
　 　先週末、熱海において土砂災害の甚大な被

　 害が発生しました。被災された関係者の皆様

　 には改めてお見舞い申し上げます。

　 　このたびRI第2710地区として、地区内ロー

　 タリアンの皆様からの支援金を募るよう杉川ガ

　 バナーよりご依頼がまいりました。ご支援は任

　 意ではございますが、皆様の温かいお志をお寄せ

　 いただけますようよろしくお願い申し上げます。

　 只今より支援金ボックスをお回しいたしますの

　 で、お一人につき1，000円を目途にご支援くだ

　 さい。

　 　ロータリーの友誌紹介

　 ①５月８日㈯、芸南カントリークラブにて第

　　　　　　　　　　国際ロータリー会長テーマ

　　　　　　　　　「奉仕しようみんなの人生を

　　　　　　　　　豊かにするために」について

　　　　　　　　　お話しします。

　　　　　　　　　　シェカール・メータ国際ロー

　　　　　　　　　タリー会長は、奉仕を通じて

より大きなインパクトをもたらし、新会員をロー

タリーに迎え入れることで参加者の基盤を広げる

ことを目的として、2021−22年度に３つの特別

インシアチブを実施します。また、「Each One ,

Bring One」（みんなが一人を入会させよう）キャ

ンペーンを通じて、全ロータリアンが会員増強に

取り組むことを求めています。

　女児のエンパワメント：世界の女児が直面する

不公平に取り組むため、クラブで取り組みを開始

するか、地区やグローバル補助金のプロジェクトに

参加して、地域社会における女児の健康、福利、

教育、経済的安定を改善し、支援を提供すること

が奨励されています。

　ロータリー奉仕デー：複数のクラブが協力して

地元の人びとと一緒に参加型の奉仕活動を実施し、

その活動をロータリーショーケースで紹介するこ

とが奨励されています。

　当クラブは、2022年２月23日ロータリー創立

記念日に合わせ、「ロータリー奉仕デー」を実施す

る予定です。

　私たちも国際ロータリーの方針に沿って、クラ

ブ運営を進めてまいります。
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「新しい風と微笑みを」本年度会長テーマ

「奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために」RIテーマ

松岡（輝）幹事会務報告

本　日（７月８日・木曜日）

　会員数　87名　　出席者　71名

　欠席者　16名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 0名

　　　　　　　　　　 計　　71名

　4週前の例会（2021年4月8日・木曜日）

　　　　　出席率　100％

片山委員長出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告

会報雑誌・広報委員会　　　土井委員長

　 

