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2021年7月1日(木) 第999回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

1年ぶりの会長時間に立たせていただきます。

昨年度はコロナ禍で満足に例会が開催できず青

木パスト会長に至りましては甚だ残念なお気持

ちだろうかとお察しいたします。今期も既に何

件かの行事が取りやめになっておりまして、例

会の内容以前に、計画通りに開催できるかを懸

念致しております。しかしながら故長神会員の

一助もあったのか今年度からは常時オンライン

も併用となり、これまで以上に例会参加が容易

になりましたので毎週機材を設置して積極的に

活用して参りたいと思っている次第です。

また、今年度新しい取り組みとして会長時間

を短縮しまして会員時間を創設しみなさんの近

況報告を毎回お一人ずつご披露頂ければより一

層いい雰囲気の中で仲間同士の連帯が強まるの

ではないかと思う所でございます。是非ダメ出

しせずロータリアンの寛容な精神で受け入れて

くだされば幸いです。

本日は栄えある第1号を僭越ではございますが

私が指名させていただきました。ご紹介いたし

ます。レディーファーストです。中村会員で

す、宜しくお願い致します。

以上で会長時間を終わります。ありがとうご

ざいました。

会員時間（中村 富子会員）

道垣内会長年度が始まりました。今年度は新

たな試みで、会長時間を短縮し会員時間と称し

て、一人一人に近況報告をしてもらうというこ

とになったそうです。その第一号は“レディー

ファースト”で、私 中村にご指名いただきまし

た。（女性会員は私だけなので…）

私の会社「ペンギングラフィックス」は明日

（7/2）で創業23年目に入ります。設立は、1999

年7月2日。あの“ノストラダムスの大予言の翌

日”です。元々は“ノストラダムスの大予言”

