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第2459回例会
12月第２例会

RIテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
本年度会長テーマ

「新しい風と微笑みを」

「疾病予防と治療月間」
◆ 会長時間 ◆

小型バスや遊覧船・電車などを使って街づくりの

梶本会長

活性化を進めてほしいと思いますし、もっと魅力
11月27日から３日間奈良・

ある広島にするためにもロータリークラブは地域

京都に仕事を兼ねて観光に行っ

に貢献していかなければなりません。理想論を語

てきましたが、奈良には立派

ることばかりではなく、社会奉仕活動と地域発展

なコンベンションセンターが

の貢献を実行することが今求められています。

あり、ホテルと蔦屋図書が併
設されていて素晴らしい施設

会務報告

松岡（輝）
幹事

でした。しかし中心地から東大寺以外の観光地（法
隆寺・平城京跡・薬師寺など）へのアクセスが悪
く、観光客で賑わう雰囲気ではありませんでした。
これは街づくりに交通アクセスを取り入れて無い
結果だと思います。主な移動手段がバスで、タク
シーも少ないそうです。せっかく観光資源がある
のに、もったいない話です。広島も新設のヒルト
ンホテルに会議室が併設されると聞いていますが、
広島でG７サミットを開催するためには、安全面

９月理事会にて承認し、地区を通してお届けし

を含め色々な問題があるのではないでしょうか。

た「佐賀・長崎豪雨災害支援金」についてRI

昔の広島市内には色々な魅力ある店がありまし

2740地区塚崎ガバナーよりご報告と御礼の連

た。流川にはでめきん甘味処・純喫茶ムシカ・船

絡がありました。支援金総額は46，
331，
319円

屋旅館・本通りにはちぐさ喫茶や衆望のケーキ屋・

となり佐賀県へ3，
000万、長崎県雲仙市へ1，
000

キリンビヤホールなど楽しさ満載の町でした。今

万、被災地域クラブへ5，
050，
000円を贈呈され

も楽しいところがいっぱいあるのですから、広島

たとのことです。当クラブからは熱海豪雨災害

の魅力を知ってもらうためにも環境に配慮した小

時と同金額の65，
000円を送金しております。

型の電動巡回バスを回してもらい、広島駅→縮景

例会終了後、４階「カメリア」において第４

園→広島城→平和公園→広島市民球場などの観光

回「ロータリー奉仕デー」in 宮島実行委員会

スポットをゾーンで回れれば、新しい発見ができ

を開催します。

るのではないかと思います。交通アクセスに電動
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第８回理事会議事録

絵君とする。

日時

2021年12月2日㈭

例会終了後

場所

ANAクラウンプラザホテル広島４階

⑧ 出席規定の適用免除願い（川西 祐二君）に
ついて

「カメリア」

異議なく承認

⑨ 2022年１月以降のメークアップについて

報告事項

2022年１月以降例会参加を伴うメークアッ

① 各委員会活動状況について

プ

国際奉仕部門よりワッフル・ブートキャンプ

異議なく承認

協議事項

について、事業に関わる広報・PRは全てユ

12月23日夜間例会並びに家族同伴懇親会に

ニタールが行うとの報告がなされた。

ついて
開催可否の判断は２週間前に行う。参加者が

② 11月収支計算書について
支出の部内「国際社会奉仕委員会」が予算額

確定した段階で抗原検査キットをネットショッ

を超えた実績になっている点は、ユニタール

プアマゾンにて購入予定。

事業であり理事会で承認済みとの説明が松
岡（輝）
幹事よりなされた。

委員会報告

③ 合同幹事会について
メークアップの扱いについて、広島西RCは
12月来客・サイン受付のみ、2022年１月は

プログラム・出席委員会
出 席 報 告 片山委員長
本

日（12月９日・木曜日）

例会参加のメークアップ受付を行うことを

会員数

87名

出席者

76名

発表する。

欠席者

11名

ご来客

0名

ご来賓

0名

ゲスト

0名

計

76名

④「ロータリー奉仕デー」in 宮島４RC合同実
行委員会について
⑤ その他

4週前の例会2021年11月11日・木曜日

会員増強について、リストに挙がっている

出席率

100％

候補者の再検討を急ぐよう指示が出された。
審議事項
① 米山学友 彭 子祐さん助教授就任祝金の贈呈
について

米山奨学委員会

宍戸委員長

第2710地区米山学友会賛助会員のお願い

異議なく承認

第2710地区米山学友会の今年度の賛助会員

② ホームページリニューアルの報告
さまざまな要望、必要性について意見が出た

入会のお願いをBOXに配布させていただきまし

が、完成形でないことを踏まえ承認された。

た。

③ １月20日職業奉仕部門クラブフォーラムに
ついて

米山学友会は現役の米山奨学生と奨学期間を
終了した元米山奨学生によって組織されていて、

異議なく承認

④ 「ロータリー奉仕デー」in 宮島 予算につ

日本に33団体、海外には９団体あります。母国

いて

での海岸清掃や貧しい子どもへの支援などの奉

2022年２月理事会に修正予算案を上程する

仕活動を行なったり、ロータリークラブと連携

こととする。

しながら地域貢献活動を行っています。

⑤「広島市手をつなぐ育成会」後援依頼について

い」と思われる方への賛助会員入会のお勧めで

異議なく承認

す。会費は一口3，
000円で何口でもOKです。

⑥ 2022-23年度理事役員について

賛助会員の皆様には学友会の会報に掲載されま

異議なく承認
⑦ 新会員

玉木 ひろみ君入会手続き開始の承

認について

今日のお願いは「学友会の活動を手助けした

す。
ご希望の方は12月22日迄に事務局にご提出

異議なく承認

推薦人を柳原 邦典君、推薦同意人を川妻 利
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いただきますようお願いいたします。

