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2020 年 10 月 22 日 第2425回例会
2019 年 3 月 14 日 10月第４例会
RIテーマ ROTARY：ROTARY OPENS OPPORTUNITIES

本年度会長テーマ

「ロータリーは機会の扉を開く」

「ロ ー タリ ー を 心 地 よく 」

「地域社会の経済発展月間」
「米山月間」
◆ 会長時間 ◆

浜田会長

委員会報告
プログラム・出席委員会
出 席 報 告 井下委員長

先日、国際ロータリー第2710
地区ガバナーエレクトの杉川さ

本

日（10月22日・木曜日）

ん（広島西南RC）から「2021-

会員数

88名

出席者

79名

22年度ガバナー補佐の任命に

欠席者

9名

ご来客

0名

ついての御報告」という案内

ご来賓

0名

ゲスト

0名

計

79名

をいただきました。
その案内によりますと、広島西RCの所属する

４週間前の例会（2020年9月17日・木曜日）

グループ７のガバナー補佐は広島東南RCの温泉

出席率

100％

川（ゆのかわ）さんで、職業分類は産婦人科医で
す。ちなみにグループ６のガバナー補佐は広島北

同好会報告

RCの山坂さんで、職業分類は輸入車販売です。
国際RCの役員でもあるガバナーの任務には、

紫雀会

地区大会の開催・ガバナー月信の発行・公式訪問

鈴木世話人

紫雀会10月例会は10月15日㈭ 午後６時より

などがあります。今年度の防府での地区大会は今

立町にあります麻雀マックで行われました。

月24・25日の予定でしたが、新型コロナウイル

優勝争いは最後の局まで持ち込まれ、片山君、

スの影響で来年の５月15・16日に延期されまし

高田さんのデッドヒートとなりましたが、栄冠

た。８月20日の広島西RCへの公式訪問も９月３

を勝ち取ったのはオブザーバーの高田さんでし

日の例会時に脇ガバナーからのビデオメッセージ

た。惜しくも２位は片山君、３位は三浦君とな

に変更していただきました。

りました。

新型コロナウイルスの影響で、行事の中止・延

高田さんより優勝したのでスマイルをしたい、

期・変更が続いておりますが、次年度に向けての

と聞いておりますのでよろしくお願いします。

人事などは粛々と決まりつつあります。

次回例会は11月19日㈭ 午後６時より庚午ク
ラブでの開催となります。

卓話予告
日時

テ

ー

マ

11/5㈭ 強調プログラム（ロータリー財団）
例

会

風

景
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が離れた場所から操作し、配管内面の摩耗や

会員記念日

腐食による減肉を調べられます。

奥様お誕生日おめでとうございます。

超音波検査機器のワイヤレス化は業界初で

上野
（彰）
君

（10名）
沙夜香夫人

もあり、今後もワイヤレス化、５Gの利用など

山縣君

美津恵夫人

南條君

あけみ夫人

松田君

郁子夫人

福田君

美子夫人

大地君

優子夫人

古屋君

高音夫人

刀禰君

和子夫人

森𦚰君

芳子夫人

木本君

哲子夫人

IOT開発に取り組んでまいります。
柴田君（自主申告）
10月16日、第47期経営計画発表会を無事行
うことが出来ました。今回で５回目の発表会
になりますが、会社の前期の成績や今後の計画
を、メインバンクの広島銀行仁保支店 顧問税
理士、お取引先数社を招いて発表をしました。
これからも職業奉仕を意識しながら社業の発展
に邁進します。
中川君