紫友会　　　川妻世話人

同好会報告



　 大本君（自主申告・大枚）

　 　４月15日に三男夫婦に第二子長女 菜々華（な

　 なは）が生まれました。

　 　孫の健やかな成長を願って出宝します。

　 吉井君（自主申告・ダブル）

　 　結婚40周年の記念写真を先週受け取りまし

　 た。夫婦で写真館へ行くのは何十年か？ぶり

　 で、「怖いもの見たさ」での挑戦でした。結果

　 は企画していただきました当クラブの思惑どお

　 りで、「一生の思い出」間違いなしの「ベスト

　 ショット」でした。

　 　本当にありがとうございました。

　 紫友会

　 　５月例会で優勝の鈴木君はダブルで、準優勝の

　 田原君、３位の小下君、ブービーの諏訪（昭浩）

　 君、ベスグロの田原君、シニア優勝の村上（智）

　 君もご出宝をお願いいたします。

　 　６月例会で優勝の小橋君はダブルで、準優勝

　 の田原君、３位の木本君、ブービーの村上（健）

　 君、ベスグロの田原君、シニア優勝の小橋君も

　 ご出宝をお願いいたします。

　 11回例会を開催いたしました。

　 　優勝は、OUT41　IN40　グロス81　HDCP

　 13.5　ネット67.5で見事 鈴木君が勝ち取られ

　 ました。シニア優勝は村上（智）君でした。準優

　 勝は田原君、３位は小下君、ベストグロス賞

　 はグロス72で田原君が受賞されました。ブー

　 ビー賞は諏訪（昭浩）君でした。

　 ②６月12日㈯、芸南カントリークラブにて第

　 12回例会を開催いたしました。

　 　優勝は、OUT37　IN41　グロス78　HDCP

　 14.4　ネット63.6で見事 小橋君が勝ち取られ

　 ました。シニア優勝も小橋君でした。準優勝は

　 田原君、３位は木本君、ベストグロス賞はグロ

　 ス70で田原君が受賞されました。ブービー賞は

　 村上（健）君。

　 　次回の今年度 第１回例会は、７月10日㈯に

　 芸南カントリークラブで開催いたします。

　日時　2021年７月８日㈭　11：45〜

　場所　ANAクラウンプラザホテル広島 例会場

　審議事項

　① 第21回理事会及び第22回理事会（臨時）議

　　 事録承認

　② カンボジア「ひろしまハウス」への体育用品

　　 の寄贈関係行事報告承認

　③ 決算承認

　※2020〜21年度最後の理事会議事録です。

　　１年間お疲れ様でした。
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隅田君

ご結婚記念日おめでとうございます。

（１名）

諏訪（昭登）君（49年） 尾形君（36年）

森𦚰君（30年）　　　 斉藤君（25年）　

児玉君（23年）     　  諏訪（昭浩）君（17年）

荒川君（13年）     　上野（純）君（13年）　

大植君（10年）　　  𠮷田（大）君（08年）

南條君（06年）　　  隅田君（06年）

宍戸君（06年）　　  山縣君（06年）　　  

西原君（06年）　　  垣見君（02年）

中川君（02年）

連続出席100％（ 17名 ）祝祝

会員記念日

連続出席記念品贈呈

25年　斉藤　昭一 君30年　森𦚰　宗彦 君

10年　大植　　伸 君

スマイルボックス S A A  岡野君

日 時 テ　　ー　　マ

7/29㈭
会員卓話「私が仕事で心掛けていること
　　　　　 〜ある弁護士の日常業務メモ」
　　　　　　　　　　　  大植　伸 君

卓話予告

第23回（臨時）理事会議事録



　

