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RIテーマ：IMAGINE ROTARY

本年度会長テーマ

「イマジン ロータリー」

「原点回帰−親睦と職業奉仕−」

◆ 会長時間 ◆

１年間この風土を守り、関係委員会と協力し「出席

新原会長

して楽しい例会運営」に、努めてまいります。引き
先般のガバナー公式訪問例

続き皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

会並びにフォーラムでは、新
年度が始まって２週間という

会務報告

古本幹事

タイミングでの公式訪問で、

本日例会において前年度収支決算報告並びに

不行き届きもあったかと思い

本年度収支予算報告を行います関係上、７月分会

ますが、石川ガバナーは大変

費請求は本日の発送となります。またボックス

満足されていました。また「さすが広島西RCさ

に事業計画書（これから）を配布しております。

んはきちんとした運営をされている」と、お褒め

中に2021-22年度決算書が挿んでありますので、

の言葉を頂戴しました。これも偏にご協力いただ

ご確認ください。

いた会員の皆さんのおかげであり、心より感謝申

次週28日は夜間例会並びに会員懇親会に変更

し上げます。ありがとうございました。

となっておりますので、お間違えのないようお

新型コロナウイルスの感染者数が急激に増加し

願いします。

ています。第７波という言葉も頻繁に聞くように

2023年度ロータリー国際大会が５月にオース

なってまいりました。先日の理事会で、８月も引

トラリアメルボルンにて開催されます。出・欠

き続き例会欠席時のメーキャップは不要という決

席の名簿を回覧いたしますのでご記入くださ

定をいたしました。

い。

私はクラブの活動を可能な限り早く通常に戻し

余命いくばくもない子供たちに、最後の夢を

たいという思いから、８月は従来のメーキャップ

かなえる団体「メイク・ア・ウィッシュ オブ

を必要とするように戻しても良いと考えておりまし

ジャパン」に皆様の会費より協賛金を提供させ

た。しかし現在の感染状況により、不安に感じて

ていただきました。

いる会員の方もいるでしょうし、また何よりもメー

30周年記念チャリティーイベントのチケットが

キャップ不要となっているにもかかわらず、７月

20枚きておりますので、ご希望の方はお帰り

第１例会の出席者状況が会員81名中76名出席とい

の際にお持ち帰りください。

う非常に高い出席率を目の当たりにして考えを改

例会終了後、３階「カトレア」において第１回

めました。会員の皆さんの高い出席意欲とそのよ

クラブ協議会を開催いたしますので、理事会

うな広島西RCの風土に改めて感服しました。この

役員及び各委員長は出席願います。
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台南RCから安倍 晋三 元首相ご逝去のお悔やみ

委員会報告

のメールが届きました。

プログラム・出席委員会
出 席 報 告 井原君
本

日（７月21日・木曜日）
会員数

85名

出席者

72名

欠席者

13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6月16日・木曜日
出席率

100％

会報雑誌・広報委員会
IT分野や社会問題への意識を喚起するために、
国連ユニタールと一般社団法人Waffleと共同開催
した、女子高校生を対象としたワークショップ
「コーディングブートキャンプ〜SDGsアイデア
を形にする〜」が、マイロータリーの「ロータ
リーボイス」で紹介されました。ぜひご覧になっ
台南RCからのお悔やみメールに対し新原会長

てみてください。

より返信メールをいたしました。

同好会報告
紫友会

松岡
（輝）
世話人

本年度第１回となります、７月例会が９日㈯
に芸南CCにて開催されました。蒸し暑さの残る
曇り空から、急に大雨が、と思った途端にカン
カン照りになるという難しいコンディションの
中、見事栄えある第１回優勝を勝ち取られたの
は、OUT39 IN37 グロス76 NET64.3とい
う素晴らしいラウンドをされた鈴木君です。２
位はグロス84 NET66と好スコアの北村君、３
位はグロス81 NET66.6と「まだまだ若い者の
好きにはさせん！」と奮闘された田中君がシニ
ア優勝とともに入賞されました。なおブービーに
ついても、熾烈な争いの結果、隅田君が獲得さ
れております。
また、同時に開催された取り切り戦優勝は北村
君が昨年度の年間チャンピオンに輝かれました。

