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第 1163回例会 2020年 07月 03日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
新年度となりました。1 年間よろ

しくお願いします。 

例会場が水輝に戻りましたが、机

の配置がスクール形式のためかセ

ミナー講師をしているみたいです。 

新年度になり、前面のバナー（RI

テーマ・ロゴ）が新しくなりました。

2020-21 年度 RI テーマ 「ロータリ

ーは機会の扉を開く」。次々週の卓話で会長方針と併せて説明し

ます。 

本日はこの時間で連続出席者と前年度のホームクラブ例会

100%出席の表彰を行います。また、前年度四役に退任記念品の贈

呈をいたします。 

 

記念日（会員誕生日） 
戸田拓夫 会員 07日  高藤孝一 会員 08日 

髙雄準善 会員 28日  福山正剛 会員 31日 

 
連続出席100％ 
河野隆 会員 25年間連続100％出席 

 

 

 

前年度ホームクラブ100％出席 
河中清会員 0正木英生会員 0松本勝行会員 

 

前年度四役記念品贈呈 

 

幹事会務報告 
1．ロータリーレート変更のお知らせ 

・7月 1 日より１ドル 107 円に変更となりました。 

2．ボックス配布物  

・2020-21年度会員証…前年度の物は破棄して下さい。 

・2020-21年度ガバナーズレター・ロータリーの友誌 ７月号 

・2019-20年度臨時理事会議事録 

3．お知らせ 

・７月分会費については、本日、例会後に開催される、 

理事会で予算承認を得た後、発送する予定です。 

・例会終了後、定例理事会が４Ｆ「渚」にて開催されますの 

で、関係者の方はご出席をお願いします。 

 

委員会・同好会報告 
(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 竹岡委員長 

(2) 広報・ロータリーの友誌委員会 二上委員長 

(3) バーディー会 門田会員 

 

 

 

 

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 

例会場／シェラトングランドホテル広島 広島市東区若草 12-1  例会日／金曜日    事務局／リーガロイヤルホテル広島 13F 
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ニコニコ箱 
広島中央ＲＣ 鳥井均城会員 

平井会長・児玉幹事、1年間がんばって下さい！ 

平井篤志会員 

1 年間よろしくお願いします。ニコニコの出宝は「細く長 

く」を基本にします。 

児玉哲也会員 

新年度の始まりです。今年 1年よろしくお願いします。 

水口弘士会員 

一年間、どうぞよろしくお願い致します。 

髙雄準善会員 

新年度が始まりました。平井会長・児玉幹事、宜しくお願い 

します。 

本日、理事役員のあいさつをさせて頂きます。 

古江暢敏会員 

平井会長、児玉幹事、会員の皆様、今年 1年よろしくお願い 

します。 

高藤孝一会員 

今年度クラブ広報委員会理事として、本日就任挨拶させて 

もらいます。 

門田充慶会員 

いよいよ平井年度が始まりました。児玉幹事の名司会ぶりも 

楽しみです。1 年間よろしくお願いします。 

福山正剛会員 

今年度副幹事を務めさせていただきます。児玉幹事の後ろで 

勉強させていただきながら、しっかりサポートしていきたい 

と思います。 

蛭子宗夫会員 

昨年、西広島カントリーで県シニア・ミッドシニアの予選が 

行われました。正木先生の点滴で無事通過しました。ありが 

とうございました。 

新年度、頑張って下さい。 

戸田拓夫会員 

平井年度のスタートおめでとうございます。 

二上真也会員 

新年度一年間よろしく御願いします。平井会長、児玉幹事、 

よろしく御願いします。 

藤井巌会員 

今年度 SAA 長をつとめさせていただきます。平井会長、 

児玉幹事、1 年間宜しく御願いします。 

計 21,000 円 

 

 

