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＜本年度会長テーマ＞ 『 ニューノーマル時代での奉仕 』

広島安佐ロータリークラブ

2022年1月6日(木) 第1018回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

新年あけましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いいたします。皆様におかれま

しては健やかに新年をお迎えになられたことと

思います。今年は壬寅（みずのえとら・じんい

ん）と言いまして「壬」は「妊に通じ、陽気を

下にはらむ」、「寅」はミミズに通じ、春の草

木が生ずる」という意味があります。そのため

壬寅は厳しい冬を超えて、芽吹き始め、新しい

成長の礎となるイメージです。要するに2022年

は今までの常識が覆され、時代に合った新しい

常識が模索され始める１年になるとみられま

す。

さて当クラブではどんな壬寅になるのでしょ

うか。過去２年以上にわたり苦しめられている

ウイルス感染との付き合い方も段々と理解出来

てきており、それなりに対策も講じられるよう

になり今年もWithコロナでの活動だと思いま

す。世界と比較して感染者数が少ないのは徹底

したマスク着用と消毒と家では靴を脱ぐ。これ

らの習慣が功を奏しているのではないかと。感

染が多いイギリス、アメリカ、スペイン、フラ

ンス、アフリカ諸国などは家では真逆の生活習

慣です。靴を脱がないため手洗いうがいなども

習慣がないのかも知れません。また、日本の家

屋は玄関、畳、板張りの廊下、下駄箱、隙間風

など埃が立ちにくい作りで、今までは家を長持

ちさせるためかと思っていましたが実は人に対

しても配慮が行き届いていると感じ、改めて日

本文化の素晴らしさを認識致します。しかしな

がら現在は集合住宅、一戸建て問わず気密性の

高さや洋風作りを優先しがちで生活の補助具と

して空気清浄機、除菌装置などを設置し、実に

体を甘やかす空間となってしまいました。何事

にも我慢が出来なくなってきている様に思いま

す。その反動で感情のコントロールが上手にで

きず鬱になる人が多く稀に反社会的思想に傾倒

してしまい悲惨な事件へと向かってしまった事

象もございました。現代はほとんど動かなくて

も過ごせるようになりました。生きているでは

なく生かされているような気がします。自分に

とっての便利さを再考してみてはどうでしょう

か。

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。

会員時間：横手 裕康会員

明けましておめでとうございます。本年もお

付き合いの程、宜しくお願いいたします。

さて本年最初の例会は、年初からの新型コロ

ナウイルス感染者の急増を受け、蔓延防止等重

点措置適用がささやかれる中での開催となりま

した。状況はまさに急転直下、風雲急を告げる

様相を呈しております。

道垣内会長には、今後の例会運営に苦慮され

ることとは思いますが、私たちはこの二か年で



多くの知見を得ました。例会の開き方も色々な

パターンを既に修得しています。二度のワクチ

ン接種に加え、早晩三度目のブーストも回って

きます。何やら治験も済み、経口治療薬も出回

るようです。各国の情報によれば、オミクロン

株感染は重症化しにくいとか。正常性バイアス

などと、相手を見くびり侮ったり、自ら驕り高

ぶったりするのではありませんが、正しく懼れ

しなやかに生きる、まさしく智慧ある道を選択

したいものです。

会員時間は横手裕康会員の担当でした。昨年6

月に、生業にしておられる社会保険労務士の広

島県支部会長に就任され、今でこそ順風満帆な

事務所経営でいらっしゃるようですが、およそ

10年前、駆け出しの頃はそれなりにご苦労され

たようです。そんな時代に仕事を助けた「人と

人とのつながり」ということを、今もってここ

ろに刻み込んでおられるとのこと。やはりご縁

は大切しなければなりませんね。

またこの度、事務所を西区楠木町から南区西

霞町に移転し、新たな事業を展開されるそうで

す。一つは保険代理業、もう一つは、これがと

