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第 1182回例会 2020年 12月 04日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
12 月は「疾病予防と治療月間」で

す。「疾病予防と治療」はロータリ

ーの 6 つの重点分野の一つです。 

本日は、広島城南ロータリークラ

ブの年次総会１週間前の例会です。 

皆様ご存知のように、本日はクラ

ブ定款・細則・内規によりまして、

指名委員長より、次々年度会長候補

者の指名を行うことと、会長エレクトより次年度副会長・幹事・

会計および 5 名の理事の各候補者の指名を行うこととなってお

りますので、順次候補者の指名を行っていきます。宜しくお願い

致します。 

それでは、次々年度会長候補者の発表を指名委員会 松本委員

長にお願い致します。 

 

松本指名委員長 

クラブ細則第 3 条、及びクラブ内規

第 2 条により、去る 10 月 23 日に指名

委員会を開催致しました。委員会にお

きまして、委員の互選により、松本が

指名委員長になりましたので、発表さ

せて頂きます。 

協議致しました結果、全会一致で次々年度会長候補者は、大畑 

哲也会員を次々年度会長候補者として推薦することとなりまし

たので、ここにご報告申し上げます。 

なお、大畑 哲也候補につきましては、次週の年次総会で同条

に準じ、選出されることになります。 

 

平井会長 

続きまして、次年度理事・役員候補の発表を古江暢敏会長エレ

クトよりお願い致します。 

 

 

 

 

 

古江暢敏エレクト 

次年度理事・役員の指名をさせて頂きま

す。クラブ細則第 3 条第 1 節の規定に従い

まして、本日指名させて頂くことになって

います。 

即ち、副会長候補者 竹岡龍太郎会員、

幹事候補者 福山正剛 

 

会員、会計候補者 有田一郎会員、及び 5名の理事候補者は竹岡

龍太郎会員、竹村有右会員、木本博之会員、加島文斎会員、河野 

綾子会員、以上 8 名を指名させて頂きます。 

この方々は、次週の年次総会において、皆様のご了承を得て、

決定致しますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

記念日（会員誕生日） 
蛭子宗夫会員 01 日   古江暢敏会員 18 日 

山内将会員 30 日 

 

連続出席 100％ 
水口弘士会員 011年間連続 100％出席 

竹岡龍太郎会員 011年間連続 100％出席 

 

幹事会務報告 
(1)ロータリーレート変更のお知らせ 

   12 月 1 日より 1 ドル 105円になりました。（11 月 104 円） 

(2)ボックス配布物 

ロータリーの友誌、ガバナーズレター12月号 

(3)回覧物 

先週に引き続き初釜について 

(4)お知らせ 

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お願いします。 

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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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 

本日、フォーラムの進行を行います。 

水口弘士会員 

藤井さん、企業対抗ゴルフ優勝おめでとうございます。 

福山正剛会員 

来週の年次総会、皆様よろしくお願いいたします。 

平井会長、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

松苗弥生会員 

巌さん広島県企業対抗ゴルフ大会優勝おめでとうございます。 

二上真也会員 

皆様お久しぶりです。 

藤井巌会員 

11/29 芸南カントリーで第 2 回広島県企業対抗ゴルフ大会が 

あり、県内 39 企業 156 人で開催されました。 

初出場して初優勝をさせて頂きました。個人グロスの部、 

77 で 3位でした。今日の中国新聞に写真が出て、少し 

 恥ずかしかったです。 

橋沢宏弥会員 

先日夜中に K 本さんに会いました。ニコニコしながら消えて行 

きました。追記、巌さんにいわれたので出宝しました。 

計 16,000 円 

 

プログラム フォーラム 

～ 奉仕について考えよう ～ 

 

 

第 1183回例会 2020年 12月 11日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
2014 年 10 月 RI 理事会は、12