 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～新年度 理事・役員就任挨拶～ 
平井篤志 会長 

6 月 25 日号の広島経済レポートに

在広ロータリークラブの新年度役員

が掲載されました。そのせいか知人・

取引先から声をかけられたり、時折ダ

イレクトメールが来ます。蛭子年度で

幹事を務めた時はシュプールなどか

らネクタイなど頂戴しましたが今回はどこからも何もありませ

ん。わずか数年前のことですが、時代の変遷を感じております。 

 

髙雄準善 直前会長 

歴代の直前会長を見習って、「ゲストテ

ーブルに座って、ゲストやご来客の方々

を接待する。夜間例会などで、直前会長

としての挨拶依頼があれば手短に挨拶を

する。理事会に出席し、クラブ運営が円

滑に進むよう微力ながら協力をする。」

を、今年度平井会長方針に基づき、務め

させて頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。 

 

古江暢敏 会長エレクト 

平井年度にて、しっかりと勉強させて

頂き次年度に活かして参る所存ですので､

宜しくお願い申し上げます｡ 

 

 

 

 

水口弘士 副会長 

副会長として、平井年度を支え広島

城南 RC の更なる発展に貢献したいと存

じます。一年間宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

児玉哲也 幹事 

本年度、平井会長のもと、幹事を拝

命いたしました。会長方針に従い精一

杯務めて行きたいと思います。至らな

い点も多々あるかと思いますが、ご指

導ご協力いただきますようよろしくお

願いいたします。 
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福山正剛 副幹事 

副幹事として平井会長､児玉幹事をし

っかりとサポートし､広島城南 RCが益々

活発なクラブとなるよう尽力したいと存

じます。一年間宜しくご指導・ご協力の

程、お願い申し上げます。 

 

 

山内将 クラブ運営委員会 理事 

平井会長の会長方針に沿い、ロータリー情報委員会の吉村委

員長とプログラム出席委員会の竹岡委員長と親睦活動委員会の

田中地委員長を始めとする各委員長の協力のもと､城南ロータリ

ークラブの会員全員の意識と知識向上を推進して会員の皆様に

楽しんでもらえるプログラムを計画し、会員同士の交流を深め

たい考えです。会員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

花島司 奉仕プロジェクト委員会 理事 

前年度は青少年事業をメインに活動

をしてきましたが、今年度は 4 つの委

員会のサポート役として活動致しま

す。非常に荷が重く身の引き締まる思

いではございますが城南 RC や委員会の

為にも出来る限り頑張って参ります。 

 

高藤孝一 クラブ広報委員会 理事 

ロータリーに入会して 5 年目に入る今

期に、クラブ理事という役割をいただき

ましたことは大変うれしく思います。広

報委員会には、「広報・ロータリーの友

誌委員会」、「クラブ会報編集委員会」の

二つの委員会があります。クラブ広報委

員会の役割は、ロータリーに関する情報

を一般の人々に伝え、クラブの奉仕活動を広報するための計画

を立案、実行することです。直近年度でも、クラブ会報編集委

員会に所属しておりました。クラブの活動を記録に残してきた

経験を生かし、ロータリー活動を広く広報活動できるように考

えて行動していきます。この一年も宜しくお願いします。 

 

門田充慶 財団関連委員会 理事 

平井会長の方針に従い､各財団委員会

が活発な活動をし、より良い成果が上

げられるよう尽力したいと存じます。

皆様方のご支援・ご協力をお願いいた

します。 

 

 

 

藤井巌 SAA  

今年度会長方針、『ロータリーとクラブ

の未来をみんなで考え語り合おう』に沿

うように ＳＡＡとしてもより一層の会

場維持、例会進行に SAA 一体となり務

め、全会員のご協力のもと より良い例

会創りに努めて参りたいと思いますので

皆様ご協力よろしくお願いいたします。 

 

