
思います。

　本日は３年ぶりの新旧クラブ協議会ですので、

参加される方は大いに楽しみましょう！

　　高橋 正 元会員が５月28日㈯にご逝去されま

　したので、謹んでお知らせいたします（享年83

　歳）。

　 新会員候補者の照会を配布しておりますので、

　 よろしくお願いします。

　 退会挨拶（代読）　　　　　　久保　雅義 君

　 　このたび一身上の都合で退会させていただく

　 ことになりました。広島西RCの皆様にはご迷惑

　 並びにお気遣いいただいたこと感謝しておりま

　 す。長らく出席も叶わずこんな形での退会に

　 なってしまい大変申し訳なく思っております。

　 広島西RCの発展と会員の皆様のご活躍を心よ

　 り祈っております。

　　　　　　　　　　皆さんはご存知ですか？梅

　　　　　　　　　雨入りの時期となりましたが、

　　　　　　　　　なぜ「梅雨」っていうのかを。

　　　　　　　　　　元々「梅雨」は中国から伝

　　　　　　　　　わった言葉で、この時期は梅

　　　　　　　　　の実が熟す頃という説、この

時期は湿度が高くカビが生えやすいことから「黴

雨（ばいう）」と呼ばれ、これが同じ音の「梅雨」

に転じたという説、この時期は「毎」日のように

雨が降るから「梅」という字が当てられたという

説もあるそうですが、正確にはよくわからないそ

うです。

　しかし、なぜ日本では“つゆ”と読むようになっ

たのでしょうか？雨が多い時期であることから、

樹木の葉に露がつくなど『露にぬれて湿っぽい』

という意味を持つ「露けし」からとったとする

説、梅が熟して潰れる時期であることや長雨によ

り食べ物や衣服が傷んでしまう時期であることか

ら、つぶれるという意味の「潰ゆ（ついゆ）」か

らとったとする説がありますが、正確にはわかり

ませんので博学の方は教えてください。

　今後の予定ですが、新型コロナウイルス感染症

の影響で、延期が続いていた、初顔合わせを兼ね

た14RC正副会長幹事会が、６月16日㈭慰労会へ

変更開催となる予定です。６月23日㈭は最終夜間

例会及び懇親会を開催し、鍵の伝達式を行い、皆

さんで１年間を振り返り爆笑で締めくくりたいと
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　 土井君（自主申告・トリプル）

　 　第43回広島広告企画制作賞 新聞・雑誌単発

　 広告部門において、藤い屋さんの【それぞれ

　 の「幸せ」】という新聞広告作品で銀賞を受賞

　 し、クリスタルのトロフィーを頂きました。金

　 賞だったら大枚を出す予定でしたが銀賞なので

　 トリプルにしておきます。

　会員増強の活動結果としましては、新会員候補

者情報カードを７件提出していただき、その内２

名が入会され、残り５名も入会手続き開始の理事

会承認を終えられ、次年度早々に入会される予定

となっています。

　その一方で大変残念ですが退会者が８名おられ、

本年度実質６名の減少となりました。増強委員長

として大変申し訳なく思っています。

　クラブの体力を強化し充実した奉仕活動が可能

となるためにも、今後とも皆様のご協力をよろし

くお願い申し上げます。１年間ありがとうござい

ました。

　副委員長に山木君、委員に川西君の３名体制で

した。会員選考委員会はご案内の通り、候補者が

上がってこないと仕事になりません。残念ながら

今年度入会者は２名でした。諸般の事情もありま

しょうが、６月末日までの退会は８名の予定で、

本年度６名の減少となります。

　ただ、明るい話題として７、８月にかけて５名

の入会が予想されます。会員増強は、会員全員の

協力によって成り立ちますので、今後とも持続的

な情報提供をお願いします。

　１年間大変お世話になりました。

　　ロータリーの友誌紹介

　　例会終了後、４階「アマリリス」において次

　年度第６回理事会を開催いたしますので、理事

　会メンバーは出席願います。また、新旧引継ぎ

　クラブ協議会を18時から「半べえ」において開

　催いたしますので、ご出席予定の各理事役員及

　び委員長はよろしくお願いいたします。

　 新原君（自主申告・トリプル）

　 　昨日、私が会長を務めます中国５県指定自動

　 車学校連合会の総会が３年ぶりに当ANAクラ

　 ウンプラザホテル広島にて開催され懇親会も含

　 め無事終了しました。ANAクラウンプラザホ

　 テル広島のスタッフの皆様に改めて感謝いたし

　 ます。また、対面での会議や懇親会の重要さを

　 改めて実感いたしました。

　 　大役が一つ終わりましたのでホッとして出宝

　 します。
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本　日（６月９日・木曜日）

　会員数　83名　　出席者　72名

　欠席者　11名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 0名

　　　　　　　　　　 計　　72名

　4週前の例会2022年5月12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　　　南條君

古本次年度幹事

長谷川（行）君（44年）　  木本君（17年）

村上（智）君（11年）　　　三浦君（04年）

武田君（02年）

連続出席100％（ ５名 ）祝祝

川村君　　　　小橋君　　　新原君

𠮷田（大）君　　香川（浩）君

ご結婚記念日おめでとうございます。

（５名）

会員記念日

委員長退任挨拶

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
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　本年度ロータリー情報委員会は、副委員長に原