てもユニーク、医療用ウイッグの取次販売。ガ

ン治療、抜け毛、かつら、大学病院の向かいと

いう方向性でしょうか。ですが、とても理念は

高邁で、購入するのは高価なウイッグに、県に

受け皿があれば補助金が支給されるようで、そ

れを自ら買って出ようという心意気とか。漢で

すねえ。独り時間を持て余すとロクなことをし

ないから、などと謙遜しておられますが、どう

してどうして、今後のご盛業を期待しておりま

す。

今例会は道垣内会長と山口幹事の年頭所感を

承りました。内容は月報に載ると思いますが、

あと半期、会員一同、ともに広島安佐ロータリ

ークラブを盛り立てていきましょう。

（会報・広報 青木 幹丸）

「会長幹事年頭挨拶」
会長 道垣内 文夫

幹事 山口 洋充

羅 書坤くん(米山奨学生) 1月分奨学金授与

令和４年をつつがなく迎え会長の任も残すと

ころ残り半年となりました。1年空けての2度目

の大役を安易に請けてしまったばかりに皆さま

にとって良い例会になったかを毎回反省しつつ

も向上しない能力の無さに呆れるばかりです。

あと半年、是非寛容な精神でご指導宜しくお願

い致します。先ずは世界の主だったこととし

て、アジアでは依然として中国が国際問題を出

し続けています。中国共産党の習主席が3期目に

入り、対香港・台湾・米国・日本その他多数国

に対し継続した圧力をかけ続けるつもりでしょ

うか。かたや米国は大統領選中間選挙がありま

すがバイデン現大統領とトランプ前大統領を意

識せずにはいられないようです。2月には北京冬

季オリンピック、年内にはコロナ飲み薬の発売

などです。世界情勢が目まぐるしく動く中、戦

後初の広島出身、岸田総理大臣の手腕で国際問

題にどう対応していくのか、またどういった政

策で長期政権を目指していくのか、日本の未来

を明るくしてほしいものです。新年早々に円が

116円となり生活不安が広がりそうです。成人年

齢も18歳に引き下げられますが煙草や飲酒も当

然でありますが18歳から飲用が可能です。明ら

かに健康よりも税の徴収を優先させている政策

ではなかろうかと思います。エネルギー、CO2排

出、年金、少子化、医療費、経済対策など挙げ

ればまだまだ課題が山積しています。その中で

も我々経営者の一番の悩みは事業をいかにして

再浮上させ元の状態に戻すかではないでしょう

か。事業が継続的に営める状況こそが地域の発

展に繋がり将来を描くことが出来ます。

それでは、前半を振り返りつつ後半1月から６

月までの行事をかい摘みながらお話をしたいと



思います。2021年7月は就任直後にZoomを採用し

た通常例会の開催からの始まりでした。他クラ

ブが休会を継続する中でもリアルな例会を開こ

うとの思いが強くありました。実際にコロナに

よる休会は一度か二度くらいではなかったでし

ょうか。みなさんが会場に足を運んで顔を合わ

せた例会を楽しみたいという現れでした。今年

度から新たに会長時間を通常より短くした上

で、会員時間を設けさせて頂きました。会員お

一人ずつの近況報告を戴くという新しいことに

挑戦させていただきました。普段会話が出来ず

じまいで例会を後にするのではなく、会員の近

況を確認出来るチャンスと捉え「知る」と「話

す」で全員が主役であることを目指していま

す。ついでに私自身も会長時間への不安、スト

レス、プレッシャーが如何に軽減できたかは会

長経験者の方にはお判りかと存じます。そして

通例となりました広島陵北ロータリークラブと

合同のガバナー補佐卓話と8月のガバナー公式訪

問で両クラブ間が繋がりあい、クラブ間の交流

も長い目で見ると少しずつ太くなっているので

はないでしょうか。そして、卓話者として訳あ

って退会した石丸さん、他の方の貴重なお話を

伺うことが出来ました。クラブフォーラムでは

会の運営から存続するためにはというアンタッ

チャブルな討論もなされたことは危機感を持つ

上では非常に良かったと感じています。米山奨

学生の羅君の卓話も中国の広大さを再認識出来

たし、卓話後は少し距離が狭くなったと思いま

す。夏の家族例会ではカープ観戦が例年通りに

実行できました。手配いただきました浮田会員

には感謝です。10月の夜間例会は奥芝会員経営

のエキエ水車でした。財団では今年度も引き続

