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第 1238回例会 2022年 06月 03日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
ロータリーは、ウクライナでの戦争に

よる人命の喪失および人道的危機の深刻

化を深く懸念しています。私たちは地域

に根づいたネットワークと数十年にわた

る経験を生かし、現地で迅速に行動を起

こしています。2022年 3月 3日から 4月

30日までにロータリー災害救援基金に寄

せられたすべてのご寄付は、ウクライナ難民またはこの戦争の

被災者支援が行われている地域への人道的救援活動に優先して

活用されています。 

世界中の方々からの温かいご支援のおかげで、1,500 万ドル

以上の寄付が集まり、水や食糧、シェルター、医療物資、衣服

といった必需品のために既にこの資金が活用されています。現

在までに、この戦争による被災者支援のために、90 件の災害救

援補助金(総額 240 万ドル)が授与されています。ロータリー財

団は引き続き、この寄付をウクライナとその周辺地域での人道

的救援活動に活用していきます。 

自らも戦争の被害を受けているウクライナのロータリー会員

たちは、避難先から戻ってきた市民を支援するために、海外か

らの支援物資の配布と長期的な救援活動に取り組んでいます。 

2 月下旬にロシア軍が侵攻して以来、ウクライナのロータリ

ー会員は定期的にビデオ会議を開いて対策にあたってきました。

ウクライナのロータリー雑誌『Rotariets』の編集者であるミコ

ラ・スタビリャンコさん(ウクライナ・ロータリーE クラブ会

員)によると、同国の会員の活動は、民間の負傷者が手当てを受

けている病院に薬と電力を供給すること、避難している家族の

シェルターを見つけること、次々と送られてくる支援物資を管

理することを中心としています。 

我々、広島城南ロータリーの義援金も少なからず、ウクライ

ナの皆様に役立てて頂けることを切に願い一刻も早く戦争が終

結することを心より願うばかりです。 

 

 

 

連続出席 100％ 
田上  剛 会員 14年間連続100％出席 

山内  将 会員 08年間連続100％出席 

小澤 元一 会員 03年間連続100％出席 

田中地宏保 会員 03年間連続100％出席 

青野 大輔 会員 03年間連続100％出席 

津田 真幸 会員 02年間連続100％出席 

 

会員誕生月 
小澤 元一 会員 0 08 日   門田 充慶 会員 19 日 

 

 

幹事会務報告 
１．レート変更のお知らせ 

・6月1日より1ドル 127円になりました。（5月130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 6月号 

 ・インターシティ･ミーティング プログラム（参加者のみ） 

6月12日14:00～ANAクラウンプラザホテル広島にて開催され 

ます。出欠に変更のある方は事務局までお知らせ下さい。 

３．お知らせ 

 ・例会終了後、定例理事会が4F「泉」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。 

 

委員会報告 
ロータリーの友誌委員会 6 月号の内容紹介 

 

 

会長／古江暢敏   副会長／竹岡龍太郎   幹事／福山正剛    副幹事／門田充慶   クラブ会報編集委員長／高藤孝一 

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 
古江会員（T） 

・いつもお世話になっています。古江です。本日卓話をして頂

ける花島会員大変楽しみにしています。今年度最後の卓話に

ふさわしい花島会員に感謝します。 

福山会員 

・畝本様、本日はお越しいただきありがとうございます。花島

会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

竹岡会員 

・畝本様広島城南ロータリークラブへ、ようこそおこしくださ

いました。 

門田会員（W） 

・畝本さんようこそ城南へお越し下さいました。これから共に

楽しんでいきましょう。 

有田会員（H） 

・6月 4 日開業 47 年目です。思えば遠くへ来たもんだ。 

正木会員 

・コロナの警告。一昨年当院のコロナ患者 4 名、昨年 4 名、今

年は 5 月末時点で 45 名、一般に警告ですが、ご用心下さい。 

蛭子会員 

・畝本さん入会おめでとうございます。囲碁同好会のエース誕

生です。 

高雄会員（W） 

・畝本さん、ようこそおいで下さいました。リラックスして、

ロータリーを楽しんでください。 

・今年度、有終の美を飾る「会員卓話」を楽しみにしています。

花島プログラム出席委員長宜しくお願いします。 

児玉会員 

・畝本さんようこそよろしくお願いします。 

大畑会員（W） 

・畝本さん本日はロータリーへようこそ。これからよろしくお

願いいたします。 

平井会員 

・畝本さん、ようこそ城南 RC へ。古江会長、福山幹事あと 1 月

がんばって下さい。 

大西会員（T） 

・花島さん、今日の卓話楽しみにしています。頑張ってくださ

い。それと、やっぱり古江会長にゴルフで負けたので、出宝

します。 

藤井会員（W） 

・畝本さんようこそいらっしゃいました。明日の 3RC 親睦コン

ペ宜しく御願い致します。 

藤原会員（W） 

・タカノス GC の月例で西南 RC の谷口様にケイコを付けてもら

いましたので出宝します。 

 

 