当日7/1で、人類にとってどん底の日から始めよ

う！というコンセプトで計画していました。と

ころが、経理士の先生に「7/2が大安だから1日

ずらしたら」と助言され、やすやすと変更した

のです。ちょっと色気を出して“縁起”を担い

だわけです。

同じ頃、私たちの業界（広告デザイン）で、

日本のトップランナーとして活躍していた「タ

グボート」という会社がありました。当時、ト

レンディードラマ“月9”のモデルとなったこと

でも話題になりましたが、その「タグボート」

の創立日が、なんと1999年7月1日だったので

す。それを知った時…「やっぱり大物は違う」

「縁起とか気にせんのんじゃ」「大安に揺らい

だ私らは、やっぱ小物じゃね」と素直に負けを

認めました。「大物と小物の差はここにあっ

た」と笑い話にしたものです。

ノストラダムスの大予言は何事もなく過ぎま

したが、あれから22年。私たちの業界は大きく

変化しました。この先 “谷有り谷有り”な試練

が待っていると思いますが、それでも前進ある

のみ！創立30年に向けて頑張って行きます！！



そして、来週の会員談話者は私に指名権があ

るとのことで、大先輩の谷会員を指名させてい

ただきました。谷さんどうぞよろしくお願いし

ます。

米山奨学生 奨学金授与

会長・理事就任挨拶

会長：道垣内 文夫
みなさん、こんにちは。一期ぶりに2021-2022

年度会長を拝命いたしまして、これから1年間を

楽しい時間になるよう務めて参りたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。また、一昨

年に会長をさせていただき短い期間に2度目を務

めさせて頂くので妙に緊張感が湧いてこなかっ

たのですが直前になるとさすがに重圧を感じて

しまいますが前に進む以外ございませんので頑

張っていきたいと思います。

本日はテーマを3つに分けてお話をさせていた

だきます。その前に2021-22年度RI会長テーマと

杉川ガバナーが掲げる地区運営方針を、今一度

おさらいしておきたいと思います。

さて、シェカール・メータRI会長テーマは

「Serve to Change Lives」（奉仕しよう みん

なの人生を豊かにするために）です。掲げる目

標としましては三つございます。

①2022年7月1日までに会勢130万人を目指す

「each one bring one」（みんなが一人を入会

させよう）

②ロータリー奉仕デーを開催してください

③女子のエンパワメントに力を注ぎ、教育、リ

ソース、奉仕、機会など未来の女性リーダーの

成功に必要な手段を与えてください。

の3項目です。

人のために世話をし、奉仕することが最良の

生き方。なぜなら、その経験を通じて誰かの人

生でなく、自分の人生を豊かに出来るのだか

ら。です。

これを踏まえ杉川ガバナーは信条として四つ

のテストの一部を流用し「みんなのためになる

かどうか。未来のためになるかどうか」～多様

性を受け入れ、相互理解を深めよう！！～と提

示されました。ロータリアンという立場の中で

この信条を考えながら行動する、今こそロータ

リー活動の原点に立ち戻り世界のみんなのため

に行動しましょうと仰っています。また、コロ

ナ禍で世界が大変な状況になっており、アジア

人に対する差別や暴行事件も多く発生してきま

した。こんな時だからこそ、日本は多様性を認

め合う社会になる。女性、高齢者に留まらず若

者、障がい者、外国人等相互に認め合い支え合

っていく、そうしないと日本は成り立っていか

なくなる。RIも行動計画の中で「参加者の基盤

を広げる」を優先事項に掲げています。現会員

の中には女性・外国人・障がい者・若者のメン

バーも増えています。ロータリアンは多様性を

受入れ相互理解を深めることが重要です。職業

人を中心とした活動体であるロータリークラブ

は、社会に率先してダイバーシティ対応をし、

またSDGsを意識して職業奉仕・社会奉仕を実践

していく。今回のコロナウィルス感染問題を一

つの好機と捉え「みんなのためになるかどう

か。」と問いながら、DX（デジタルトランスフ

ォーメーション）を推進し、各クラブ運営の見

直しを実施ください。と締めくくられていま

す。

それではここから、RIテーマとガバナー信条

を踏まえまして、広島安佐ロータリークラブの

今年度の活動内容を解説したいと思います。当

会も3つの項目を挙げさせていただきましたので

ここで発表させていただきます。

１、運営に関して

・ハイブリッド形式による例会開催

他クラブでは既に早い時期に導入されており

ますが当クラブでは前々回から取り入れ、これ

から皆さんの一助になることを期待しておりま

す。Zoomを活用したオンラインを併用した例会



です。ネット環境を融合することで出張先・オ

フィス・移動中の車内・職場、または自宅から

の例会出席が可能となり効率的に動けることに

なるでしょう。もちろんリーガでのリアル出席

が基本ではありますが、みなさんの重要な案件

を優先せざるを得ない際には是非便利なツール

を使用することも推奨していきます。

・年間スケジュールについて

今期も引き続き山口会員が幹事を引き受けて

くださり誠に有難い限りです。前年に引続きお

手を煩わせてしまい申し訳ございません。しか

しながら山口幹事の連投のお陰とも言います

か、年間プログラムもほぼほぼ、決定致してお

りまして、あとは個々の内容の深堀と調整をす

ればいいぐらいです。今年度のプログラムには

恒例の家族例会としてカープ観戦、クリスマス

例会があり毎回チケットを確保して頂いている

浮田会員には多大なるご配慮をいただきこの場

をお借りして感謝申し上げます。インターアク

ト委員会による「崇徳学園IACマナー講習会」で

は岡本副会長を講師に迎えて国際的に通用する

テーブルマナー講習とあり、我々も公式の場で

恥をかかない作法が学べるとのことで、これも