き山彦園へ遊具を寄贈し初めて短い時間ではあ

りますが園児との交流もございました。11月は3

ロータリー合同での太田川河川敷の一斉清掃活

動でゴミ拾いをしながら交流を深めることが出

来ました。年末はクリスマス例会を家族同伴で

盛大に、とはいきませんでしたが会員同士が桜

下亭で濃い親睦を図れました。そして後半、こ

れから本日より7月までの予定ですが、まだまだ

ございます。会長幹事は他クラブの周年記念祝

賀会に出席、2月はインターアクト活動でマナー

講習会、グループ6,７合同インターミーティン

グ、３月は創立23周年記念夜間例会、森本会員

のご配慮で東京への一泊二日職場訪問例会、国

会議事堂見学その他を計画中です。4月はお花見

例会、比治山清掃活動、13RC合同ゴルフコン

ペ、最終6月は最終夜間例会で締めくくられま

す。いずれもコロナ６波の影響を受け易い行事

ですので予定通りにいかない場合もございます

のでご理解の程お願い致します。次に安佐ロー

タリークラブの現状です。令和4年1月1日現在の

会員数は先月1名の退会により19名です。これ以

上の退会者が出ると会自体の運営に大きな影響

が出てしまいます。広島陵北ロータリークラブ

の一部の方からも心配されている有様です。岡

本会長年度へスムーズにバトンタッチできるよ

う私自身も含め会員を1名ないし2名増やせれば

と思っておりますので、何卒ご理解いただきま

してみなさんの近いご友人をご紹介いただきた

いです。会としては正に崖っぷちの状態です。

会員全員で会員を増やすには何をすべきなのか

を今一度考える時期ではないでしょうか。時間

の関係上、この場で具体的には申し上げません

が折を見てアンケートを取り、クラブフォーラ

ムで議論し、変えていけるもの、変えられない

ものやどう活動したら良いかを検討し、精査し

てみると宜しいかと思います。また、ロータリ

ークラブの理念とは別に安佐ロータリークラブ

の理念を創って全員がそれに基づいた活動がで

きるクラブを考えてみたいものです。正しく安

佐ロータリークラブの10年ビジョンです。これ

を作ろうとするなら例会で、とかは絶対に無理

です。例会とは別に月に二度くらいは集まりじ

っくり時間をかけてでないと出来上がらないは

ずです。因みにロータリーの基本理念はロータ

リーの目的・四つのテスト・奉仕部門からなり

ます。

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎とし

て奉仕の理念を奨励しこれを育むことにある。

とし以下の4項目を奨励しています。

第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会

とすること

第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

はすべて価値あるものと認識し、社会に奉

仕する機会としてロータリアン各自の職業

を高潔なものとすること

第3 ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業及び社会生活において日々奉仕の理

念を実践すること

第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネ

ットワークを通じて、国際理解、親善、平

和を推進すること

そしておなじみの四つのテスト

・真実かどうか

・みんなに公平か

・好意と友情を深めるか

・みんなのためになるかどうか

そして奉仕部門です。

私たちは５つの奉仕部門を通じて、地域社会や

海外での奉仕に力を注いでいます。



・クラブ奉仕は 会員同士の関係を育み、積極

的な会員増強計画を実行して、活気あるクラブ

づくりをおこなうこと。

・環境奉仕は すべてのロータリアンが倫理と

高潔さをもって仕事にあたり、職業の知識やス

キルを社会のニーズ解決のために進んで役立て

ることです。

・社会奉仕は すべてのロータリアンが地域の

人々の暮らしを豊かにし、より良い社会づくり

に貢献することです。

・国際奉仕は 国際的なプロジェクトでボラン

ティアをしたり、海外のパートナーとの共同活

動を通じて平和と相互理解を推進することで