卓話予告
日時

おめでとうございます！
テ

ー

第２回例会は８月13日㈯に芸南CCにて開催

マ

されます。皆様奮ってのご参加お待ちしており

8/4㈭ 新年度委員長就任挨拶

ます。
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私は、昭和36年に庄原市で生まれましたが、物

会員記念日
祝 連続出席100％（ 15名 ）

心ついた時には、吉島に住んでいました。その後、
旧高陽町へ転居しましたが、舟入高校から京都の

諏訪（昭登）
君（50年）

森𦚰君（31年）

立命館大学へ進学し、特段これといった就職情報

斉藤君（26年）

児玉君（24年）

も何の伝手もないまま、Uターン希望で縁あって

諏訪
（昭浩）
君（18年）

荒川君（14年）

広島信用金庫に就職しました。以来38年間勤務い

上野（純）
君（14年）

大植君（11年）

たしましたが、令和３年６月に常勤理事を退任し、

𠮷田（大）
君
（09年）

隅田君（07年）

ひろしんビジネスサービス㈱に入社、現職に就い

山縣君（07年）

宍戸君（07年）

ております。

南條君（07年）

西原君（07年）

中川君（03年）

弊社は、広島信用金庫の現金の集配やATMの保
守管理、本支店間のメールの仕分けと集配、印刷
業務や支店事務の集中処理業務など金融機関の付

連続出席記念品贈呈

帯業務と県内農業の育成を目的とした投資ファン
・ ・

ドの運営管理を行っています。このたび、５年８ヶ
月お世話になり退会させていただきました吉井の
後任となりますので、よろしくお願いいたします。
プライベートでは、旧高陽町で妻と長女の３人
暮らしで、長男は結婚して勤務先に近い安芸郡府
中町に住んでおり、４歳の孫が１人います。今年

50年

諏訪

昭登 君

の11月には２人目の孫が誕生予定です。
趣味は、体を動かすことで、日々平均１万歩を

ご結婚記念日おめでとうございます。
（１名）

心がけ、最近は週に２回程度ジムに通いながら筋
・ ・

トレを行い「貯金」ならぬ「貯筋」に勤しんでい

隅田君

ます。
今回、広島西RC入会にあたって、新原会長様

新会員紹介

から「ぜひ楽しんでください。」という温かいアド
バイスをいただきました。まずはロータリークラ

やすはら

○安原

ともき

推

智樹
薦

者

君

推薦同意者

新原

靖君

森信秀樹君

生年月日

1961年２月21日

勤 務 先

ひろしんビジネスサービス株式会社

役 職 名

代表取締役社長

学

立命館大学

歴

ブの奉仕の理念をよく理解することから始めさせ
ていただき、少しずつ皆様方との親睦を深めなが
ら実践に結び付け、自らも成長していけるように
日々精進してまいる所存でございます。
諸先輩方におかれましては、何卒ご指導、ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げます。
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ど い

○土井

たかし

推

隆史
薦

君

者

鈴木義尚君

推薦同意者

柳原邦典君

生年月日

1973年５月23日

勤 務 先

広島資材株式会社

役 職 名

代表取締役

学

広島経済大学

歴

たかしま

かずよし

○髙島

一義

推

薦

者

推薦同意者

私は神奈川県に生まれ、父の仕事の関係により
幼い頃より広島市に移り住みました。

君
新原

靖君

梶本政明君

生年月日

1962年７月９日

勤 務 先

株式会社大栄クリーナー

役 職 名

代表取締役社長

学

名古屋商科大学

歴

広島の大学を卒業し、化学メーカーで営業とし
て数年勤務した後、鈴木君と同じ保険会社に転
職し10年近く同僚として勤務しておりました。
37歳の時、妻の実家である広島資材株式会社に入
社し、現在、２代目の代表として会社を継承して
おります。
弊社は廿日市市木材港にて土木資材販売（砂、
砕石、合材など）、ダンプ運送事業を営んでおり
ます。土木資材は主に生コン、アスファルトプラ
ント、ゴルフ場などに砂の販売をしており、ダン
プ運送事業を含め、トンネル、道路、橋梁などさ