真志田正和 会計理事 

2020-2021年度の会計を担当させて頂

きます。創立以来二度目の委員長をいた

しますが、近年の予算案は会員数も減り

厳しくなっております。 

見直しをお願い致しまして大分、節約

していただきましたが、いろいろな活動

予定があり、なかなかむずかしいようで、今年度のような予算と

なっております。 

この間、お話ししたように沢山お金をかけるだけが 、奉仕活

動ではないと思います。この様子で推移していけば五年位で設立

時と同じようになり、何か特別なことが起きれば、別途徴収又は

会費の値上げとなるでしょう。会員も減ってきているのだから、

それ相応の奉仕活動を考えていかなければと思います。当クラブ

は設立以来、年度ごとの収支を重要視して参りました。 

私も創立の時は、まだ若かったですが 25 年を過ぎると後何年

間、元気で例会に出席出来るかなと思うようになり、25 周年例

会でお話ししたようにこのクラブの将来を、古江さん、水口さん、

木本さん、補佐役の福山さん、ご意見番で田上さん、その取りま

とめを田中さん、前回、若手三人の木本さんを話すのを忘れてい

ました。すみません、期待しております。 

我々、チャーターメンバーは私と同じように期待していると思

います。将来、不変に継続していける確りとしたクラブであつて

欲しいと思います。他の若い会員の方もこれからロータリーの勉

強をされクラブの核になって頂きたいと思います。宜しくお願い

します。 

 

第 1164回例会 2020年 07月 10日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
 結婚記念月の田上さん、竹村さ

ん、おめでとうございます。 

先ほど、職業奉仕プロジェクト

チームの竹村さんが四つのテス

トを唱和しました。今までは第二

例会でロータリアンの行動規範

を唱和し、四つのテストは第四例

会で唱和しておりました。我々ロ

ータリアンにとって四つのテストはとても重要なものです。生活
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や仕事の場面で常に意識すべきものであり、倫理的指針でもあり

ます。本年度は例会日程の都合上、年の半分近く第四例会は開催

されません。そこで、第二例会に四つのテストを唱和するよう私

からお願いしました。職業奉仕プロジェクトの皆さん、1 年間よ

ろしくお願いします。 

さて、熊本をはじめ全国のあちこちで豪雨災害による大きな被

害が発生しております。2年前の西日本豪雨の記憶が薄れないう

ちの災害で胸が痛みます。お亡くなりになられた方、被災された

方にお悔やみとお見舞いを申し上げます。脇ガバナーからクラブ

に義援金の依頼が来ました。理事会にお諮りした上で対応いたし

ますのでよろしくお願いします。 

 

結婚記念月 
田上剛 会員 07日  竹村有右 会員 11日 

 

幹事会務報告 
1．ボックス配布物 

・第１回理事会議事録 

・理事役員委員会構成、緊急連絡網 

・休会のご案内 

・ガバナー公式訪問に際してのご案内 

クラブアッセンブリー ８月７日（金）13:40～15:10 

ガバナー公式訪問 ８月21日（金） 

＊出席義務者…理事役員・委員長・入会３年未満会員 

＊回答用紙は、お帰りの際に提出をお願いします。 

・ロータリー入門書（希望者のみ） 

2．お知らせ 

・例会終了後、臨時理事会が例会場にて開催されますので、 

関係者の方はご出席をお願いします。 

 

委員会報告、他 

(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 

ブルブルフットネスマシンを買いました。夜中に落語を聞き 

ながら乗っています。 

古江暢敏会員 

皆様こんにちは。私は今日もバリバリ元気です！ 

雨に負けず頑張りましょう。災害のあった地域の一日も早い 

復旧を祈っています。 

高藤孝一会員 

今夜も大雨です。気を付けましょう。 

門田充慶会員 

藤井 SAA長がニコニコ箱を持って前を通してくれないので 

喜んで出宝します。 

 