月を重点分野：「疾病予防と治療

月間」としました。 

誰にとっても「健康であるこ

と」は何より大切。でも、基本医

療を受けられない人は世界で 4

億人と言われています。質の高

い医療を受ける権利はすべての

人にあると、私たちは信じています。 

世界で数百万人が病気によって苦しみ、貧困を強いられていま

す。私たちが疾病の予防と治療に力を注ぐのは、このためです。 

病気の蔓延や医療不足に悩む地域社会に、仮設クリニックや献

血センター、研修施設を作ったり、医師と患者と政府が協力でき

るインフラを設計するなど、世界中のロータリー会員は、人びと

がより良い医療を利用できるよう支援しています。 

マラリア、HIV／エイズ、アルツハイマー、多発性硬化症、糖

尿病、ポリオなど、人びとを苦しめる病気の予防・治療や患者の

支援に当たっている会員も大勢います。衛生教育のほか、無料の

定期健康診断や眼科・歯科検診も行っています。 

本日は 2020 年最後の通常例会、年次総会です。年次総会はク

ラブ定款第 7 条第 2 節に以下のように規定されております。 

「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お

よび前年度の財務報告を発表するための年次総会は、細則の定め

るところに従い、毎年12月31日までに開催されるものとする。」 

2019 年規定審議会を経てクラブ定款が改正され、年次総会で

財務報告を行うことが追加されました。 

また、クラブ細則第 5 条第 1 節には以下のように規定されてお

ります。 

「本クラブの年次総会は毎年 12 月に開催されるものとし、こ

の年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなけ

ればならない｡」 

ということで本日は選挙の日です。皆様よろしくお願いします。 

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

・ 11月末決算書 

・ 新会員通知文 

・ 12月例会について 

・ 第 6回理事会議事録 

・ ロータリーカレンダー…お帰りの際にお持ち帰り下さい。 

（2）お知らせ 

・ 席次把握について 

    ボックス配布している理事会議事録に記載しています 

が、今後クラブ内から感染者が出た場合に備え、例会 

ごとに席次を把握するため、テーブルごとにSAAと親睦 

活動委員会を中心として席次表を作成することになり 

ました。皆様、ご協力下さい。 
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・ 次週 12 月 18 日（金）は 18:30～シェラトングランドホ

テル広島３Ｆ水輝にてクリスマス夜間例会が開催されま

す。お昼の例会はございませんので、お間違えのないよ

うお願い致します。出欠の変更のある方は、事務局まで

ご連絡下さい。 

 
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 

本日は年次総会です。皆様よろしくお願いいたします。 

福山正剛会員 

皆様、本日の年次総会よろしくお願いいたします。 

真志田正和会員 

高藤孝一会員 

12/6（日）バーディー会で初優勝しました。次は 90切りを 

目指します。 

橋沢宏弥会員 

先日、弊社グループの業務報告会をシェラトンホテルで行いま 

した。改めてスタッフさんの対応に感謝と素晴らしさに感動し 

ました。山本さんから毎月お願いしますと言われました（笑）。 

12/6(日)広島県下の修道院の子達へ、水口さんとお話しをして 

来ました私自身が学びとなり是非今後も続けて行ければと思 

いました。とても良かったです 

藤原智昭会員 

久々に例会に参加出来ました。 

藤井巌会員 

藤原さんこんにちは！久々に元気そうな顔が見れてよかった 

です。本日も出宝ありがとうございました。 

計 11,000 円 

 

愛のコイン箱                  
4,000 円 

 

 

 

 

 

プログラム 年次総会 

古江会長エレクト 
2020 年度年次総会が開催され、次年

度理事役員その他が選出されました。

古江暢敏次年度会長よりご挨拶を頂き

ました。また児玉幹事、真志田会計長

よりご報告を頂きました。 

 

 

児玉幹事 

 

真志田会計長 

 

 

第 1184回例会 2020年 12月 18日 

クリスマス夜間例会 

会長時間 ： 平井篤志会長  
本日は 1年ぶりの夜間例会です。待ち

に待ったといいたいところですが、新

型コロナウイルス感染症が広島で急激

に広がり、正直不安も大きいです。 

飛沫による感染が要因ということが

判明しておりますので、感染予防対策

を遵守することが何よりも肝要です。 

耳にタコができるほど聞いているかと存じますが、食事中は会

話を避けること、会話の際は必ずマスクを着用すること、大声で

の会話はしないことを徹底してください。どうしてもお酒を飲ん

で酔ってくると気が大きくなってしまいます。本日はお酒を飲む

なとはいいませんが、節度を持って深酒は避けてください。 

万が一夜間例会でクラスターが発生したら私は辞世の句を詠

んだあとに腹を切って切腹しないといけません。介錯は古江会長

エレクトにお願いします。 

先週年次総会の後にお話しした宮古島のラム酒を飲みたいと

いうリクエストが一部の会員からありましたが、コロナが落ち着

いたころにしたいと思います。それまで封を開けずに保管します。 

 

～ 長寿のお祝い ～ 

 
米寿…正木英生会員（S7.8.20） 

喜寿…松本勝行会員（S19.1.26） 

還暦…山本博之会員（S35.4.16）・大畑哲也会員（S35.3.1） 
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記念日（入会月） 
水口 弘士会員 平成 21年 12 月４日 

竹岡龍太郎会員 平成 21年 12 月４日 
 

記念日（創業月） 
松田文雄会員 昭和 28年 12月 19 日 (医)翠星会 松田病院 

青野大輔会員 昭和 51年 12月 10 日 マルニ防災工業㈱ 

山内 将会員 平成 21年 12月 22 日 ㈱SHO 

 

幹事会務報告 
（1）お知らせ 

次週 25 日は休会となっております。１月 1 日は祝日の 

ため、次回の例会は１月 8 日になります。 

事務局のお休みは、12 月 29～1月 3 日です。 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 竹岡委員長 

 

プログラム ～ クリスマス夜間例会 ～ 

平井篤志会長挨拶 
本日の夜間例会をお世話いた

だきました親睦活動委員会の皆

様、そしてシェラトングランド

ホテル広島のスタッフの皆様、

誠にありがとうございます。 

本日は制約もありますが、皆

さんで好意と友情を深める貴重

な機会です。 

皆さんで楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