先日のオリエンテーション及びフォーラムにお
いては、あらためてロータリークラブの目的、理
念を伝えられ、ロータリアンとして社会貢献に
取り組む姿勢を認識することができました。

まざまなインフラ整備事業に携わっております。

今年還暦を迎え、新たなステージに飛び込むに

今後も「事業を通じて、顧客に『誠実』に信頼さ

あたり不安な気持ちでいっぱいですが、会員の皆

れる存在を目指し、社員が互いに尊敬し合い『和』

様とともに精一杯奉仕活動に励みますので、ご指

を持って行動し、われわれに関わる全ての人に『感

導のほどよろしくお願いします。

謝』の気持ちを持って、社会に貢献していく」と

私生活では妻と二人で佐伯区に暮らしておりま

いう理念のもと日々、努力してまいりたいと思い

す。長男は弊社の営業マンとして、次男は西区で

ます。

会社経営者として、長女は弊社グループ会社の東

私自身、現在49歳で妻と中学生の２人の子供と

京営業所に勤務しております。

４人家族です。広島西RCでは皆様のお役に立て

休日は母校（崇徳高校のラグビー部）の応援や二

るよう自己研鑚し、精進していく所存でございま

人の孫の子守に奮闘中です。
青年会議所も20年前に卒業し多少時間のブラン

す。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたし
ます。

クがありますが、先ずは皆様と積極的に懇親を深
めていきたいと思いますので宜しくお願いいたし
ます。
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スマッチング、昨今はやりの健康経営のサポート
といったところです。このようなところも得意分
野です。
入会にあたり、まずはロータリークラブの精神
をしっかり学び、皆様方のご指導を仰ぎながら行
動に移していきたいと存じます。不慣れなところ
が多々あるかと思いますが、ご指導ご鞭撻の程宜
しくお願いいたします。

やまなか

のぶゆき

○山中

信孝

推

薦

君

者

川西祐二君

推薦同意者

森信秀樹君

生年月日

1966年６月11日

勤 務 先

住友生命保険相互会社

役 職 名

中国四国総合法人部長

学

慶應義塾大学

歴

スマイルボックス

S A A 柴田委員長

長谷川（行）君（自主申告・大枚）
７月14日号の広島経済レポートに弊社のこと
が掲載されました。『㈱ナガ・ツキは７月６日、
市立吉島中学校にアイパッド、キーボード各５
台、ノートパソコン、パソコンマウス、外付け
私は栃木県日光市で生まれ、高校までは栃木県