非常に楽しみな例会です。奉仕事業といたしま

してはこれも恒例の段原中学校の生徒さんや父

兄と一緒に汗をかく、比治山清掃活動が松岡会

員のもと、企画されております。昨年はコロナ

感染防止上の観点から止むを得ず中止となりま

したが今年度は今のところは実施出来そうな感

じです。財団の活動と致しましては黒田会員の

もと、昨年度に続き広島市こども療育センター

山彦園に地区補助金を絡めた遊具を寄贈しま

す。前回までは会長幹事財団委員長が代表で寄

贈式に出向いておりましたが今年度は財団本部

より寄付だけに留まらず汗をかくことも併せて

の活動をして欲しいとの要望から寄贈式を例会

とし、会員全員が園児・保護者・職員と交流で

きるように企画されております。職業奉仕から

は職場見学として森本参議院議員の職場でもあ

る国会議事堂を始め日銀本店見学と観光を含め

た旅行を行いますので奮ってのご参加をお願い

致します。タイミングが合えばGOTOトラベルを

利用したいものです。坂井会員には都度、情報

提供をお願いしたいところです。その他充実し

たプログラムを展開していく予定ですのでみな

さん、ご期待ください。

２、愉しくなる会活動としまして

・親睦に力点を置いて

ロータリアンとしての行動を認識しつつ、ク

ラブ活動外での親睦を深めていければと考えて

おります。先ずは黒田会員が所有する黒潮号で

船釣りや花火（どこかでしていればの話ですが

・・・）観覧等を企画したいと思いますので丸

一日かけた交流を図るのも宜しいかと思いま

す。夏から秋にかけて穏やかな海上でストレス

を発散することは健康上も素晴らしいはずで

す。また夜間例会もありますので普段出ない話

題で盛り上がるのも宜しいかと思います。また

2022年春にはお花見例会が出来るはずですので

盛大にしたいと思います。

３，会員増強について

・当クラブに限らず、マストのミッション

「会員増強」

広島安佐ロータリークラブの明るく楽しい将

来を描くためには、まだまだ仲間を増やしてい

く必要があります事はみなさんも重々ご理解頂

いていることと存じます。クドクドと言うつも

りはございませんが、仲間づくりに関しての活

動は立ち止まることは許されません。絶えずア

ンテナを張り、みなさんに関わる人がロータリ

アンにふさわしい人格を持ち得ているかを常に

洞察せねばなりません。先ずは前期末12月末を

第1回目の締め切りとして会員増強一覧を作成し

ますので、それを毎週確認し合いたいと思いま

すのでお一人お一人頑張って頂くよう切にお願

い致します。また、前年度までは増強が見える

化出来ておらず我々の意識に残りにくく意欲も

低い状況でした。毎週の配信物に達成表を加え

ます。達成表を毎回確認することにより増強意

識を自身に刷り込ませるために取組んでみる価

値はあるはずです。嫌がらずに毎週ご確認くだ

さい。

以上の大まかに3点を進めていきますので当ク

ラブの有意義な活動内容として捉えていただき

ますようお願いいたします。また今年度末には

このテーブルが6～７つ並んでいることを想像し

ながらクラブライフを楽しんでいこうと思いま

すので、より一層のご指導ご鞭撻をお願いしま

して会長就任挨拶とさせていただきます。ご清

聴ありがとうございました。



幹事：山口 洋充
この度、広島安佐ロータリークラブ・幹事を

拝命致しました山口洋充でございます。

大役を仰せつかり身の引き締まる思いですが、

使命を全うすべく、全力を尽くす決意でござい

ます。

皆様のお役に立つ仕事をさせて頂こうとの意

欲は十分にございますが、なにぶん、広島安佐

ロータリークラブに入会させて頂いた月日も浅

く、不勉強な点多々ある未熟者でございます。

今後とも、皆様方のお力添え、ご指導ご鞭撻

を心からお願い申し上げます。

副会長：岡本 忠文
今年度、副会長の任を拝命頂きました、岡本

でございます。

今年度RIのテーマ「Serve to Change Lives ・

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするため

に」そして、杉川ガバナー信条「みんなのため

になるかどうか。未来のためになるかどうか」

～多様性を受け入れ、相互理解を深めよう！！

～と、各クラブは時代に即応するクラブ運営の

あり方を真剣に考える必要があるとされ、従来

の慣習に捉われずに、思い切った改革を実行。

ニューノーマルの時代に適合したロータリー活

動を模索して行きたいと強調されています。

そして、本年度会長方針「ニューノーマル時代

での奉仕」と新型コロナウイルスに翻弄され多

くの会員企業は経済低迷の中、ニューノーマル

時代を標榜する社会情勢に則し、通常の活動を

再考し、新しい奉仕の仕方を考え試行しながら

奉仕活動をすることが必要だとしている。

私も、その方針の下、RI会長の言われる人生そ

のものが「人のために世話をし、奉仕すること

が最良の生き方。なぜならその経験を通じて誰

かの人生でなく自分の人生を豊かに出来るのだ

から」とSDGsのポリシーを理解していくと共に

「社会還元」の道を模索していきたいものだ。

ロータリークラブには、“Service above

self” “One profits most who serves

best” この二つの大切な基本理念があります

が、今年は、コロナ禍であっても「常に前に向

いた」活動こそが、ロータリー活動の根幹であ

ると考えます。然し乍ら世界環境は大きくパラ

ダイムシフトが起ころうとしている。ロータリ

ークラブであっても、否めない環境変化であ

る。

更にインターアクトクラブのメンバーと共にこ

の難局に立ち向かい「ニューノーマル時代」と

いう共通テーマを探り当てる事が出来ることは

当クラブにとってもこれからの貴重な財産にな

ってくるだろう。

一方、Enter to learn, go force to serve.