福山正剛会員 

豪雨災害のあった地域の一日も早い復旧を祈ります。 

広島でも雨が多いので注意したいです。 

松本勝行会員 

本日は職業分類、会員選考委員長就任挨拶させて頂きます。 

九州豪雨被災者にお見舞い申し上げます。 

大畑哲也会員 

先週休んでしまいました。平井年度ガンバリましょう。 

戸田拓夫会員 

 マスクを忘れました。木本さんが面白かったので出宝します。 

山本博之会員 

コロナ対策で冷凍車を購入しました。お弁当をデリバリー 

出来ます。10名からとなります。宜しくお願い致します。 

青野大輔会員 

本日あいさつをさせて頂きます。今年度１年間よろしくお願い 

いたします。 

二上真也会員 

本日、委員長就任あいさつさせていただきますのでよろしく 

御願いします。 

藤井巌会員 

先日ゴルフのスコアで記録をつくりましたので出宝します。 

鷹の巣 17 番パー4で OB5 発の 6（ダボ）で 16打でした。 

（チーン） 

橋沢宏弥会員 

SAAとして出宝の文章は正しく正確に読む事を心がけます。 

一年間宜しくお願い致します。 

計 18,000 円 

 

愛のコイン箱                  
 

3,485 円 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 委員長就任あいさつ ～ 
職業分類・会員選考委員会 松本勝行委員長 

この役は３年委員会で前々年度会長が

務めることになっています。ご存知のよ

うに国際ロータリーは３年毎に規定審

議会を昨年シカゴで開催、47件が採択さ

れました。その中に職業分類制限の廃止

が採択されました。専門職種を排して単

に職業とした為、極端に言えばアルバイトとかパートタイマーで

も入会が可能になる訳ですが、2710 地区で即取り入れる訳では

無いので、何年か掛けて運用されることになると思われます。社

会情勢は大きく変革しています。優秀な会員を増強する為、平井
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会長の方針を基に、全ての会員から情報を頂き、入会対象者を推

薦し、選考に協力し活動して行きます。皆様会員増強に関心を持

ち１人でも多く会員増強を勧めて行きましょう。 

 

会員増強・維持委員会 大畑哲也委員長 

昨年度終盤に退会者が数名出ました。

色々な事情や経緯はあると思います。特に

この度は新型コロナウイルスで仕事や普

段の生活にも影響が出ています。人に会

う、声を掛ける、集まる事が大変難しい時

です。会員皆様からの情報や、ご協力無し

では決して会員増強も維持も出来ません。皆様のご協力をお願い

致します。 

 

広報・ロータリーの友誌委員会 二上真也委員長 

会長方針に沿って一年を通して｢ロー

タリーの友｣誌の内容を抜粋し、分かりや

すく紹介できるよう、また委員会内でも

｢ロータリーの友｣誌の活用の認識を深め

ていきたいと思います。一年間宜しくお

願いします。 

 

ロータリー情報委員会 吉村元亨委員長 

今年度も例年通り、ロータリーに関する様々な情報提供を行い、

ロータリアンのあるべき姿を共有していこうと思いますが、さら

に提供した情報をもとに、ワークショップの形で、理解を深める

試みをしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

プログラム・出席委員会 竹岡龍太郎委員長 

今年度、プログラム出席委員会の委員

長を拝命しました。会長方針にしたが

い、会員相互が親睦をはかり、お互いを

より深く理解できる場としての例会と

なるよう心掛け、ロータリアンの義務で

ある出席の重要性について周知をはか

り、高い出席率が引き続き維持できるよう取り組んでいきたいと

思います。 

当面，プログラムは会員卓話で構成することになりますが，皆

様には会員卓話のお引き受けと，来賓卓話が解禁された後は，卓

話者のご紹介のご協力をお願いいたします。 

委員は，他に松田先生，木本さんで臨みます。一年間，よろし

くお願いいたします。 

 

親睦活動委員会 田中地宏保委員長 

 本年度、親睦委員長を務めさせて頂きます田中地です。親睦活

動においても本年度は、コロナの流行の見通しもままならない上、

会員数の減少とこの数年の中でもかなり厳しい中での活動とな

ると思います。(すでに 9 月の３RC 合同

夜間例会も中止が決定しています)しか

しこうなってしまったものは仕方ない

ので、現実として受け止めた上、こう言

う状況の時こその親睦活動と開き直っ

て、いかに親睦活動を推進して行くのか

を柔軟な発想を持って提案、実行出来たらと思います。城南 RC

の皆様には色々と相談、協力をして頂くことも多々あると思いま

すが 1 年間よろしくお願いします。 

 