DVDドライブ各１台総額38万6，
065円分を寄

で過ごし、東京の大学に進学し東京でそのまま就

贈した。４日には豊平工場近くの吉坂保育園

職しました。東京で就職しましたといっても全国

に空気清浄機を贈った。22年度は合計12の教

転勤で、ほぼ３年で異動しております。10回ほど

育・保育機関に物品を寄贈した。』大枚出宝い

の転勤になりますが、2022年４月にご縁があり

たします。

広島に赴任し、入会することとなりました。現在

紫友会

は単身赴任で銀山町に住んでおり、両親は日光、

紫友会７月例会の結果から。

妻子は埼玉県の浦和に住んでおります。若い頃に

優勝の鈴木君はダブルで、準優勝の北村君は

は商工会議所の青年部、青年会議所（JC）の経験

取り切り戦の優勝と合わせてトリプル、３位の

がありますが、ロータリークラブの経験はありま

田中君はシニア優勝と合わせてダブルのご出宝

せん。

をお願いします。

弊社はさまざまな種類の生命保険を販売してお

ブービー賞の隅田君もご出宝をお願いします。

りますが、私は法人様向けの商品の販売が中心で

新会員の安原君、髙島君、土井（隆）君、山中

す。退職金制度のための企業年金、福利厚生制度

君、推薦者の新原会長、鈴木君、川西君

としての三大疾病団体保険、そして損害保険も取

安原君と髙島君両名の推薦者の新原会長、土

り扱っております。前の所属では法人様向けのサー

井（隆）君と推薦者の鈴木君、山中君と推薦者の

ビスを行う部署の所属長をしていました。例えば

川西君、皆さんそれぞれにご出宝をお願いしま

セカンドライフセミナー・健康増進セミナーといっ

す。２名推薦の新原会長はダブルのご出宝を

た、従業員様向けのセミナー実施、BtoBのビジネ

お願いします。
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広島西RCの皆様、新会員の方々の初めての

本年度予算報告

ご出宝です。盛大な拍手をもって歓迎の意を表
したいと思います。

会計委員会

武田君（自主申告）

大 植 委 員 長

弊社は、東広島の「イーストヒルズ西条」と
いう計144区画の住宅団地を、土地区画整理事
業にて施行中です。場所は、西条農業高校の近
くです。地権者から農地売却したいとの要望を

ＲＩテーマ紹介

受け、以降は区画整理組合準備会を発足させ、

ロータリー情報委員会

原

各種許認可取得を当社にて行いました。住宅団

委 員 長

地は全てハウスメーカー16社へあっせんし、

RI会長テーマについて

弊社が設計・工事・組合運営を一括請負うとい

ロータリー情報委員会からRI会長テーマについ

うスキームとなっています。住宅の建築が2022
年11月から、住宅展示会は2023年GWを予定
しています。

てお話いたします。まずはジェニファー・ジョー
ンズRI会長から本年２月18日に発表された際の動
画をご覧ください。

松田君（自主申告）

〜 動画視聴

約15分 〜

広島弁護士会では、７月22日に弁護士と税理

いかがだったでしょう。ジョンレノンのイマジ

士がタッグを組んで、対談形式で事業承継の

ンを想像された方もいらっしゃるでしょう。それ

コツを伝授する相談会を実施します。

はベトナム戦争への反戦の歌ですが、RI会長テー

また、広島メープル法律事務所恒例の勉強会
を８月８日に実施する予定です。テーマは「パ
ワハラ防止対策の法制化と最新の法改正」で
す。WEBでの出席も受け付けております。
詳細は本日ボックスに配布したチラシのとお
りですので、ぜひご出席ください。

マ発表がロシアのウクライナ侵攻開始と重なった
のは何かの偶然だったのかもしれません。
この「イマジン

ロータリー」には例年のよう

な日本語に訳した言葉はありません。
今年度のRI会長テーマ「イマジン ロータリー」
は「素晴らしい世界を想像してみましょう。そし
て、その描いた夢を実現していく責務がロータリー
にはあります」ということです。
ロータリーの７つの重点分野【 ①平和構築と紛
争予防

前年度決算報告

子の健康

②疾病の予防と治療

③水と衛生

⑤基本的教育と識字率向上

④母

⑥地域社

会の経済発展 ⑦環境 】について「私たちは世界

前年度会計委員会

石 山 委 員 長

で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能
な良い変化を生むために人びとが手を取り合って行
動する世界を目指しましょう」というロータリー
のビジョン声明が唱える夢を実現するために、４

監 査 報 告
監査人

つの優先事項【 ①より大きなインパクトをもたら
す ②参加者の基盤を広げる

木 村 監 査 人

③参加者の積極的

なかかわりを促す ④適応力を高める 】を念頭に
行動計画を実施し、RI会長テーマを実現していき
ましょう。
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 新原
靖
幹 事 古本 竜一

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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