（入りて学び出でて奉仕せよ）という言葉で表

している職業奉仕とロータリーライフが実践で

きるようこの精神を常に心に刻み、職種の向上

と地域社会の向上は「Vocational service」

（天職による社会へのお役立ち）によって成り

立つと現在では解釈されているコンセプトを

「職業奉仕」と考えれば厳しい、厳しい環境下

でありますが、本年度の” Serve to Change

Lives ”とするRI方針に少しでも近づくことが

でき本年度の事業推進の源に成って欲しいと思

います。

以上の基本的な考え方の下、微力ではございま

すが本年度副会長としての役割がZOOM等も含

め、果たせることができれば幸いです。Rotary

be a happy!!



直前会長、広報・会報理事

青木 幹丸
パスト会長は名誉職のようなもので、今年度

実質担うお役目は会報・広報理事となります。

対外的には、ロータリーの公共イメージの向

上を図る広報を目指していくわけですが、まず

は一般市民を巻き込んで行う奉仕活動の場を、

ロータリーの良さを知っていただく良い機会と

捉えて、ポリオ、教育（識字率向上）、水、環

境など、ロータリーが取り組む事業の情報発信

を行いたいと思います。

また、あまり大きな事業を行うことは出来な

いけれども、機会があればマスメディアを通じ

ての広報活動にも取り組みたいと考えておりま

す。

クラブのホームページの更新は、クラブの会

員さんの例会への関心を深めるため、そしてク

ラブのいまにしっかり関与してもらうために必

要不可欠です。コロナ禍に於いては、ホームペ

ージの例会記録への感想・意見が出席補填の一

つの方法となる可能性もあることから、その定

時性、速報性には特に留意したいと意気込んで

おります。

写真の撮影は坂井会員のお力を借りながら、

理事の職責を全うしたいと思いますので、何卒

宜しくお願いいたします。

副幹事：湯本 隼士
副幹事2年目を仰せつかりました湯本でござい

ます。

昨年1年間はコロナ禍ということもあり、例会

やクラブ行事、地区大会などの多くの企画が中

止となり、十分に副幹事の役割を果たすことが

出来なかったと感じております。

二年目の本年度においては、昨年の反省か

ら、外部環境の変化をしっかりと認識しながら

も、しっかりと取り組める活動に積極的に奉仕

していきたいと思います。

どうぞ、本年もよろしくお願い致します。



7月1日(木) 第 999 回

幹事報告

「会長・理事就任挨拶」

１.BOX配布物

・2020-2021年年度最終ガバナー月信

今期7月号のガバナー月信

ロータリーの友

・2021-22年度の会員証

・2021-22年度クラブ協議会並びにクラブフォー

ラムのご案内

・今年度理事の方に「就任挨拶」のご依頼文

・7月の例会プログラム

２.例会変更

・広島廿日市RC「夜間例会」

7月12日（月）18：30～19：30 同日変更

8月30日（月）18：30～19：30 同日変更

※2021-22年度は、月1回程度 お昼と同じ例会を

夜間(18：30～19：30)に行います。

３.休会

・7月19日(月) 8月16日(月) 広島廿日市RC

・7月21日(水) 8月11日(水) 広島東RC

・8月10日(火) 広島西南RC

４.お知らせ

・次週7/8の11：30から前年度理事による「臨時

役員会」をﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島3階にて開催いた

しますので、ご出席の程、よろしくお願いい

たします。

・次週は、Zoomを利用した例会をいたしますの

で、SAA委員の方、準備に参加出来る方は、11

時半位にインタークラウドの樹野様がサポー

トに来て下さいるのでお集まり下さい。

会員数 20名 出 席 率 85％

出 席 17名 ご 来 賓 1名

欠 席 3名 ご 来 客 0名

メーキャップ 0名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第997回 6月17日

ニコニコ箱

￥36,000 累計￥36,000

会員記念日（7月）
☆お誕生日おめでとうございます

・浮田 収会員(S30.7.3)

祝就任 道垣内会長様！誕生日と言っても兎

に角仕事の多い年令になりました。夜も祝っ

てくれる人もない寂しい年･･･

・湯本 隼士会員(S58.7.28)

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・松岡 與吉会員 (かずえ様：13日)

家内も73才になりました。ありがたいです。

・森本 真治会員（和恵様：20日）

☆入会月おめでとうございます

・三宅 恭次会員（H21.7.2）

・大北 茂人会員（H21.7.2）

☆創業月おめでとうございます

・中村 富子会員

(㈲ペンギングラフィックス：H11.7.2)

おかげさまで、丸22年、明日から23年目に入

ります。グラフィックデザイン業界も随分変

わりました。30年目指してがんばります。

・浮田 収会員(㈱むさし：S33.7.1)