職業奉仕プロジェクトチーム 竹村 有右委員長 

ロータリークラブに入会させていただ

き３年目となります今期に、委員長という

大役を仰せつかり、嬉しい反面、責任の重

大さに身の引き締まる思いです。経験不足

を一生懸命で補い、この一年、職業奉仕プ

ロジェクトチームの活動を精一杯取り組

む所存でございます。至らない点も多々あるかと存じますが、ご

指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

社会奉仕プロジェクトチーム 加島文斎委員長 

  年次計画に記した内容を、着実に実行

し成果を上げる所存です｡会員の皆様､

ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

青少年奉仕プロジェクトチーム 藤原智昭委員長 

今年は中高生対象とした職業体験学習なるものを軸にイベン

トを計画しております。一生懸命頑張りますのでご協力のほどよ

ろしくお願いします。 

 

国際奉仕プロジェクトチーム 松苗弥生委員長 

年次計画に記した内容を、着実に実行し成果を上げる所存です｡

会員の皆様､ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

ロータリー財団委員会 河野綾子委員長 

活動内容を会員の皆様へわかりやすく

ご報告出来る様に努めたいと思います。

一人当たりポリオプラス35ドル以上と年

次寄付 150ドル以上の目標達成のために、

第３例会時の 100 万ドルの食事と半期毎

に 40ドルの寄付、11 月のロータリー財団

月間に 100 ドルクラブへの参加をお願いしていきますので会員

の皆様ご協力よろしくお願いいたします。８月以降に、前年度の

地区補助金活動事業の広島修道院への防球ネットの寄贈の計画
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を実行していきます。次年度の地区補助金事業も早めに取り組ん

でいきますので、財団関連委員会理事の門田さん、同委員会の河

野さん、戸田さん、吉村さんのお力を頂き目標を達成できるよう

に頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

米山奨学委員会 小澤元一委員長 

年次計画に記した内容を、着実に実行

し成果を上げる所存です｡会員の皆様､

ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

クラブ会報編集委員会 青野大輔委員長 

この度、竹岡前委員長の後任としてク

ラブ会報編集委員長を拝命しました。城

南ロータリークラブ内外の方々に向け

て活動内容が効果的に広報できるよう、

会報誌・ウェブサイトの整備に尽力して

まいります。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 

 

第 1165回例会 2020年 07月 1７日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
ハサン君、ようこそいらっしゃいました。ゆっくりしてくださ

い。吉村さん、藤原さん、田中地さん、奥様のお誕生日おめでと

うございます。 

本日の配布資料に会員手帳が入っております。会員手帳や事業

計画の表紙・出席カードの色はその時の会長が決めることになり

ます。私の好きな J1 サンフレッチェ広島のチームカラーのバイ

オレット（青紫）を希望しましたが、同じ色がなく、紺や赤紫に

なってしまいました。 

本日は卓話時間で会長方針についてお話します。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
吉村元亨  会員（吉村さゆり）  15日 

藤原智昭  会員（藤原しおり）  16日 

田中地宏保 会員（田中地みどり） 26日 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・2020-2021年度会員手帳 