す。

・青少年奉仕は インターアクト、ロータリー

青少年指導者育成プログラム、ロータリー青少

年交換などを通じて、青少年や若い世代の社会

人がリーダーシップ能力をのばせるよう支援す

ることです。

これらの基本理念に則し安佐ロータリークラブ

の基本理念を考えてみてはどうでしょうか。

きっとみなさん、外せないライフワークの一つ

になるはずです。

これからも楽しいクラブライフを送れるよう頑

張りますのでご指導ご鞭撻の程、よろしくお願

い申し上げまして会長年頭挨拶とさせていただ

きます。長時間のご清聴ありがとうございまし

た。

山口幹事からは、下半期の行事予定について

詳しい説明がありました。

1月6日(木) 第 1018 回

幹事報告

本日のプログラム

「会長幹事年頭挨拶」

会長 道垣内 文夫

幹事 山口 洋充

１.BOX配布物

・ガバナー月信、とロータリーの友

２.例会変更

・広島安芸RC「新年互礼会夜間例会」

と き：１月11日（火）18:30～ ※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

・広島陵北RC「職場訪問例会」

と き：1月19日(水)12：30～14：00※同日変更

ところ：国際会議場・原爆資料館

３.休会

・1月12日(水)広島陵北RC

４.お知らせ

・昨年末にメールでお伝えいたしましたが、

1/23(日)に開催されます「天皇盃第27回全国都道

府県対抗男子駅伝」につきまして、主催者側よ

り、「コース沿道での観戦はお控えくださるよう

お願いします。テレビ・ラジオ・インターネット

等を通じて応援してください。」との通達がござ

いました沿道での応援の中止をお知らせいたしま

す。併せてむさし土橋店でのライブヴューイング

も中止となりました。参加者を募っておりました

ので残念ではございますが、各々、ご自宅、会社

などでTV・インターネット・ラジオ越しに広島県

を応援してください。よろしくお願いいたしま

す。

・北上和賀RCより、12月分の会報が届きました。

回覧いたしますので是非ご覧ください。

ニコニコ箱

￥17,000 累計￥551,420
会員記念日（1月）
☆お誕生日おめでとうございます

・谷 勝美会員(S17.1.28)

月末に満80才になります。皆様には引き続き

お世話になりますが、よろしくお願いいたし

ます。また、本年が皆様共々良い年になりま

すことを祈念いたします。



☆パートナー誕生月おめでとうございます

・中村 富子会員（和人様：15日）

・浮田 収会員（麻美様：22日）

皆様本年も宜しくお願い致します。家庭状況

です。愚妻は進化して飲み続け、小生はボケ

が進化。体力減退、ゴルフ1ラウンドでひいひ

い夜はコテンです。楽しみがなさ過ぎです。

メインのお話です。1/23男子駅伝、皆様のお

気持ち感謝申し上げます。全て残念ながら自

粛となりました。基金は大切に繰越し保管さ

せて頂きます。

・奥芝 隆会員（博子様：28日）

感謝しかありません。

☆入会月おめでとうございます

・山口 洋充会員（2013年1月10日）

明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いいたします。

☆道垣内 文夫会員

あけましておめでとうございます。正月三が

日は久しぶりに家族揃って穏やかに過ごさせ

て頂きました。普通の生活が幸せなんだなぁ

とつくづく感じてしまいました。

☆青木 幹丸会員

皆さん、本年も宜しくお願い致します。今日

頂いた「ガバナーズレター」に山坂ガバナー

補佐が、グループ6の7つのクラブを四文字熟

語で評しておられます。わがクラブは、「群

軽折軸」ぐんけいせつじく。恥ずかしながら

初めて見る言葉で、早速ググって見ますと

「小さな力でもそれが結集すると、とても大き

な力となる」と言う意味だそうです。なるほ

ど。

ニコニコ箱

会員数 19名 出 席 率 84.21％

出 席 14名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第1016回 12月16日

インターアクト委員会

野村会員

2021年12月17日(金)