会社は63才、小生は53才になりました。皆さ

んに助けられあっという間です。

☆山田 和弘様、伊藤 弘幸様(広島陵北RC）

新年度、広島陵北RCの会長幹事です。本日は

おじゃましました。よろしくお願いいたしま

す。

☆道垣内 文夫会員

山田会長様伊藤幹事様、ようこそお越し下さ

いました。ごゆっくりお寛ぎ下さい。また皆

様一年間よろしくお願いいたします。

☆青木 幹丸会員

道垣内会長年度の門出を祝して。一年間宜し

くお願い致します。

☆奥芝 隆会員

道垣内さん、山口さん、2回目の登板、ありが

とうございます。きっといい事があると信じ

て1年間ご指導願います。

陵北RC、山田会長、伊藤幹事、どうかこの1年

間安佐RCをよろしくお願いいたします。影な

がら大変でしょうが、ご活躍を応援いたしま

す。



2021年7月8日(木) 第1000回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

先ずは、熱海の土石流において被災された方

には心よりご冥福、お見舞い申し上げます。我

々広島県民にとって辛い過去を鮮明に思い起こ

してしまい心が痛みます。一日も早い復旧を願

うばかりです。

さて、本日は記念すべき第1,000回例会です。

安佐ロータリークラブの創立は1999年（H.11）3

月4日でした。もちろん私は門外漢でありました

が創立時からのチャーターメンバーは谷会員・

青木会員・浮田会員・八條会員です。みなさ

ん、創立からすべてをご経験され、今日まで、

クラブの継続と発展に並々ならぬ努力をされま

したお陰で、本日記念すべき日を迎えるに至り

ました。社会奉仕の精神のもと地域貢献が恒常

的に成されているのは現在に至るまで正しい活

動が習慣化されているからこそでしょう。これ

からもロータリアンとしての自覚を持ち2,000回

例会へ向けて楽しく進んでいきましょう！

以上で会長時間を終わります。ご清聴ありが

とうございました。

そして本日の会員時間はチャーターメンバー

のお一人でもあります、谷会員です、どうぞ演

壇にお進みください。

では、宜しくお願い致します。

会員時間（谷 勝美会員）

○自己紹介

我がクラブの職業分類では、建築請負になっ

ていますが、詳しくは専門工事業の中の工事業

です。施工例として、当リーガロイヤルホテル

広島（H3～4年）、近くの広島銀行本店（R2

年）、現在施工中の旧東署跡地ヒルトンホテ

ル。またPC構造で広島新球場（H20年）広島駅前

Bブロックの高層マンション（H26年）等々、鉄

骨又PC構造の現場組立を全て元請けの下で労務

主体の下請として中国地方一円、時に四国へも

出向いています。

昭和21年創業で、今年75周年を迎えることが

出来ました。これも偏に多くの得意先に恵まれ

たこと、社員をはじめ協力会社又関係者の皆様

の協力のお陰であったと感謝の念で一杯です。

○コロナ禍での業界状況

感染の兆候が出て既に1年半が経過しました

が、私共が関係している取り掛かり中の現場は

予定通り施工されていますが、新規のホテル、

製造業関係の新築物件等、民間工事関係で中止

もしくは延期の話を良く耳にします。現時点で

もそれほど多くない工事量の中で、コロナ終息

状況によっては先行き更に厳しさが加わるので

はないかと心配しております。

○ロータリーについての所感

機会あるたびに申しておりますが、「内に入

りて学び、外に出でて奉仕」の言葉通り人間形

成の道場であると認識しております。

安佐クラブの素晴らしいメンバーの皆さんと

の交流、そして他クラブの皆さんとも直接色々

な場面でお世話になり、教えも頂き有難く思っ

ています。

○趣味のゴルフについて

平均にして週1のラウンドですが、出来れば85

才くらいまで下手ながらやりたいという願望だ

けは持っています。そのためには健康でないと

いけませんので、それなりの努力もと思ってい

ます。

○結

今後共皆様にはご迷惑を多くお掛けすると思

いますが、よろしくお願いいたします。



臨時総会

今日は９９９＋１、当然ながら１０００回例会

となります。おめでとうございます。

これにちなんで、会員連帯活動特別会計か

ら、岡本会員の桜下亭さん特製！？スイーツを

お配りし、会員の皆さんで慶びをともにしまし

た。同時に、ニコニコにも全員出宝をお願いし

て懐の痛み（軽い疼き）も共感いたしました。

今例会は年度初めの臨時総会で、２０２０～

２１年度事業報告、決算報告の承認と２０２１

～２２年度事業計画案、予算案の審議が粛々と

行われました。会合はZoomによるオンライン例

会を試行し、東京から森本会員が映像と音声で

参加してくださいました。この度も、導入から

一貫してお世話になっている北ロータリーの樹

野会員のご指導を仰ぎながら、このシステムが

軌道に乗るまでの生みの苦しみを味合ったこと

です。最初から上手くはいきません。

会員時間は谷会員が担当されました。経営し

ておられる谷組さんは、職業分類からすれば、

建築請負業、専門工事部門の中、鳶工事を専門

にしていらっしゃいます。かつて「地図に残る

仕事」と胸を張って発言されたことがありまし

たが、この例会場のリーガロイヤルホテル広島

や５月に竣工した広島銀行本店、マツダスタジ

アム、今度出来るヒルトンホテルなど、多くの

重厚かつ高層の建築物の施工に関わってこられ

ました。創業７５年目の優良企業さんです。

建築業界も新型コロナウイルスの影響を受け

て１年半、広島でもホテル建設が２棟、製造業

関係の工場新設が数か所中止や延期になってい

るとのこと。限られたパイを奪い合うことで元

受けの競争が激しくなり、徐々に末端までその

影響が及ぶことに憂慮していらっしゃいまし

た。でもご本人も会社も元気一杯、いま７９歳

でおられるそうですが、「ロータリーは人間形

成の道場」と捉えて前向きに、ご趣味のゴルフ

もせめて８５歳までは現役でと、決意を述べて

締めくくってくださいました。

私見ですが、「安佐クラブの理性」として永

くご健在でいていただきたく思っております。

お次の弁士のご指名がありませんでしたの

で、例会終了後お尋ねすると、「忘れておりま

した、奥芝さんです」と。

そう、次回会員時間は奥芝隆会員、さしずめ

「安佐クラブの感性」の登場です。

（広報・会報理事 青木 記）

表 彰

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー第６回

松岡 與吉 会員



7月8日(木) 第 1000 回

幹事報告

「臨時総会」

１.BOX配布物

・2021-22年度臨時総会議案書

2020-21年度収支決算報告書

2021-22年度事業計画書

２.お知らせ

・次回例会７月15日は、今年度ガバナー補佐の

山坂哲郎様（広島北RC）をお迎えし、卓話を

いたただき、例会後クラブ協議会を開催いた

します。お間違えのないよう、お願い致しま

す。尚、次年度正副会長幹事、SAA委員、親睦

委員の方は、11：50までに例会場にお集まり

下さい。よろしくお願いいたします。

会員数 20名 出 席 率 85％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 3名 ご 来 客 0名

メーキャップ 0名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第998回 6月24日

ニコニコ箱

￥24,000 累計￥60,000
☆道垣内 文夫会員

本日は記念すべき1000回例会です。岡本副会

長、ケーキの手配ありがとうございました。

☆青木 幹丸会員

1000回例会、おめでとうございます。感無量

です。桜下亭カステラ、有難うございます。

本日は、山岡SAA理事の掛け声により、記念す

べき1000回例会なので、全員出宝！です。

北上和賀RC(友好クラブ)より

会員の皆様お元気でお過ごしですか
ご存知の通り世界各国で変異株のウイル
スが蔓延し始めておりまして気がかりで
なりません。
当クラブの会員では、誰⼀⼈感染はして
おりませんが、唯⼀楽しみにしている夜
例会を開催できないのが残念でなりませ
ん。
予防接種を全国⺠が受けてから様⼦を⾒
て県外に出かけたいと思います。
その時の優先順位の１位は、広島安佐ク
ラブに伺うことです。
それを楽しみにしてこれからも北上和賀
ロータリークラブを満喫します。
最後に今期も本⽇で終わりますね、新年
度も感染予防しながら、暑さにも負けな
いよう栄養と睡眠と⽔分をとりお⾝体を
ご⾃愛して元気にお過ごし下さい。
新年度もどうぞよろしくお願いいたしま
す。