・臨時理事会議事録 

２．お知らせ  

・次週24日は祝日のため例会はございません。次回の例会は 

31日になりますのでお間違えのないようお願い致します。 

委員会報告、他 

(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 

ハサン君こんにちは。 

本日は卓話をします。一席おつきあいください。 

児玉哲也会員 

ハサン君ようこそ。ガンバってね！！ 

福山正剛会員 

久しぶりの晴天です。このまま梅雨が明けて大雨のないこと 

を祈ります。 

戸田拓夫会員 

昨日より平井会長の奥様と息子さんが通う空手道場に入門 

しまして、白帯から始めることにしました。 

田中清峰会員 

広島県私立中学高等学校協会長を再任となり、3期 6 年が 

終わり 4期目に入りました。例会欠席が多くご迷惑をお掛け 

します。明後日に今年初の高校野球の応援に行って来ます。 

大畑哲也会員 

広島カープ「ガンバレ」！！ 

加島文斎会員 

本日、初めてのカメラマンです。よろしくお願いします。 

本心は男性ではなく、女性がとりたいです。 

青野大輔会員 

ハサン君ようこそお越し下さいました。たくさん学び、 

遊んでください。 

橋沢宏弥会員 

出宝は正しく書かれている事を正確に読む！ 

ハサン君こんにちは。ごゆっくりして行って下さい。 

高藤孝一会員 

先日、橋沢さんと餃子で勝負し、昨日は新店の蜂ヤ焼肉で 

山内さんに会い勝手に勝負してました。 

ただ、ソーシャルディスタンスはたもっています。 

計 11,000 円 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 会長方針について ～ 
平井篤志会長  

20200717 会員卓話「会長方針」 

本来は 5月に卓話で会長方針の説明を行い、クラブアッセンブ

リー、インフォーマルミーティングなどを通じ私自身もバージョ

ンアップする予定でした。 

 

自己紹介 

生まれ 1962年 10月（57 歳） 
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出身地 広島県呉市 

職歴 22 歳 大学卒業後広島で就職・マツダの子会社で 

保険営業 

32 歳 税理士事務所に転職・税理士試験受験開始 

40 歳 税理士試験合格・翌年税理士登録 

家族 妻・子 1名  

趣味 鉄道（いわゆる「鉄」）・旅行・サッカー（サンフレッチェ） 

観戦・落語・自転車 

ロータリー歴 2006 年 5月入会 

 

2020-21RI会長テーマ 「ロータリーは機会の扉を開く」 

RI 会長 ホルガー・クナーク氏（ドイツ ヘルツォークトウ

ム･ラウエンブルグ RC所属） 

2020 年国際協議会テーマ講演のスピーチ原稿より 

・ 増強について数値目標は掲げない、会員維持に力を入れ

る 

・ 人口の高齢化が進む地域で、ロータリーが衰退し、老齢

化している 

・ コダックの例（デジタル化に乗り遅れ倒産）をあげて、

急速な変化に対応すること 

・ 適用力を高め、中核的価値観により沿ったロータリーと

なる 

そのためには「四つのテスト」を常に意識する 

・ 「ロータリーは変わらなければなりませんし、必ず変わ

ります。 

・ 古き良きロータリーではなくなったと文句を言うロータ

リアン仲間がいたとしても、変わらなければなりません。 

・ 若い世代をロータリアンに入会させるためには、魅力的

なクラブであること 

・ 奉仕について「環境問題」も考えてみては 

・ 新しい会員が入会することは、既存の会員にも変化をも

たらす 

・ ロータリーは様々な機会を与えてくれる 

・ 親睦（人との交わり） 集まること 

・ 奉仕プロジェクトを通じ、やり遂げる機会を与えてくれ

る 

リーダーシップの機会も与えてくれる 

・ ほかの人々にとっての機会であり、自分自身にとっての

機会でもある 

・ 中核的価値観を基に、世界中の友人とともに豊かで意義

ある人生への機会の扉を開いてくれる 

 

2710 地区ガバナー信条 「不易流行 ～楽しくなくてはロー

タリーではない～」 ガバナー 脇正典氏（防府 RC） 

不易＝変わらないこと、変えてはいけないこと 

職業倫理、ノブレスオブリッジ、親睦、家庭教育 

流行＝時代や環境に応じて変えること 

多様性、少子高齢化の対応、他団体との提携、若い世代・女性

の増強 

（コロナ対応として）バーチャル会議の提案 

各クラブが主体的に考え時代に即応するクラブ運営を考えるこ

とが必要 

 

会長方針  「ロータリーとクラブの未来をみんなで考え語り合

おう」 

4月 10日頃作成 

例会や研修会、クラブアッセンブリーやインフォーマルミーティ

ングが次々中止 

全国に非常事態宣言が発令された直後で当時の状況が色濃く反

映 

顧問先からの相談に忙殺していた時期 

今後奉仕活動ができるかどうかわからない 

会員維持が精いっぱい？ 

 