会報雑誌・広報委員会

田島君（自主申告・大枚）、荒川君

土井委員長

ホームページリニューアルについて

先週土曜日、RCCのEタウンスポーツという

広島西RCのHPをリニューアルいたしました。

番組で、今年創業100年を迎えたこともあり、

特にニュースのところをクリックしていただ

約15分間、広島アルミの特集を放送していただ

くと色々な動画が出てきますので、ご覧になっ
てください。

きました。
創業者の祖父

田島 倉蔵と、父親で２代目

先日のガバナー公式訪問の動画も、３時間半

社長の忠雄の写真も放映していただきました。

を６分にまとめていますのでダイジェスト版に

実は、私は放送のことを一昨日まで知りませ

はなりますが、皆さん出演しておられます。特

んでしたが、荒川君に「広島アルミが映ってい

に平原君と吉田（浩）君は端の方にチョロチョロ

たよ」と聞き、録画ビデオで番組を見た次第

登場しますので、ぜひご覧になってください。

です。放送されていた日は、テレビに登場した

会報雑誌・広報委員会

南條会員

社長の文治と副社長の小松と一緒にゴルフをし

ロータリーの友誌紹介

ていました。当日は番組のことは一切、話に出
なかったので、放送があったことを全く知り
ませんでした。荒川君、ありがとうございま
した。
小田君（自主申告・金一封）
ボックスに事業承認支援弁護士に関するリー
フレットを入れさせていただいております。こ
れは、弁護士会が事業承継に精通している弁
護士を紹介する制度です。
リーフレットに掲載させている電話番号に
電話を掛けると、会社名などを聞いた後、弁護

会員記念日

士会が担当弁護士を紹介し、その弁護士から

祝 連続出席100％（ ５名 ）
古本君（14年）

柳原君（06年）

瀬﨑君（06年）

藤田（千）
君（03年）

直接相談希望者に連絡する仕組みとなっていま
す。最初の相談料は30分無料となっています。
皆様の中には、事業承継にお悩みの方から

大地君（03年）

相談を受けたりされる経営者の方もおられると
思い、そうした折にはリーフレットを渡して

ご結婚記念日おめでとうございます。
坂田君

大本君

いただき、窓口に電話をしてみたらと口添えし

（３名）
瀬﨑君

ていただければ助かります。
上野（純）君（ダブル）
12月５日㈰のTVで、あなごめしうえの４代

スマイルボックス

目主人、上野 純一君を拝見しました。

S A A 森𦚰君

広島が誇る名物グルメ「あなごめし」の超有
名店ボスの「ぶち頑張り続けるモチベーショ
ン」=「ぶちベーション」を三四郎が解き明かし
ていました。
番組では、上野（純）君が信頼を寄せ長年アナ
ゴを仕入れている会社でアナゴのつかみ取り
をしたり、アナゴの鮮度を保つための極寒の冷
凍庫を紹介したりと大活躍。宮島口のお店で
はあなごめしでおもてなしされていました。
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年

次

総

会

卓 話
「ロータリー奉仕デー」in 宮島について

年次総会により、以下の通り次年度理事役員及
び理事会メンバーが決定いたしました。

「ロータリー奉仕デー」in 宮島実行委員会
実行委員長

2022〜2023年度理事役員

柳原 邦典

予てより準備を進めておりました「ロータリー
奉仕デー」in 宮島を下記の通り実施いたします。
新原

靖

2021-22年度シェカール・メータRI会長も実施

会長エレクト

諏訪

昭浩

推奨されたプロジェクトであり、広島南RC、

理事

副会長

西原

英治

広島西南RC、広島廿日市RCを加えた４RCとひ

理事

直前会長

梶本

政明

ろしま協創高等学校IA部、広島修道高等学校IA
班、山陽女学園高等学校IACとの共同開催とな

理事

会

理事

長

会

計

大植

伸

幹

事

古本

竜一

副幹事

北村

和之

「ロータリー創立記念日」に合わせ事業を展

副幹事

宍戸

剛

開することで「ロータリー活動」を内外に広く

理事（会員組織）

中村

哲朗

周知できるプロジェクトとなっております。会

理事（管理運営）

片山

恵太

員皆様のご理解とご協力を賜り、多数のご参加

理事（ＳＡＡ）

柴田

脩司

をいただけますようよろしくお願いいたしま

理事（職業奉仕）

上野

寛史

す。

理事（社会・青少年奉仕）

川村

聡

理事（国際奉仕）

川妻

利絵

日時：2022年２月23日
（祝）
水曜日

理事（財

鈴木

義尚

会場：廿日市市宮島町

団）

ります。

記
厳島神社一帯

当日スケジュール
9：30〜10：00

卓話予告
日時
12/23㈭

受付

10：00〜11：30
テ

ー

マ

地域清掃活動および樹木保護活動

夜間例会並びに家族同伴懇親会
担当：親睦活動委員会

12：30〜13：30
「ホテル有もと」にて昼食
14：15頃〜

会員卓話「年男・年女放談①」
１/６㈭
大本 和則君
田中 健志君

「厳島神社」にて参拝祈祷
登録料：3，
000円
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 梶本 政明
幹 事 松岡 輝明

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
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