北上和賀ロータリークラブ 会員⼀同

本日は、記念すべ

き1000回例会と言う

ことで、当クラブ岡

本 会 員 の 桜 下 亭 よ

り、お菓子を記念品

として会員皆様にお

配りしました。



2021年7月15日(木) 第1001回例会

3階 「音戸の間」

会長時間

会員時間（奥芝 隆会員）

本日は国際ロータリー第2,710地区ガバナー補

佐、山坂哲郎様、ガバナー補佐幹事、坪内明吉

様、ご多忙の中、安佐ロータリークラブの例会

及びクラブ協議会にお越しくださり誠にありが

とうございます。また後程卓話も頂戴いたしま

すこと,クラブ協議会でのご指導と、重ねて御礼

申し上げます。

さて、流川薬研堀地区の時短営業要請期間も

11日に終了し今週から歓楽街は通常営業が再開

されました。初日の月曜日から水曜まで毎晩パ

トロールと称しウォッチしていますと少しずつ

人が増えているように感じます。ですが、コロ

ナ前の状態に戻るにはまだ当分時間を要する気

がいたしております。ワクチン接種に呼応する

ように、ロータリー活動も徐々にではあります

が例会を予定通り開けていけることを嬉しく思

っております。

最近はコロナに関する話題ばかりで重要な経済

情勢があまり取り沙汰されず9月以降の景況があ

まり伝えられてきませんが、みなさんの業界は

いかがでしょうか？私の周りの鉄鋼業や建築業

を営む経営者は異口同音に不景気に転じると仰

っています。原油・鉄に加え木材までも価格高

騰しています。市場がこれから益々冷え込むの

ではと危惧しています。でも物事全てに表裏・

プラスマイナスがあるのでこのピンチを仲間に

相談してチャンスに変えていきましょう。

ということで、以上で会長時間を終わります。

ご清聴ありがとうございました。そして本日の

会員時間は奥芝会員です、どうぞ演壇にお進み

ください。では、宜しくお願い致します

私の近況報告と言うことですが、商売に関して

は全くもって厳しいのが現実です。その話はし

たしません。

今は孫の楽しみだけです。彼が小5や小4年生の

時に、都道府県駅伝大会に、大北さんらと共に

宮島のロータリーで応援し、夜はむさしさんで

の打ち上げの時、選手たちにサインや写真を撮

ってもらっていた子が、中学3年生になり、この

度広島県中学陸上選手権大会で1,500m3位とな

り、中国大会へ出場します。その子のシューズ

（スパイク）を買うのが私の使命となりまし

た。今はこの事が唯一の嬉しさとなっていま

す。ありがとうございます。

「ガバナー補佐卓話」

国際ロータリー 第2710地区 G-6

ガバナー補佐

山坂 哲郎 様

卓話では２つのことを話したいと思います。1つ

は会員拡大について、もう1つはロータリー活動

の経験を活かして自分の会社で行っている社会

貢献活動についてです。

私が所属する広島北RCは現在、会員数が101名で

す。私はこれまでに32名の方を推薦し入会して

いただきました。そのうち2名の方が退会されま

した。入会の内訳は、大学の同窓生の関係で6

名、高校の同窓生の関係で5名、青年会議所の友

達の関係で5名、商工会議所青年部の友達の関係



で1名、仕事関係のお客様が2名、お取引先関

係が4名、私個人の友達が9名です。他に、推薦

者にはなっていませんが、入会される際に、会

員から一緒に食事をしてロータリークラブのこ

とについて話をして欲しいと言われた場合は必

ず行くようにしております。その関係でも4～5

名の方に入会していただいております。また、

広島北RCは、皆さんもご存知のように野球同好

会が活発に活動しております。毎年のように甲

子園に行って野球をしておりますので、「甲子

園へ行って、一緒に野球をしようや」という風

な誘い方もしております。先程の32名の中で11

名は、「野球を一緒にしよう」ということで入

会をしていただいております。

私がロータリークラブの入会を勧める時に気

をつけていることは、その方がロータリークラ

ブの活動に向いているかどうかということで

す。これを大変重要に考えております。例会に

出席できるか、奉仕活動に理解があるか、ロー

タリークラブという組織の中でのルールが守れ

るか、金銭的な余裕があるかなどです。まずこ

れらのことに問題がないと判断できれば、ロー

タリークラブがどんなに素晴らしい組織かをよ

く説明し、入会を勧めております。また、ロー

タリークラブの良い所ばかりではなく、入会す

ることによって大変になるであろうことも必ず

説明するようにしています。一番大切なこと

は、会社の大きさなどではなく、その方が人物

としてロータリアンに相応しいかどうかだと考

えております。

ただ、いくらいい人でもロータリークラブの活

動に合わないなと思う人、協調性が欠けている

と思う人には入会を勧めておりません。そのた

め、私の友達で、野球もしていい人だなと思う

が、どうもこういう組織には馴染めないかもし

れないと感じる方には声を掛けないようにして

います。これまで入会していただいた会員の中

でも、入会を勧めてすぐに入会された方もいら

っしゃいますが、3年5年と勧め続けてやっと入

会していただいた方もいらっしゃいます。無理

やり入会していただいてもすぐに退会となって

は何にもならないので、じっくりと時間をかけ

て勧めております。その方に会うたびに、「そ

ろそろどうかな?」と声を掛けたり、たまに思い

出したら電話をかけて「そろそろロータリーど

う?」という風なことを言っております。

私が一番嬉しいのは、私が推薦した方から「広

島北RCに入会してよかった」という言葉を聞く

時です。特に、3年5年と時間をかけて勧めて入

会していただいた方から「いろいろ悩んで入会

したけれども、本当によかった」と言われる時

です。良かった例としては、時間を作るのが上

手くなった、これまで自分で仕事をしていたけ

れども人に任せられるようになって会社が伸び

てきた、仕事の取引が増えた、経営者の考え方

をいろんな方に相談できるようになった、など

です。

我が広島北RCでは、新会員ができるだけ早くロ

ータリークラブに慣れ会員と仲良くなるため

に、若手を中心に毎月、誕生月の方の誕生日会

をしております。このことによって、若い人が

和気あいあいと交流を深めることができている

と思います。同好会活動も活発で、野球、ゴル

フ、釣り、登山、旅行、音楽、美味しいものを

食べ美味しいお酒を飲む会など、多くの同好会

を持っております。また、地区大会の前夜には

必ずインフォーマル・ミーティングを、広島以

外の場所である時には行って親睦を深めており

ます。奉仕活動においても、特に若い会員を中

心に体を使った奉仕活動をして、みんな積極的

に体を動かしております。「アクティブな広島

北ロータリークラブ」というイメージになって

おります。

ロータリークラブでの経験を自分の会社で活か

していることを紹介したいと思います。これま

で私が青年会議所やロータリークラブを通して

社会貢献活動を行い、何か気持ちが良くなり心

が豊かになったと感じたので、自分の会社の社

員にも同じ経験をしてもらいたいと思い、バル

コムグループでは、拠点別に社会貢献委員会を

作り、各委員会でロータリークラブと同じよう

に単年度制で社会貢献活動をしております。ビ

オラ奏者の沖田さんと協力しチャリティーコン

サートを開催し、その収益金でこれまでに、タ

イで学校を作るプロジェクトに寄付、中国の病

院に医療機器を寄付、広島と岡山の日赤血液セ

ンターにBMWの血液輸送車を寄付、安佐市民病院

に車いすの寄付をしました。近年は、毎年小児

がん経験者とそのご家族をマツダスタジアムの

パーティールームに招待しています。

これは以前、広島北RCで行った事業でしたが1年

で終わったため、引き続いて我が社で継続して

行っています。また、シーズンオフには日赤の

小児病棟をカープの選手2～3名と一緒に訪問し

ています。これまでに鈴木誠也選手、板倉選

手、中崎選手、今村選手などに来ていただきま

した。子供達は選手が来るまでに元気になるん

だと言って、いつもは嫌がる薬もすすんで飲む

そうです。また、我が社の各拠点の委員会で

は、ベルマークを集めたり、地域清掃を行った

り、献血バスを各店によび社員と近隣の方々に

声をかけて献血を行ったりもしています。この

ように、ロータリークラブでの素晴らしい経験

を我が社の社員にも味わってもらっています。



7月15日(木) 第 1001 回

幹事報告

「ガバナー補佐卓話」

国際ロータリー 第2710地区 G-6

ガバナー補佐

山坂 哲郎 様

1.BOX配布物

・７月定例理事役員会議事録

・6月分の個人別出席一覧

・休会のご案内(8月12日)

・本日の例会・クラブ協議会の次第

２.お知らせ

・次週7月22日は休会となっております。

次回例会は、7月29日です。お間違えのないよ

う、よろしくお願いいたします。

会員数 20名 出 席 率 95％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 3名 ご 来 客 2名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第999回 7月1日

ニコニコ箱

￥206,000 累計￥266,000
☆道垣内 文夫会員

G－６ガバナー補佐・山坂哲郎様、ガバナー補

佐幹事・坪内昭吉様、ようこそお越し下さい

ました。卓話、クラブ協議会と楽しみにして

おります。よろしくお願いいたします。

☆谷 勝美会員

山坂ガバナー補佐様、有難うございます。よ

ろしくご指導の程、お願いします致します。

☆奥芝 隆会員

国際ロータリー第2710地区グループ6ガバナー

補佐山坂哲郎様、補佐幹事坪内昭吉様、よう

こそいらっしゃいました。本日、やさしくご

指導お願い致します。

☆三宅 恭次会員

山坂ガバナー補佐、お越し頂きありがとうご

ざいます。卓話、楽しみにしています。

☆長神様より、ご香典返しとして20万円頂きま

した。

広報・会報委員

2021.7.12.