そこで 

足元を固める年にしたい 

城南 RC の良いところを認識する 

・ 若いクラブ（平均年齢 56.45 歳 平均在籍年数 11.90

年） 

・ カジュアル、フレンドリー 

・ ユニークなメンバーが多い 

・ 奉仕活動などメリハリがある 

ロータリーの意義や精神を再確認したい 

「四つのテスト」 

奉仕活動やクラブ運営について考える機会をもちたい 

 

 

第 1166回例会 2020年 07月 31日 

会長時間 ： 平井篤志会長 

今日のプログラムは決算報告・予算説明です。年次総会につい

てクラブ定款第 7 条第 2 節(a)（事業計画 88 ページ）に規定があ

ります。前段の「役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含

む中間報告」は毎年 12 月に行われる総会です。後段の「前年度

の財務報告を発表するための年次総会は」が本日となります。 

今までの定款では年次総会は役員を選挙するために開催され

ることとなっておりましたが、本年 7 月に改正された定款で財務

についての規定が追加されました。クラブ細則では第 5 条第 1 節

（事業計画 98 ページ）に規定されておりますが、これも 12月の

年次総会の規定です。 

同じ個所（細則第 5 条第 4 節）に理事会の規定もあり、「毎月

第 1 例会の後に開催される」とあります。本来は来週の開催です

が、来週はガバナー補佐にお越しいただき、ガバナー公式訪問に

向けたクラブアッセンブリーが開催されるため、本日の例会終了

後に定例理事会が行われます。理事役員の皆様、お忙しいでしょ
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うがご出席お願いします。 

  

入会記念月 
田中清峰 会員 平成10年07月03日 

松本勝行 会員 平成15年07月11日 

竹本伸男 会員 平成21年07月03日 

戸田拓夫 会員 平成 23年 07 月 01 日 

山本博之 会員 令和元年07月05日 

 

創業記念月 
竹岡龍太郎 会員 平成10年7月6日 竹岡龍太郎司法書士事務所 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・2020-2021年度事業計画書､B5版会員名簿 

２．お知らせ  

・例会終了後、理事会が4F「渚」にて開催されますので、 

 関係者の方はご出席をお願いいたします。 

 

委員会報告、他 

(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 

遅刻しそうになりました。気を付けます。 

水口弘士会員 

昨日、N-NOSE（エヌノーズ）という新しいがん検診を受けて 

きました。 

児玉哲也会員 

コロナやばし。気を付けましょう。 

古江暢敏会員 

先週の日曜日、月例で優勝しました。 

この調子で次回も優勝したいと思います。 

福山正剛会員 

やっと梅雨が明け少し気分が明るくなりました。 

本日、41 才の誕生日です。本厄の年です。 

戸田拓夫会員 

山本さん、そしてシェラトンホテルの皆さんいつも例会の設営 

をありがとうございます。ホテルも大変な時、何か出来ないか 

なぁ？ 

竹本伸男会員 

島根海洋館アクアスに孫と行ってきました。 

山内将会員 

7/15 に焼肉店をオープンしました。このコロナの中、 

大変ですが頑張って行きますので宜しくお願い致します。 

バタバタしているので、例会に出れませんが宜しくお願い 

致します。 

門田充慶会員 

今日も SAA 長の巌さんと目が合ってしまったので、 

自主的に出宝します。 

高藤孝一会員 

最近ゴルフでのスコアが 95 前後と安定してきました。 

クラブが良いのでしょう。全てゼクシオです。 

藤井巌会員 

やっと梅雨明けしました。コロナに負けず頑張りましょう。 

皆様、いつも御出宝ありがとうございます。 

         計 21,000円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 決算報告･予算説明 ～ 
 

⚫ 前年度河野会計理事による会計報告 

⚫ 本年度真志田会計理事による予算説明 

⚫ 児玉幹事からの事業計画の説明 

 

以上が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


