
　 RI第2710地区 石川ガバナーより、青森県大雨

　 災害に対する、おひとり1，000円の支援金のお

　 願いがきております。

　 ９月の理事会にて審議−承認させていただきま

　 した。皆様の10月会費より1，000円集めさせ

　 ていただきます。

　 ご協力、ご理解の程よろしくお願いいたしま

　 す。

　日時　2022年９月１日㈭　例会終了後〜

　場所　ANAクラウンプラザホテル広島４階

　　　　「カメリア」

　　　　　　　　　　９月は「基本的教育と識字

　　　　　　　　　率向上月間」となっています。

　　　　　　　　　読み書きできない15歳以上の

　　　　　　　　　人の数は、世界に約７億7，500

　　　　　　　　　万人。学校に通っていない子

　　　　　　　　　供は世界に6，700万人いると

言われています。地域社会が学校を支え、教育に

おける性差別を減らし、成人の識字率を高められ

るよう支援することがRIの目標となっています。

　古い話になりますが、2007年に当時の新世代・

インターアクト委員長だった森信会員とともに担

当理事として、バングラデシュのプレスクール「ス

ズガミネ校」に、支援物資を届ける当時の鈴峯高

校の生徒たちとともに訪問しました。ヒ素濃度の

高い土壌での飲料水の確保の問題や、貧困の中で

も活力ある人々の生活などを現地で目の当たりに

しました。そこで知った最も衝撃的な事実は、学

校へ行けない子供たちは家計を支える収入を、女

子は売春婦として、男子はラクダレースのジョッ

キーとして、ドバイやサウジアラビアなどの中東

諸国へ売られていくということで得ているという

ことでした。

　教育の重要な役割は、子供たちの将来の選択肢

を増やし、職業選択の自由を与えることだと思い

ます。スズガミネ校への支援は、バングラデシュ

の国内情勢の悪化などにより停滞してしまってい

ますが、世界の子供たちのためにできることを見

つけ、何かしてあげたいと思う今日この頃です。
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◆  会 長 時 間  ◆ 新原会長
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本年度会長テーマ

No.
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Club of Hiroshima West

「基本的教育と識字率向上月間」「ロータリーの友月間」

ロータリー財団「マルチプル・ポール・ハ
リス・フェロー襟ピン」の伝達

米山記念奨学会　米山功労者感謝状の伝達

第３回 中村　哲朗  君

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

第５回　児玉　裕志 君

古本幹事会務報告

第３回理事会議事録



　 大地君（自主申告・ダブル）

　 　ホテル６階に８月２日からオープンしたジ

　 ム「エニタイムフィットネス」のご案内をBOX

　 に入れさせていただきました。

　 　エニタイムフィットネスは、個人会員の他、

　 法人様の福利厚生充実の一つとして、ご提案

　 させていただいております。１日無料利用券を

　 付けておりますので、是非お試しくださいませ。

　 柴田君（自主申告・トリプル）

　 　台南RCへの１週間のホームステイや家族会

　 等、広島西RCの行事に色々と参加させてもらっ

　 ていた、次男の聡司が４月から弊社へ戻って

　 きております。早く仕事を覚え、会社の渦の中

　 心になって頑張ってくれることを期待してい

　 ます。

　 　また本日は、例会のゲストとして、弊社の取

　 引先である、㈱センゴク木材の千代山社長にお

　 越しいただきました。感謝の気持ちを込めま

　 して、トリプルを出宝させていただきます。

　審議事項

　① 第２回理事会議事録の承認について　承認。

　② ８月25日 会員組織委員会強調プログラム

　　 報告　

　　 討論結果の会報掲載を含め、承認。

　③ 11月卓話プログラムについて　承認。

　④ 11月10日 ロータリー財団強調プログラムに

　　 ついて　承認。

　⑤ 10月27日 職場訪問例会について　承認。

　⑥ ひろしま協創高校IAC結成50周年記念式典

　　 並びに記念植樹について

　　 記念講演会が記念植樹へ計画変更されたこと

　　 に伴い、継続審議とする。

　⑦ 台南RCとの姉妹クラブ再締結について　承認。

　⑧ RLI研修・DL（ディスカッションリーダー）

　　 について　承認。

　⑨ 広島国際映画祭2022の後援について　承認。

　⑩ 次年度理事役員選挙要領に基づく指名委員の

　　 選定依頼について　承認。

　⑪ 新型コロナウイルス感染症への対応につい

　　 て（10月メークアップ）

　　 新原会長より概況が説明され、不要として

　　 承認された。

　⑫ 青森県大雨災害に対する支援金について

　　 会員１名あたり1，000円を負担することで、

　　 承認。

　　ロータリーの友誌紹介

　　家族会（９月19日）のチケット配布について
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本　日（９月８日・木曜日）

　会員数　86名　　出席者　69名

　欠席者　17名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 1名

　　　　　　　　　　 計　　70名

　4週前の例会2022年8月4日・木曜日

　　　　　出席率　100％

井原君出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告

会員記念日

山木君（42年）　　　部谷君（06年）

井原君（05年）　　　上野（彰）君（04年）

小宇羅君（03年）

連続出席100％（ ５名 ）祝祝

笹野君　　　　　武田君　　　松田君

高島君　　　　　大谷君　　　八條君　

長谷川（行）君　　大植君

ご結婚記念日おめでとうございます。

（８名）

５年　井原　俊彦 君

連続出席記念品贈呈

スマイルボックス S A A  柴田委員長

日 時 テ　　ー　　マ

9/22㈭
「企業における【SNS】の重要性と
　活用の戦略について」
　　かんこう舎　プランナー  川西 紀子 さん

卓話予告

親睦活動委員会　　　平原委員長

会報雑誌・広報委員会　　　三浦君
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 ウォーキング・筋トレ・休日の昼飲み 

   

   

   

   

   

   

  

 

総務部 
Ｒ４．４．１現在      

10名 

総務全般 印刷・製本 役員車両 
送迎 

業務1部 業務2部 廿日市 
営業所 北営業所 投資事業部 受託業務

開発部 
事務集中
部門 

33名 17名 12名 10名 1名 2名 43名 

現金清算 文書仕分
けと集配 現金清算 現金清算 投資運営 

管理業務 
課題解決
サポート 

支店事務 
後方支援 

日銀窓口 現金の集
配金 

文書仕分
けと集配 

ＡＴＭ保守
管理 

コンサル
ティング業 

ＡＴＭ保守 
管理 

ＡＴＭ保守 
管理 

信用金庫の紹介

　　　　安 原  智 樹 君

新会員卓話新会員卓話
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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

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

広島西ＲＣ 検索

会社紹介

　　　　土 井  隆 史 君
我々は事業を通じて、顧客に『誠実』に信頼される存在を目指し、

　  社員の幸せを第一に考え、互いに『和』をもって行動し、

　  我々に関わる全ての人に『感謝』の気持ちを持って、

　　　　　　　　　　　　　   社会に貢献していく