崇徳高校IACが、学校内で献血を呼び

かける活動を行うと言うことで、今回

も協力させて頂きました。

（パンの提供：2回目）



2022年1月20日(木) 第1019回例会

3階 「瀬戸の間」

会長時間

1月10日より実施された「まん延防止等重点措

置」がちょうど10日目を迎えました。オミクロ

ン株感染者数が毎日1,000人前後を推移しており

ます。他クラブが1月2月を休会する中、当クラ

ブは元気よく顔を合わせることが出来るのはみ

なさんのクラブ愛の大きさだと思います。

さて、1月は職業奉仕月間ですので職業にまつ

わる話になります。ご自分の職業を考えてみて

何故この商いをしているのかを深く理解する必

要があります。創業者と継承者とは捉え方が少

々違ってくることも考慮しなければいけませ

ん。職業で例えば医師が診察をする場合に沢山

の患者が来ているのを見て、自分の収入が増え

ると考えるのであれば浅はかであります。そう

ではなく自分の積み重ねてきた英知をもって地

域医療のためにどれだけ潤すことができるか、

と考えることによって職業イコール奉仕となる

のではないでしょうか。適切な儲けも必要です

が視野を広げて地域のことをどれだけ考える

か、それが結局自分の職業を栄えさせることに

なるとロータリーは説いています。ロータリー

が提唱している職業奉仕の世界はこういったこ

とを言っているのではと思います。

次に２月に予定されていますIMですが、残念

ながら今年も中止となってしまいました。IMと

はインターシティミーティングの略語です。昔

はICGFと言っていたそうです。これはインター

シティゼネラルフォーラムの略で都市連合フォ

ーラムと訳されています。その後、インターシ

ティは一つの言葉と言われICGFのCを省略しIGF

となり、更に現在のIMとなりました。したがっ

てIMの実態はフォーラムです。ロータリーでは

IMの他、クラブ例会、クラブ協議会、地区協議

会、地区大会など様々な会合がありますがこれ

ら全ての会合はロータリアンの自己研鑽の契機

を孕むものとして出席が強く要請されていま

す。今もってクラブ例会は４回連続欠席すると

自動的に会員資格を失うという会則が存在する

クラブもあります。それくらい例会出席はロー

タリアンとしての基本的義務であります。した

がってIMについても病気、その他特段の事情が

無い限り出席するのが望ましいのです。２０

年、３０年連続出席で表彰されるのは、ロータ

リアンはロータリー上のすべての会合に出席す

るのは当然と考えておられるのです。最近はそ

こを強く言わなくなり、ロータリーの衰退の一

因にもなっているのかもしれません。ロータリ

アンの基本的な義務である例会出席と同様に、

IMや地区大会にも奮って出席されるようお願い

申し上げ会長時間と致します。ご清聴ありがと

うございました。

「会員 新年の抱負」

全会員

今日は二十四節気のうち、大寒に当たりま

す。文字通り「おお～、さぶー」。まったく受

けずに、サブーーいぜ。それはさておき、蔓延

防止等重点措置施行中ではありますが、わがク

ラブは例会を行いました。欠席2名、リモート参

加2名のほかは、皆さん出てこられましたよ。お

元気そうなお顔が揃い、賑やかなひと時を過ご

しました。

道垣内会長は開口一番、「皆さん、こんばん

は」？？？。ウソかホントか知りませんが、

「最近、昼間の会合が少ないので、つい・・

・」ですと。でも、こんな状況下で、「こんに

ちは」と会員さんが顔を合わせられるのですか

ら、会長の弁によれば「クラブ愛の賜物」との