今日は2021年7月12日で例会日ではありませ

ん。（ちなみに昨日はセブン・イレブンの日

だったらしいですが、、）でも、ちょっと特

別な日で、去る5月25日に亡くなられた長神憲

一会員の49日なのです。ご遺族が集まられて

のご法事は既に済まされたのですが、奥様と

正当日（しょうとうび）には縁のあった私の

寺に参詣いただくお約束をしておりました。

しばらく故人を偲びながらお話をしまし

た。奥様は会員さんの個人名を挙げながら、

「本当はお一人、おひとりに直接お目にかか

ってお礼のご挨拶をさせていただくべきなの

ですが、いまは『有難うございました』、こ

れ以上の言葉が出てきませんので」と、クラ

ブへの感謝の思いを私に託されたのでした。

長神会員がお元気だったころに、娘さんの

存在が特に奥様にもご自身にも心強いと目じ

りを下げていらっしゃいましたが、奥様も

「本当に娘が一年間良くしてくれたのです

よ」と振り返っておられたのが印象的でし

た。

きっと長神さんも、ご家族の皆さんに囲ま

れてお幸せな境涯を送られたに違いありませ

ん。

合掌

会員の皆様に、ZOOMで例

会参加のお知らせを2日前

に配信しております。



クラブ協議会

安芸の間

13：40～14：40

協議会の内容

〇クラブ運営方針/道垣内会長

〇クラブ概要/山口幹事

〇各理事及び委員長から活動方針発表（以下、主だった報告内容のみ記載）

・奥芝会員増強理事…今年度、退会者への卓話依頼等を通じ会員増加を目指したい。会員増強達成表を作成し運用する方針。

・横手親睦委員長代理…コロナウイルスの動向をみつつ可能な範囲で親睦活動を行う方針。

・谷奉仕理事兼クラブ研修リーダー長…広島北RC様及び広島陵北RC様と共にロータリー奉仕デーに取り組む方針。

・松岡社会奉仕担当長…比治山公園清掃活動を実施予定。

・黒田財団推進担当長…山彦園へ滑り台及び平均台を寄贈予定。

・岡本副会長兼インターアクト委員長…引き続き崇徳高校インターアクト実施。

同校が献血を行う際にパンの寄贈を行う予定。

※ガバナー公式訪問クラブフォーラムは、上記「協議会の内容」を踏まえ、広島陵北ロータリークラブ様とともに合同で行う方針。

今日は7月第3例会通算第1001回例会となります。試用段階を経てとうとうZoomによるハイブリッド例会開催ま

でに漕ぎつけました。

梅雨が明け蒸し暑い中、今例会はRI第2710地区G6ガバナー補佐山坂哲郎様、補佐付幹事坪内昭吉様をお迎えし

て、例会終了後クラブ協議会を行います。いよいよガバナー公式訪問近しということで、身が引き締まる思いが

します。

会員時間の弁士は奥芝隆会員となります。まずはかつてご自身がガバナー補佐を担当された年度をふり返り、

お祖父さんクラブ北RCには役目上4回訪問し、特にガバナー公式訪問のフォーラムでは、誰とは仰いませんでした

が、某弁護士会員さん（そう、あのお方です）に難しい質問を受けて冷や汗をかいたことなどを感慨深く語られ

ました。近況のお話では、もう中3のお孫さんにゾッコンで、その坊やが小学校4年か5年の時、クラブが支援して

いた都道府県対抗駅伝広島県チーム応援に、宮島口ロータリーへ一緒に連れて行き、それが中・長距離走に目覚

めるきっかけ（多分文脈上、そういうことだと思う）になり、今や1,500ｍ走で広島県3位にランクイン、中国大

会へ出場するのだと目を細めておられました。広報子が考えますのに、県で3位ということは、都道府県対抗駅伝

の中学生区間の少なくとも補欠には選出されるポジションです。もしそうなったら来年1月の駅伝には、より応援

する楽しみが増えるのではないでしょうか。奥芝さんの後継者である祥平さんも、安芸府中高校や修道大学で中

距離を走っておられたようです。やはり血は争えませんよね。そしてお爺さんはピン大野球部ですから、アスリ

ートのご家系です。余談になりましたが、そのお孫さんのために、真っ新のン万円する陸上スパイクを2足填まっ

てもちっとも懐が痛くないほどの溺愛ぶりをご披露くださいました。いちいちコメントするようで恐縮ですが、

前回、本当は奥芝氏を「安佐ロータリーの感性」ではなく「安佐ロータリーの本能」としたかったのですが、も

はやご本人のお口からは、「どーはんもあふたーも夜はきらいです」とのお言葉を頂戴するくらいですから、そ

の称号？は返上せねばなりません。孫はかわいい、それわたしも実感します。

最後になりますが、山坂哲郎ガバナー補佐には、北クラブで既に32名の会員さんの推薦をされたその経験談

と、経営されるバルコムさんで社をあげて取り組んでいらっしゃる社会貢献の具体例や社内外への波及効果など

の貴重なお話を聞かせていただきました。真似が出来るところは取り入れていきたいと思います。

会員時間のお次は清家会員とお聞きしております。請うご期待！ （広報・会報理事 青木 記）



インターアクト委員会

野村会員

7月16日(金)