9月決算月おめでとうございます。

８月28日の中国新聞に『逆風

（６名）

飲食店取引

先が支援』と題し、広島ガスの記事が掲載され

田原君

㈱タハラ

熊本君

㈱仁未来

柴田君

㈱柴田燃料商会

人へ、抽選でクオカードを送るキャンペーンを

斉藤君

日成産業㈱

始めることで来店を後押しする。さらに、外食

加藤君

㈱御菓子所高木

控えで打撃を受けた飲食店を支えようと「こ

𠮷田（大）
君

菱光産業㈱

のまち思いエールプロジェクト」として始めた

ていました。
広島県内の飲食店への思いをSNSへ投稿した

取り組みを知らせるポスターを約300店に貼っ

スマイルボックス

S A A 三浦君

てもらった。広島ガスは社の発展に地域の活性

木本君（自主申告）

化は欠かせない。少しでも経営を助けたい、と

米山奨学委員会の大事な時に欠席してすみ
ませんでした。

説明されていました。
川西君

９月28日夕方、愛犬レオンの散歩中に胸が

９月19日の中国新聞のひとコトの欄に『交

凄く痛くなり、妻に行きつけの病院に連れて

流施設に学生アイデア』と題し、川西君のご子

行ってもらいましたが、そこで心肺停止になり

息、トータテ都市開発の川西 亮平さんの記事

ました。AEDで蘇生して救急車で土谷病院に

が写真付で掲載されていました。

行き、意識がはっきりした時はカテーテルを

学生のアイデアを生かして新しい街をつくっ

使い、ステントを入れて手術が終わった後で

ていきたいと、開発している東区の住宅団地に

した。

あった国家公務員宿舎の跡地を、広島女学院大

元気になったので5，
335円（コーソーサイ

の学生が新旧住民が集う施設として設計してく
れたことに感謝したいとありました。

コー）スマイルいたします。

また居住者が入れ替わる仕掛けとして賃貸

新本君（自主申告・トリプル）
10月６日、赤の経済レポートに『検査機器
のワイヤレス化を推進』と題し、㈱ウィズソ

住宅も建てる、とありました。
紫雀会
10月例会で、１位の高田（オブザーバー）さ

ルの記事を掲載していただきました。
配管用ワイヤレス超音波連続板厚測定装置

んからダブルをいただいております。２位の片

を開発し、人のアクセスが困難な高所の配管

山君、３位の三浦君、ご出宝をお願いいたし

や煙突に設置することにより、オペレーター

ます。
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卓

話

①外部広報 ②他クラブのロータリアン ③クラ
ブ内のロータリアン

コロナ禍で考えるロー
タリーの会報、雑誌、
広報、そして IT

６．クラブホームページの特色
2009‒2010年度の開設から、週報、基礎的資
料、委員会資料、
「あゆみ」
、
「これから」、記念

会報雑誌・広報委員会

誌、その他を、年度を指定して全て読むことが

諏訪 昭浩君

できる。

１．クラブ週報の電子保存

７．今後の課題

クラブ会報はPDF保存してあるホームページで

①ニュース掲載頻度を増やすこと

2009‒2010年度分から10年分以上分をすべて

②新しいITを積極的に活用すること（Facebook

見ることができる。

動画 ZOOM スマホ・タブレット対応【レ

２．RIの機関雑誌は「The Rotarian」

スポンシブデザイン】など）

1911年に「The National Rotarian」が発刊さ
れ、翌年に「The Rotarian」と改称。さらに
今年、2021年１月までに「Rotary」と改称さ
れることが決定している。
３．ロータリーの地域雑誌
RIの機関雑誌は「The Rotarian」だが、世界
中のロータリアンの半数以上が、その地域の言
語で発行されている31の地域雑誌を講読してい
る。日本の地域雑誌は「ロータリーの友」。ロー
タリアンは、機関雑誌または地域雑誌を購読す
る義務がある。
ロータリーの友には電子版があり、ロータリア
ンはログインしてバックナンバーを読むことが
できる。（ログインIDとパスワードは事務局に
照会のこと）
機関雑誌または地域雑誌を読む目的は「世界の
ロータリーの活動を知るため」と「より良いク
ラブを目指して他クラブに目を向けるため」
。
４．ロータリー広報の目的
ロータリーのプログラムと綱領に対する理解、
評価、支援を助長すること【ロータリー章典】
優れた広報、好ましい広報、肯定的イメージを
広げる広報はロータリーにとって望ましい【ロー
タリー章典】
地元と世界規模の両方で広報活動を行う必要が
ある【RIウェブサイト】
クラブが立派に遂行した有益な事業については
正しい広報が行われるべきである。【決議23‒
34】
５．クラブの広報の対象者
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１．真実かどうか？
２．みんなに公平か？
３．好意と友情を深めるか？
４．みんなのためになるかどうか？

広島西ＲＣ

例会日・木曜日 12:30〜13:30
例会場・ANAクラウンプラザホテル広島
会 長 浜田
広
幹 事 原
敬

検索

事務所・〒730-0011 広島市中区基町6-78
リーガロイヤルホテル広島13F
TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作 成・会報雑誌・広報委員会

