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2021年 1月から 2月にかけ、広島県による、「新

型コロナウィルス感染症拡大防止対策」が発表され

ました。 

これに伴い、2021年 1月の第一例会から 2月の

第三例会は、取りやめとなりました。 

 従いまして、この会報（例会他報告書）は、「2021

年１・２月会報（合併号）」として発行させて頂きま

す。 

1月分 会員記念日 

会員誕生日 
河中 清 会員 02日 

河野 隆 会員 02日(古希) 

河野綾子 会員 08日 

松本勝行 会員 26日(喜寿) 

花島 司 会員 27日 

 
配偶者誕生日 

竹村有右 会員 （竹村麻里子様） 02日 

正木英生 会員 （正木キヨミ様） 05日 

真志田正和会員 （真志田恵子様） 10日 

戸田拓夫 会員 （戸田 恵子様） 19日 

河中 清 会員 （河中 千春様） 27日 

 

結婚記念日 
藤原智昭 会員 06日 

有田一郎 会員 21日 

花島 司 会員 27日 

 

入会月 
古江暢敏 会員 平成20年01月11日 

小澤元一 会員 平成23年01月07日 

 

創業記念月 
吉村元亨 会員  昭和23年01月15日 広島県薬業㈱ 

河野綾子 会員  平成26年01月27日 オリーブ㈱ 

 

連続出席 100％ 
古江暢敏 会員 13年間連続100％出席 

藤原智昭 会員 02年間連続 100％出席 

 

2月分 会員記念日 

会員誕生日 
児玉哲也 会員  4日 

吉村元亨 会員 10日 

藤原智昭 会員 14日 

青野大輔 会員 15日 

藤井 巌 会員 17日 

 
結婚記念日 
古江暢敏 会員 ３日 

田中清峰 会員 12日 

木本博之 会員 25日 

 

入会月 
佐々木優子会員 平成 21年２月 13 日 

藤井 巌 会員 平成 25年２月 15 日 

橋沢宏弥 会員 平成 31年２月１日 

 

創業記念月 
門田充慶 会員  昭和 48 年２月１日 メットライフ生命保険㈱ 

木本博之 会員  平成 16 年２月１日 ひろしま交流協同組合 

 

 

会長／平井篤志   副会長／水口弘士    幹事／児玉哲也    副幹事／福山正剛   クラブ会報編集委員長／青野大輔 
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連続出席 100％ 
佐々木優子会員 12年間連続 100％出席 

藤井 巌 会員 08年間連続 100％出席 

橋沢宏弥 会員 02年間連続 100％出席 

 

第 1185回例会 2021年 02月 26日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
お久しぶりです。2021 年最初の例

会となります。 

広島県の第 3 次新型コロナ感染拡

大防止集中対策期間が 2月 21日に終

了したことを受け、理事会で検討し

た結果、本日よりクラブ例会を再開

することといたしました。 

本日は食事なし・卓話なしの短縮

例会とし、ランチボックスをお持ち帰りいただきます。翌週以降

は通常の形式に近づけて例会を行う予定でございます。 

例会が開催できなかった 1 月分・2 月分の会費は、前年度に倣

いまして 3 月分・4月分の会費で調整させていただく予定として

おります。 

私事になりますが、業務の性質上 1 月～3 月が繁忙期で、お客

様以外では家族と事務所のスタッフ以外と話しをする機会があ

りません。それでも時間をやりくりして例会に出席すると気分転

換が図れたのですが、今年は例会がなく、例年より多忙であった

こともありひたすら仕事に追われておりました。そうなるとロー

タリーのことを考えることが少なくなってしまいました。 

 やはりロータリークラブは例会で会員同士顔を合わせてコミ

ュニケーションを図ることが重要であり、例会あってのロータリ

ーであることを再認識しました。 

 

長寿のお祝い 
古希 

 河野 隆 会員（昭和 26 年 01月 02日） 

蛭子宗夫 会員（昭和 26年 12 月 01 日） 

 

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

・ クマヒラさんより”抜粋のつづり” 

・ 2019-20 年度地区活動報告書 

・ ガバナーズレター、ロータリーの友誌 2 月号 

・ 第 7回持ち回り理事会議事録 

・ 3 月プログラム 

・ 休会のご案内 

・ 広島城南 RC例会について 

回答はお帰りの際に受付に提出して下さい。 

（2）ロータリーレート変更のお知らせ 

・ 1 月 1日より、1 ドル 104 円になりました。 

（12月 105 円） 

委員会報告 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 竹岡委員長 

 

ニコニコ箱 
平井篤志会員 

お久しぶりです。例会が再開してうれしいです。 

水口弘士会員 

皆様、お久しぶりです。 

児玉哲也会員 

久しぶりの例会です。週に一度会員さんに会っての雑談、 

やっぱりいいですね。 

福山正剛会員 

大変ご無沙汰いたしております。久しぶりの例会開催うれし

く 

思います。 

髙雄準善会員 

皆様、お久しぶりです。今年もよろしくお願いします。 

吉村元亨会員 

今月誕生日を迎えロートル 66 才。これを記念してルート 66 

の演奏を練習中。 

門田充慶会員 

今年初の例会に出席できてうれしいです。 

ハサン君ようこそいらっしゃいました。 

河中清会員 

コロナのおかげで、会社の接待交際費が激減しましたので出宝 

します。でもやっぱりみんなと飲みたいですね。 

合計 14、000 円 

 

 

愛のコイン箱                  
 

 

2,475 円 

 

 

 