賛辞、本当にお互いの慶びとしたいと思いま

す。

また職業奉仕月間に向けて、自らの生業を、

ただ損得で量るのではなく、もちろん損をして

はいけないのですが、そこへ地域社会の質的向

上に一役買っているという意味を持たせること

によって奉仕への深まりが出てくると。例え

ば、クリニックの患者さんの多寡ではなく、患

者さん一人ひとりの健康に関与することで地域

福祉の一端を担っているという視点が、ロータ

リーの職業倫理に沿う医術だとのこと。

最後に、今年も中止になったIM（インターシ

ティー・ミーティング）の大切さに言及され、

通常例会のほかに、地区大会やこのIMなどへの



出席を求めて会長時間を締めくくられました。

ここからは、出席会員（ズーム出席を含む）

の「今年の抱負」を簡潔に列挙します。

青木幹丸会員

家を新築しており2月に完成。人生の一大事業

の完遂、感無量。家庭人として、よき夫、よき

父、よきお祖父ちゃんであるよう、地域にあっ

ては、コロナ禍で閉ざされがちな人の心に小さ

くても灯を点せるようありたい。

八條範彦会員

コロナで延び延びになっているが、家内とど

こかへゆっくり出かけたい。来春は選挙なの

で、今夏の参議院選後、臨戦態勢に。松井市政

の安佐市民、サッカー場、駅前など大型プロジ

ェクトの推移を点検していくのが使命。

黒田七郎会員

昨年は、病気や事故で思いがけず長期の入院

を余儀なくされた。今年は心機一転、それに負

けないよう、身体を気遣いながら仕事にしっか

り精を出し、好きなゴルフやクルージングでせ

いぜいリフレッシュしていきたい。

森本真治会員

参議院議員として、コロナによる支援金、給

付金が迅速に交付されるよう力を尽くしてき

た。現在、事業環境の悪化に伴い、事業者が将

来を予見して事業継続の見通しが立つよう給付

金を法制化出来ないか検討を進めている。

松岡與吉会員

最近、老いを自覚することが多くなった。身

に着けるものがあべこべで、恥ずかしや。年長

の谷会員や三宅会員に負けられない。とは言

え、ありのままで、「目が覚めて 今日もうれ

しや 生かされし 宇宙万物 感謝報恩」

三宅恭次会員

今年から、終身付与されている「中国放送顧

問」の職名で、職業分類を「放送」に改めて欲

しい。住んでいる大宮地区では、区画整理が進

んだ昭和40年代以前の街区図の復元に携わって

おり、古老の話を聴くのが楽しみ。

奥芝隆会員

家内が膝を悪くしたこともあり、30歳で建て

た家を手放し、平地のマンション生活。高層

階、かなり快適。朝な夕なにご先祖に感謝。こ

のご時世、「商売継続のため、とにかく一生懸

命やろう」と、長男とも話をしている。

大北茂人会員

今年は年男だ。コロナ禍で会社は2年連続業績

が悪く、少し明るい兆しが見えたかと思うと、

また第6波で下降気味。代表としてもうひと頑張

り、一つひとつ問題を解決し、最後には良い年

だったと終われるようにしたい。

岡本忠文会員

環境が悪い中、昨年10月、スイーツの店

「HAKUSHIMA_R」を開店。地域に密着した営業を

目指す。朝の日課は、2時間半かけて重森三鈴の

庭を掃除する。気づいたら苔の手入れはセミプ

ロに。7月から会長頑張ります。

谷勝美会員

今月で傘寿を迎える。ロータリーにも元気で

出席できることに感謝している。身体をきちん

と自己管理して、昨年40ラウンドしたゴルフを

何とか85歳までは続けてやりたい。自分も会社

も健全であり続けるよう心掛ける。

浮田収会員

コロナ禍にある苦しい今だからこそ、かつて

の当たり前の生活がいかに恵まれたものであっ