　RIシェカール・メータ会長は、世界で120万人

の会員数を130万人に増やすことを各地区のガバ

ナーに呼びかけました。

　当クラブでは、戦略計画において、2024年度

終了時点で会員数を100名とし、その内の10％を

女性会員とすることが目標とされています。

　会員増強はクラブの体力を強化し、財政基盤を

確立し、充実した奉仕活動を可能にします。

　「みんなが一人を入会させよう」をスローガン

に、１年間ご協力をよろしくお願いいたします。

　現在コロナ禍の中、会員候補者を推薦すること

は大変難しい状況にあると思いますが、こういう

状況であるからこそ、より意識が高くやる気のあ

る逸材が入会してくれるのではないでしょうか。「新

しい風と微笑みを」を共有できる会員候補者を是

非ともご紹介いただきたいと思います。

　本年度１年間、よろしくお願いいたします。

　ロータリー情報委員会は、会員にロータリーク

ラブの歴史や目的、活動に関する情報を提供し、

クラブの包括的かつ継続的な研修プログラムを企

画・実施します。会長テーマ「新しい風と微笑み

を」に沿って的確な運営をいたします。

　皆さんのご協力を賜りますようお願いいたします。

　コロナ禍の中、例会や事業の中止が続きました。

仕事でもリモートが増えるなど生活様式が一変し、

情報を伝える手段が様変わりしてきました。これ

を好機と捉え、会報雑誌・広報委員会は今年を変

革の年にしたいと思います。

　会報は全頁カラーにし、コラムを設けます。対

外広報にも力を入れ、SNSを十分に活用していき

ます。１年間よろしくお願いいたします。

　委員会の各事業を通じて、全会員にとって楽し

くロータリー活動が行えるよう運営していきます。

　昨年、今年と続くコロナ禍において、親睦活動

委員会のメンバーの大半が、夜間例会や家族会な

どの親睦活動を経験していませんが、諸先輩方の

ご助力をいただきながら各事業を成功に導きたい

と思います。１年間よろしくお願いいたします。

　今年度は、インターアクトクラブの皆さんに我々

ロータリークラブのことを少しでも知ってもらう

こと、そして我々もインターアクトクラブのこと

をよく知り伝えていくことを一つのテーマとして

います。また２月23日のロータリー奉仕デーに向

け準備をしていきたいと思います。委員会の活動

が有意義なものになりますよう頑張りますので、

１年間どうぞよろしくお願いいたします。

　“こどもの安全”を守る取り組みの一つとして「こ

ども見守り用ジャンパー」を寄贈します。

　また2022年２月23日「ロータリー奉仕デー」

には、当委員会を主体として青少年・インターア

クト委員会、親睦活動委員会を中心に各委員会合

同で事業を行うために、来月にも実行委員会を立

ち上げる予定です。

　皆様には、「ロータリー奉仕デー」事業へのご協

力をお願い申し上げて就任の挨拶といたします。
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委員長就任挨拶委員長就任挨拶

職業分類・会員増強委員会

金本  善行 委員長

会員選考委員会

香川  基吉 委員長

ロータリー情報委員会

加藤  博基 委員長

会報雑誌・広報委員会

土井  英幹 委員長

親睦活動委員会

上野  彰彦 委員長

青少年・インターアクト委員会

川村  　聡 委員長

地域・環境委員会

上野  純一 委員長



んが、会員の皆様には米山奨学会についてご理解い

ただき、ご支援ご協力をお願いしたいと思います。

　自分自身しっかり勉強し、一生懸命務めてまい

りますので１年間よろしくお願いいたします。

　新しい風と微笑みを感じていただける例会運営

を目指して活動してまいります。

　卓話プログラムは、経済・文化・芸能など幅広

い分野から時勢を捉えた内容構成としていきたい

と思います。コロナ禍での外部卓話者の招請は、

未だ制限があり難しい部分もありますが、委員会

メンバーで知恵を出し合いながら活動を全うした

いと思います。１年間よろしくお願いいたします。

現在36歳と33歳の二人の娘が、幼稚園から小学

１年生頃までに私に作ってくれたプレゼントです。

何物にも代え難く、一生大切にしたい宝物です。

　前年の吉井前委員長が手がけました、ユニター

ルとの意見交換を継続させていただくとともに、

年度末に実施しましたカンボジア「ひろしまハウ

ス」へ送りましたスポーツ用品について、現地の

声を聴く機会ができればと考えております。

　ロータリーを学ぶ良いチャンスと捉え頑張って

まいります。どうぞよろしくお願いいたします。

　新たな取り組みとして、シカゴRCのオンライン

例会に参加し友好を深める活動を大きな目標とし

ております。この活動が成功すれば、他の姉妹ク

ラブへの例会参加や、海外の大会などへのウェブ

参加のイメージ作りにも役立つのではないかとも

思っております。諏訪（昭浩）副委員長を始め５名

のメンバーで微笑みを持って活動していきます。

　「寄付金」の啓蒙活動を担当する私 𠮷田と、「地

区補助金」獲得方法を担当する副委員長の松田君、

そして前年度財団委員長としてクラブの寄付目標

をみごと達成した鈴木君が、一人当たり年次基金

150＄とポリオプラス35＄合わせて185＄の寄付

金のお願いをいたします。今年も目標達成に向け

頑張りますのでよろしくお願いします。

　今年度、当クラブで担当する米山奨学生はいませ
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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　梶本　政明

幹　事　松岡　輝明

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

広島西ＲＣ 検索

国際社会奉仕委員会

川妻  利絵 委員長

国際交流・姉妹クラブ友好委員会

小田  清和 委員長

ロータリー財団委員会

𠮷田  大蔵 委員長

プログラム・出席委員会

片山  恵太 委員長

米山奨学委員会

宍戸  　剛 委員長

梶本 政明わたしの宝物わたしの宝物