君、委員に小橋君の３名で活動しました。

　① 理事・委員長に円滑な委員会運営をするため

の研修を予定者クラブ協議会で実施。② 新会員２

名にロータリー情報を実施。③ 親睦活動委員会と

の合同IMにより入会年度の浅い会員へのフォロー

アップ研修を実施。④ 既存会員へのロータリー情

報の提供を第３例会で実施。⑤ MY ROTARYへ

の登録を推奨。期首37名登録（35％）を期末52

名62％。

　１年間会員皆さんのご協力に感謝いたします。

ありがとうございました。

　今年は色々と新しいことに挑戦してみました。

　① 週報を料金据え置きで全頁カラーに。② ホー

ムページをリニューアル。委員会事業の動画を作

成しニュースとしてアップ。③ 委員会事業をユー

チューブや、フェイスブックに投稿し、広く広報。

④ 「ロータリー奉仕デー」in 宮島をロータリーの

友誌に投稿。

　ホームページやユーチューブ、フェイスブック

の活用については次年度委員会と検討し、しっか

りと引き継ぎをしたいと思います。

　皆さんのご協力に感謝いたします。１年間あり

がとうございました。

　新型コロナウイルス感染拡大により、７月の夜

間例会が中止となったり、例会、IMなどもままな

らぬ期間には、委員会の中でのコミュニケーショ

ンが取りづらいことがありました。

　12月からは、「家族同伴夜間例会」、「52周年記

念夜間例会」、「家族会」と各事業も、会員の皆様

のご協力、ご支援により、無事開催できました。

最後の事業となります「最終夜間例会」まで気を

抜かず、努めてまいります。

　最後になりますが、会長、幹事をはじめ執行部

の皆様方、温かく見守っていただきました会員の

皆様、１年間ありがとうございました。

　ひろしま協創高校インターアクトクラブへの育

成費を例年通り贈呈するとともに、エコバッグの

寄贈及び環境問題に関するアンケートを実施しま

した。「ロータリー奉仕デー」in 宮島では実行委

員会の一員として、西ロータリーの会員とご家族、

インターアクト部員といった多くの参加者ととも

に、ポリオ根絶募金活動や清掃活動ができました。

ご指導ご支援いただいたすべての皆さまに感謝を

申し上げます。

　本年度の事業の目玉として予定された宮島島内

での植樹は叶いませんでしたが、同じ廿日市市内

の公園として宮浜温泉地域グラウンドゴルフ場に

無事準備を進めていた桜たちを植樹することがで

きました。当クラブで植樹された桜たちはこの土

地に根付き、のちの世代に受け継がれると思いま

す。

　その都度ご協力いただきました委員会メンバー、

叶わなかった宮島での奉納植樹でお手伝いくださ

いました会長幹事、副幹事、そしてインターアク

ト委員会 川村委員長にはいつも大きな支えをい

ただきました。

　この１年間、会員みなさまにはお世話になりま

したことに深く御礼申し上げます。

　田島副委員長のサポート、諏訪パストガバナー

の豊富な経験によるアドバイス、古屋委員の愛の

あるご指導と文章作成時の心強いご指導、そして

何よりも荒川理事の包容力と行動力により『ユニ

タールとWaffle ブートキャンプ』事業とクラブ
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委員長に引き継ぎたいと思います。

　メンバーの皆さん、今年もご協力ありがとうご

ざいました。来年も引き続きよろしくお願いいた

します。

　毎年恒例の強調プログラムでは皆様からの多大

なるご協力をいただき、目標金額を大きく上回る

成果を得られました。　

　２つ目は４月３日のロータリー奉仕デーです。

ひろしま協創高校インターアクトクラブの生徒た

ちとともに宮島でポリオ撲滅のための募金活動を

しました。生徒たちの熱心な呼びかけに花見や観

光に来た方々から、トータル95，677円もの寄付金

を集めることができました。生徒たちの可能性を

垣間見たような気がします。

　１年間ありがとうございました。

　あっという間に本年度も終盤を迎えた感覚です。

会員の皆様に、当委員会の企画した卓話プログラ

ムがどのように評価いただけたのか気になるとこ

ろです。

　コロナ禍での外部卓話者の招請には苦心しまし

たが、皆様のご助力により何とか大きなトラブル

もなく退任することができそうです。新しい風と

微笑みを感じていただける例会運営に寄与できた

のかも省察してみようと思っています。

　会員卓話をお引き受けいただいた方や、岡山の

夜間中学校へのお志をいただいた方々をはじめ御

協力をいただいた皆様に、この場をお借りして厚

く御礼申し上げます。

フォーラムを滞りなく進めることができました。

コロナ禍だからこそできたグローバルなWEB研修

とロータリーが目指している女子の識字率向上とい

うところにうまく合致し、国際ロータリーからの原

稿依頼にも対応させていただくことになりました。

　支えてくださいました皆様に感謝申し上げます。

　台南RCとの面談を伴う交流が実施できません

でしたが、台南RCからマンゴーをたくさんいた

だき、そのお礼としてお菓子を返礼するという交

流がありました。また、台南RCから「グローバル

補助金奨学金プログラム」への参加を求められ、

協力金を拠出する予定ですが、送金時期により次

年度への引継事業となります。

　ロータリー奉仕デーの事業については、当日、

委員によるゴミ拾いのお手伝いをさせていただき

ました。

　さらに、国際奉仕部門のフォーラムの手伝いとし

て、テーブル協議の報告を担当しました。支援活動

を行うに当たっての貴重な意見が出されました。

　メンバー及び会員の皆様に感謝申し上げます。

　４月に宮島で行われた「ロータリー奉仕デー」

や国際ロータリー第2710地区の「ロータリー奉仕

デー in MAZDA スタジアム」での奉仕活動にも

参加しました。

　メンバーは松田副委員長と鈴木君の３名で、昨

年に引き続き地区目標を達成することができまし

た。これもひとえにご協力いただいた広島西RC

のメンバーの皆様のおかげと感謝申し上げます。

　本日をもって私は185＄委員長を次年度の松田
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会　長　梶本　政明

幹　事　松岡　輝明
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