崇徳高校インターアクトクラブが、学校

で献血を呼びかける活動をすると言うこと

で、広島安佐ロータリークラブも協力させ

ていただきました。

献血をした生徒さんに、パンを提供をい

たしました。

2021年7月29日(木) 第1002回例会

3階 「瀬戸の間」

会長時間

先週水曜日に山口会員に新しい家族が誕生し

ました。元気な男の子で3,300ｇだそうで、心よ

りお祝い申し上げます。身近では最も明るいニ

ュースでなによりです。妻子を大切にされ、幸

せなご家庭を築いてください。

さて、いよいよ東京五輪が開催されました。

一部には開催反対論も出ており賛否両論ござい

ましたが、菅総理大臣の強い意志の元、スター

トしました。1896年、第1回アテネ大会から18回

東京大会を経て今回第32回東京大会と1世紀を超

える世界的な競技会となっています。残念なこ

とにコロナ感染者が日々増加し、昨日は全国で

9.000人の感染と、最悪の状況下で選手たちはモ

チベーションを保ち本番に備えるメンタルの強

さには敬服するばかりです。コロナウィルス感

染にも気を付けながら辛抱強く待ち続けたアス

リート達全員にメダルを授与してもよいくらい

ではないでしょうか。スポーツや、その他でよ

く耳にする言葉で「心・技・体」というのがあ

りますが、様々な一流プロスポーツ選手達の中

では、実は「体・技・心」と言っているそうで

す。日本人では大谷選手、松山英樹選手、八村

塁選手、大坂なおみ選手などは体が大きいので

外国人に引けを取らず、力強く遠くに飛ばすこ

とが可能です。ゴルフでは身長が1㎝違うと2ヤ

ードの飛距離差が出ると言われています。10㎝

で20ヤード、あくまでもロボットで計測した場

合ですがやはり体が大きいのが圧倒的アドバン

テージになるということです。

東京五輪も佳境に入り盛り上がってきている

ように感じます。今日から体技心の目線で観戦

してみると更に面白く視聴出来ると思います。

以上で会長時間を終わります。ありがとうござ

いました。



会員時間（清家 俊一会員）

酷暑の中、会員の皆さんには元気にお顔をそろ

えて下さいました。今日は7月の第4例会通算第

1002回例会になります。

いよいよオリンピックが始まり、連日の熱戦

とメダルラッシュに巷間おおいに盛り上がって

おりますが、反面、コロナ感染者の方の数が第5

波を想起させるように増加傾向で、なにやらダ

ブルスタンダードの狭間で生きてゆく違和感を

覚える毎日です。こんな時こそロータリーの例

会で是非リフレッシュを。

今日の会員時間は清家俊一会員です。ご職業

は花卉販売（安藤花店さん）で創業70年になる

そうです。ちなみにご本人もご生誕70周年（古

希）とか、おめでとうございます。店舗は、本

店が昔の色街弥生町に、そしてブランチが、府

中イオンモールの１F、商工センターLECT蔦屋書

店内、プリンスホテル１Ｆロビーほか、高知に2

店舗を展開しておられるそうです。またブライ

ダル関係で4店とお付き合いがあるとのことです

が、コロナ禍による挙式の中止、延期など大き

な打撃を受けていると少し顔を曇らせていらっ

しゃいます。ただそうは言ってもやはり社員さ

んの生活もあるからと、前向きに精進したいと

決意を新たにしておられました。

2男1女の子どもさんたちはみな社会人として

東京在住で、「もうしばらく帰省していない

し、出張はあってもとんぼ返りで会う機会がな

いので」と、ちょっぴり淋しそうなご様子でし

た。

ただそんな中、清家会員が2010-11年度カウン

セラーとして担当された米山奨学生、パメラ・

アンラカンさん（フィリピーナ）から「12月に

結婚するから是非出席して欲しい」というご招

待が届いたなどと、うれしい報告をして下さい

ました。帰国後も、来日時には清家会員がクラ

ブに帯同されたり、奥さんとシュノーケリング

でセブ島に行かれる時は連絡をとって出会った

りと、米山のご縁をずっと温めてこられた証で

すね。比国のコロナ感染状況やワクチン・パス

ポートなど不安要素はいろいろありそうです

が、「訪問する時には会員の皆さんにご祝儀袋

を回します」と、意欲満々の清家会員でした。

ロータリーならではのお話だな～。

お次の出番は、8月19日、山岡会員だそうで

す。楽しみにしております。

また野村会員からインターアクトの報告があ

りました。去る7月16日、崇徳高校のインターア

クトクラブ主導で校内献血が行われたそうで

す。すでに顧問の鴨谷先生から、献血に応じた

生徒さんにパンの配食をしたい旨依頼を受けて

おりましたので、100個手配をしてとても喜ばれ

たことが伝えられました。

去る2月に、崇徳高校でガン予防のリモート講

演をしてくださった中央ＲＣの小林先生は、日

本赤十字社中四国ブロック血液センター所長を

務めておられます。これらのことから、野村会

員の明晰な頭脳の中では、崇徳、インターアク

ト、がん予防、献血、パン、血液事業などの要

素が、素晴らしい化学反応を起こし破綻のない

見事な景色を発生させていることを知ったので

した。

これもロータリーならではのお話だな～。

（会報・広報理事 青木 幹丸）

理事就任挨拶

会計理事：横手 裕康
今年度会計幹事を仰せつかりました横⼿で

す。
コロナ禍の終息が未だ不透明な状態が続いてお
ります。当会の収⼊源は、会員の皆様からの会
費です。厳しい状況は続きますが、なんとか会
員数の増加により収⼊源を確保できればと思い
ます。
⼀⽅で、⽀出についても例年どおりの活動の

⽀出予算を組んでおりますので、コロナ禍にま



けず、活動できればと思います。
会員連帯活動特別会計については、会員皆様

のための特別予算ですので、しっかりと管理し
ていきたいと思います。１年間よろしくお願い
いたします。

会員増強理事：奥芝 隆
今年度も会員増強担当となりました。恐らく前

年度何も成果が出ていなかったので、今年こそ

もう一度やって成果を出せという会長の強い意

志があったのだと思っております。

前年は退会された方にお願いをしたり、会員各

自にお願いをしたりしておりましたが、このコ

ロナ禍において成果を出せずに至っておりま

す。

20名の会員では、やはり財政面において増強は

まず取り組まなければなりません。今年は意識

の徹底を計ってもらうために、会長からも提案

のあった、職業分類の再認識と会員増強達成表

というものを作成し、なんとか会員候補者を確

保したいと思っております。あくまでも、強制

ではなく会員の意識付と会員増強が必要である

という強い思いを理解して頂き、詰めて参りま

しよう。お願いいたします。

奉仕理事：谷 勝美
昨年に続き奉仕理事を拝命いたしました。

昨年、一昨年とコロナの関係で多くの奉仕活

動予定が中止になりました。

本年度、道垣内会長のクラブ運営方針「ニュ

ーノーマル時代の奉仕」の基に、コロナで時代

が大きく変化する中で、従来の活動の試行に加

えて、新たな奉仕活動の試行の必要性も言って

おられます。長期的視野に立って皆さんと協力

しながら安佐RCらしい奉仕活動を展開したいと

思います。皆様のご理解とご協力をお願いしま

す。

副幹事：野村 裕芳
副幹事の野村でございます。

副幹事就任ということで、まずは、湯本副幹

事と共に、山口幹事のより良いサポートに徹す

ることで、例会及びクラブ全体が円滑に運営さ

れるように努めてまいります。

プログラム構成や奉仕において、子どもや青

少年に関わる内容にも尽力しながら、

より魅力的な活動ができるよう、副幹事として

動きを大切にしてまいります。

今年度、よろしくお願いいたします。

100万ドルの食事



7月29日(木) 第 1002 回

幹事報告

「理事就任挨拶」

１.BOX配布物

・8月の例会プログラム

・7月16日臨時理事役員会議事録

・国際ロータリー第2710地区 2021-22年度 地

区大会予定変更のお知らせ

・2021-22年度の在広ロータリークラブ会員名簿

２.例会変更

・広島西南RC「例会場変更」

8月3日(火)12：30～

ANA→広島ｸﾞﾗﾝﾄﾞｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾎﾃﾙ2F

・広島中央RC「野球観戦家族例会」

と き：8月20日(金)17：45～

※8月16日(月)から変更

ところ：マツダスタジアム

・広島廿日市RC「カープ観戦夜間例会」

と き：8月20日(金)17：45～

※8月23日(月)から変更

ところ：マツダスタジアム

・広島東RC「夜間例会＆夏家族会を開催

（サッカー観戦）」

と き：8月21日(土)16：45～21：00

※8月18日（水）の変更

ところ：エディオンスタジアム広島

３.休会※全てメークアップ受付はございません

・8月10日（火）広島RC・広島安芸RC

広島西南RC

・8月11日（水）広島東RC・広島陵北RC

・8月12日（木）広島西RC

・8月13日（金）広島南RC・広島城南RC

・8月16日（月）広島東南RC・広島廿日市RC

４.お知らせ

・次回例会は、8/4（水）広島陵北RC合同「ガバ

ナー公式訪問」となっております。皆様、青

色系のネクタイを着用下さい。例会後には、

クラブフォーラムもございますので、ご出席

の方はよろしくお願いいたします。

・事務局のお盆休みは、8/12(木)～8/16(月)と

なります。ご了承下さい。

会員数 20名 出 席 率 100％

出 席 18名 ご 来 賓 0名

欠 席 2名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1000回 7月8日

ニコニコ箱

￥2,000 累計￥273,000
☆道垣内 文夫会員

本日は山口幹事がお休みで、少し心細いで

す。ご長男を授かり、5人家族でますますお幸

せになって下さい。

☆青木 幹丸会員

あまり浮かれることでもありませんが、一昨

日27日に2回目のワクチン接種完了しました。

少し腕が痛いだけで副反応もなく、安堵しま

した。

崇徳学園ＩＡＣ募金

7月分
松岡 與吉･奥芝 隆・岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 4,000円