たかに気が付く。よき会員さん、よき社員、よ

き家族とともにある喜びを今更ながら（プツ

ッ）・・・、（感じる今日この頃です。）

［ここから時間が押して本当に一言ずつに］

浮⽥さんまでは、字数が
ほぼ同じになるよう
苦⼼して記録しています･･･
（広報 ⻘⽊）



坂井信教会員

今年年初に、「腐らず、諦めず、ネガティブな

ことは言わない」と、社員に訓示した。また環

境が変わりつつあるが、努めて明るく過ごした

い。

横手裕康会員

事業拡張やロータリーでこれまでより忙しく

なる中、努めて自分の時間を見つけて心身を癒

したい。

山岡稔会員

コロナ禍の中で、5か所の事業所の感染予防に

腐心している。事業の代表を退く環境整備や人

材育成に取り組む一年にしたい。

岡田哲也会員

昨年は、ロータリー入会、病気、テレビ出演

と、自分としては大きなことが色々あった。お

あとは、次回の新入会員卓話でゆっくりと。

（会報・広報 青木 幹丸）

１.BOX配布物

・1月分定例理事役員会議事録

・2月の例会プログラム

・休会のご案内（2/10・2/24）

２.例会変更

・各在広ロータリークラブの例会変更について

は「まん延防止等重点措置期間中の各在広ク

ラブの対応について」という文書を配信して

おりますので、ご確認下さい。

３.お知らせ

・2月3日に予定しておりました「崇徳高校IACマ

ナー講習夜間例会」は、コロナウイルス感染

防止のため、延期とさせて頂きます。日程に

つきましては、再調整いたします。

・2月27日(日)に予定致しておりましたＩＭに

関しまして、開催延期となりました。開催日

程につきましては後日決定次第ご案内申し上

げますので、よろしくお願いいたします。

1月20日(木) 第 1019 回

幹事報告

本日のプログラム

「会員 新年の抱負」

会員全員

ニコニコ箱

￥1,000 累計￥557,420
☆道垣内 文夫会員

安佐ロータリーは1月も2月もがんばって例会

を開きたいものです。

会員数 19名 出 席 率 89．47％

出 席 15名 ご 来 賓 1名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1017回 12月23日

崇徳学園ＩＡＣ募金

1月分
松岡 與吉･奥芝 隆・岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 47,000円

☆例会数：3回

☆クラブ出席率：87.72%

☆メーキャップ対象の会合：　12/2（木）12月分定例理事会 

Ｎｏ 氏　　　名 2 16 23 ％

1 青木　幹丸 ◎ ○ ○ 100

2 道垣内　文夫 ◎ ○ ○ 100

3 八條　範彦 × × ○ 33

4 黒田　七郎 ◎ ○ ○ 100

5 森本　真治 × × ○ 33

6 松岡　與吉 ○ ○ ○ 100

7 三宅　恭次 ○ ○ ○ 100

8 中村　富子 × ○ ○ 66

9 野村　裕芳 △ △ △ 100

10 奥芝　　隆 ◎ ○ △ 100

11 大北　茂人 ○ ○ × 66

12 岡本　忠文 ◎ ○ △ 100

13 坂井　信教 ○ ○ ○ 100

14 谷　　勝美 ◎ △ ○ 100

15 浮田　収 ○ × ○ 66

16 山口　洋充 ◎ ○ ○ 100

17 横手　裕康 ◎ ○ ○ 100

18 山岡　稔 ◎ ○ ○ 100

19 岡田　哲也 ○ ○ ○ 100

広島安佐ロータリークラブ

2021年12月個人別出席一覧 

◎：ダブル出席者　○：ホーム出席者　△：メーキャップ　×：欠席　▲：出席免除者


