながら元気に頑張っていきます。 

鈴木会員◇ この度の大雨により西日本で大きな被害が出ました。東

広島市も至る所で被害が出ております。早々に塩本幹事より安否を問

う連絡を頂き、ありがとうございました。 

庄子会員 皆様、自宅・社屋に問題ありませんか？被災された皆様に

はお見舞い申し上げます。早い回復を祈ります。 

本田会員 大雨発生時より多くのﾒﾝﾊﾞｰから安否確認のご連絡を頂き

ました。本人並びに家族・会社共に何とかなっております。誠にありがとう

ございました。 

☀７月５日例会未読分 

松本(文)会員 誕生日のお祝いをありがとうございました。 

☀自主申告 

三保会員・久保(豊)会員・塩本会員・小林(直)会員・竹内会員・堤会

員 本日、事業計画書及び予算の説明をさせて頂きます。宜しくお願い

致します。また吉良さん入会おめでとうございます。親睦と奉仕に頑張っ

てください。 

東会員・粟屋会員・越智会員・岡田(昌)会員・金井会員 本日は、前

年度の決算報告です。本当にこれで最後です。みなさん、ありがとうござ

いました。 

増田会員・浦会員 本日、昨年度の決算報告をさせて頂きます。よろし

くお願いいたします。一年間ありがとうございました。 

山坂会員・荒本会員・樹野会員・松本(文)会員・藤澤会員･篠崎会

員･下川会員 吉良会員、広島北ＲＣにようこそいらっしゃいました。この

日が来ることを心待ちにしていました。一緒にﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを十二分に楽し

みましょう。 

久保(豊)会員･岡部会員 創立５０周年のバッジをお配りしていますが、

まだまだ着用率がよくありません。是非、いつも着用をお願い致します。 

堤会員 副幹事なのに５０周年のバッジを忘れてしまいました。 

山内会員 連続出席のお祝いをして頂き、ありがとうございました。 

菅会員 連続出席１１年のお祝いをありがとうございます。 

濵本会員◇ 早いもので入会７年目になりました。これからもかわいがっ

てください。あと、妻の誕生日にきれいなお花ありがとうございました。 

藤田会員 入会からて５年になりました。これからも宜しくお願いします。 

岡田(清)会員 今期で入会５年目に入りましたが、まだまだ何もわかって

おりませんので、これからもご指導よろしくお願い致します。 

小林(孝)会員 本日で５年となりました。これからもよろしくお願いします。 

竹内会員 連続出席の表彰ありがとうございます。今月より５年目に入り

ます。今年は副幹事として頑張ります。 

岡田(昌)会員 連続出席表彰頂きました。ありがとうございました。 

福永会員･河村会員･古田会員･藤澤会員 態度のデカい４名ですが、

まだまだ丸２年の弱輩者でございます。皆様の温かいご指導ご鞭撻をお

待ちしております。 

藤原会員･樹野会員 ３年連続出席の表彰、誠にありがとうございます。

これからも継続していくよう努力して参ります。 

上河内会員 家内の誕生日に綺麗な花を頂き、ありがとうございました。

大変喜んでおりました。ﾒﾝﾊﾞｰの皆様によろしくお伝えください ということ

なのでﾆｺﾆｺにてお伝えします。誕生日の花代が千円で済むのはいいで

すね、忘れることもないし、これからも、上田さんよろしくお願いします。 

菅会員◆ マスターズホッケーワールドカップ・スペイン大会全試合に出場

し、２勝４敗でした。２０２０年東京大会も頑張ります。 

岡崎会員 文化財指定庭園保護協議会の研究会員になりました。こ

れから全国行脚の旅です。本業より忙しくなりそうです。 

池久保会員 小林直哉様・新谷欽史様・桑原一通様、先日はｽﾀｰﾄ

時間を間違え、ｽﾀｰﾄを４０分遅らせて頂き、大変申し訳ありませんでし

た。以後、気をつけます。すみませんでした。 

中川良浩会員 先週の例会終了後、間違って理事会に出席してしま

いました。どうもｺｱなﾒﾝﾊﾞｰばかりだなとは思いましたが、本当の理事であ

る岡部さんから指摘されるまで全く気づかず理事会資料に目を通してお

りました。笑いの中お詫びして退室しましたが、皆さまには大変ご迷惑を

おかけしました。その後会社に帰り、一年分の理事会ｽｹｼﾞｭｰﾙを手帳か

ら削除しました。一年間出る気満々でした。以後十分気を付けます。 

その他 荒本会員・神農会員・松田会員 

 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 
■２０１７－２０１８年度決算・監査報告 

決算報告書に基づき、浦前年度副会計より説明があり、山本

監査より監査報告がなされました。 

■２０１８-２０１９年度事業計画・予算説明 

今年度の事業計画を三保会長が説明をした後、塩本幹事よ

り予算についての説明がなされました。 

 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 

《職業ニコニコ》 
合田会員 北ＲＣ会員の皆様にもお引き立てを頂いておりました

『廣島鉄板焼き 鐵』は８月１日より、小林直哉会員のみっちゃん総

本店様に営業委託をさせて頂き、新たに『みっちゃん総本店 鐵』と

してｽﾀｰﾄを切ることとなりました。新生『鐵』に変わらぬご愛顧を賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。尚、『月寅 流川本店』は７

月１２日をもって閉店する事と致しました。長年に渡るご利用、誠に

ありがとうございました。 

小林(直)会員★ この度、合田会員の運営されておりました『広島

鉄板焼き 鐵』を８月１日より営業受託させていただく事となり、新た

に『みっちゃん総本店 鐵』としてｽﾀｰﾄいたします。これまでの『鐵』に

恥じぬよう頑張ってまいります。正式な開店は八月中旬を予定して

おります。開店の際は再度、ﾆｺﾆｺに出宝させて頂きますのでよろしく

お願いいたします。 

山下江会員 平成７年７月１１日－「７７１１」という縁起のいい日

に開設した山下江法律事務所が昨日２３周年を迎えました。これ

からも宜しくお願いします。 

池上会員 現在、鹿島建設㈱では西日本豪雨災害の緊急復

旧・支援活動の協力をしております。被災された方々の日常が一

日も早く戻るように全力で対応します。 

古田会員 ７/１０にﾎｰﾑＴＶﾋﾞｼﾞﾈｽ最前戦で「大昌工芸㈱」が放

映されました。わずか３分間の放映で、事前ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ他はまるまる

一日がかりでした。内容は会社説明ですが、さすが、編集がうまく出

来ていて、ホッとしました。今後ともよろしくお願いします。 

岡部会員 弊社の焼肉寿司食べ放題「カルビッシュ伴中央店」が、

火曜日の満点ママでＴＶ放送されました。３，９８０円コースで黒毛

和牛もラインアップしました。これからの夏休みお子様連れ、お孫様

連れで是非ご利用ください。 

当日計 70,000 円   累計 234,000 円

卓 話 時 間 

■出席報告 出席委員会 

２０１８年７月１２日（木） 会員数 ９６名 

出席 ９０名  欠席  ６名  来賓 １名 

６月２８日例会 修正後出席率 １００％ 

６月度平均出席率 １００％  年間平均出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

河濵 萌子 様(影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ) 

■次回例会案内  ２０１８年７月２６日（木） 

会場 ホテルグランヴィア広島３Ｆ天平の間 

卓話 「就任挨拶Ｐａｒｔ２」 理事役員委員長 

食事 中華 