南会員（T） 

・南です。いつもお世話になっております。本日の花島さんの

卓話楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 

・畝本さん宜しくお願いいたします。 

・藤原さんにゴルフでお渡しするもの出宝させていただきます。 

花島会員（W） 

・畝本くん本日は例会にゲストで来ていただきありがとうござ

いました。楽しんでいってください。 

青野会員（W） 

・畝本さんようこそお越し下さいました。よろしくお願いしま

す。花島さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

高藤会員(W) 

・昨日、大西さんにゴルフで負けまして勉強代をお支払いしま

した。明日も宜しくお願いします。 

松苗会員（W） 

・花島さん本日卓話楽しみにしています。よろしくお願いしま

す。 

計 38,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 自己紹介 ～ 

花島 司 会員 
会社を創業してから今現在までの

お話をさせていただきます。 

23 歳になる 2ヶ月手前で個人事

業から一人で始めました。その 3年

後に有限会社を立ち上げましたの

で、個人から数えると 

25 年が経過したことになります。 

最初は下水管を埋設した後の復旧工事を一人で行っておりま

した。民地の支管埋設後の復旧工事なので規模も小さく一人で

施工できる範囲でした。その何か月後に一人ずつ人が増えてい

き、運が良いことに人が増えると今度は天然ガスの埋設管アス

ファルト復旧工事の話があり、忙しくさせていただきました。

そんな事をしながらお金を貯めて 3 年後に個人から法人に変更

することができました。 

20 代前半から 30 歳過ぎるまでの 10 年間はとにかく仕事しか

しておりませんでした。そうしているうちに気が付けば今の様

な会社になったという感じでございます。 

そしてご縁があって広島青年会議所に入会することになり、

今まで自分が関わってきた人達とはまた違った感じの人が沢山

いる会で、自分にとって衝撃でもあり刺激にもなったと感じて

おり、そして人として成長もさせていただいたと思っておりま

す。 

広島青年会議所は 9 年在籍いたしました。最後の卒業年に幹

事として私に関わってくれた畝本君がこの度、広島城南ロータ

リークラブに入会してくれることになり非常に嬉しく思ってお
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ります。 

7 年前になりますが、当時の畝本君は非常に先輩思いで素晴

らしい後輩でした。これからは広島城南ロータリークラブとし

て、地域社会においても必ず奉仕活動に貢献してくれる人材だ

と保障させていただきます。 

畝本君を皆さま今後ともよろしくお願いいたします。 

 

第 1239回例会 2022年 06月 10日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
先日 3 ロータリー合同懇親ゴルフ

コンペが２年ぶりに行われ、我が広

島城南ロータリークラブが念願の優

勝を勝ち取ることができました。心

よりおめでとう御座います。そして

我が広島城南ロータリークラブ、バ

ーディー会会長、河中会長、藤井幹

事はじめ参加された会員、そして全会員のおかげだと思います。

ご苦労様でした。 

そして本日は委員長退任挨拶です。今年 1 年コロナ禍の中あ

まり活動が儘ならない状況の中にも関わらず、出来ることを 

一生懸命して頂き感謝しています。広島城南ロータリークラブ

の活動はまだまだ続きます。今年度、出来なくてもやりたかっ

た計画は必ず出来ます。諦めず、しぶとく行動して頂けると信

じています。 

私も含め広島城南ロータリークラブの火を大きく灯していき

ましょう。 

 

結婚記念月 
大畑 哲也 会員 13日   青野 大輔 会員 19日 

吉村 元亨 会員 23日   山本 博之 会員 29日 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物  

 ・新会員通知文 

・第12回理事会議事録 

・会報4月号（希望者のみ） 

２．回覧物 

 ・次年度会員名簿名簿・手帳版…校正にご協力下さい。 

３．お知らせ 

 ・例会終了後、次年度第２回クラブアッセンブリーが３F 

「美波」にて開催されます。関係者の方は、宜しくお願い 

致します。 

 ・インターシティ･ミーティングについて 

  6月12日（日）13:30～受付開始、14:00～ 

ANAクラウンプラザホテル広島３階にて開催されます。 

出席者の方は、宜しくお願い致します。 

 

ニコニコ箱 
古江会員（H） 

・いつもお世話になってます。古江です。先日、3 ロータリー

懇親ゴルフコンペで我が広島城南ロータリーが団体戦で優勝

しました。バーディー会、河中会長、藤井幹事、そして参加

者の皆様、おめでとう御座います。 

・本日は委員長退任あいさつです。コロナ禍の影響が続きロー

タリー活動がままならない状況でしたが 1 年間ご苦労様でし

た。感謝いたします。有難うございました。 

福山会員（W） 

・バーディー会河中会長・藤井幹事はじめバーディー会の皆様、

3RC 合同ゴルフコンペの準備・運営誠にありがとうございま

した。 

・委員長の皆様、本日の退任あいさつよろしくお願いいたしま

す。 

門田会員（T） 

・3RC 合同ゴルフ大会、城南優勝しましたー！！個人戦は見事

準優勝でした。 

河中会員（T） 

・こんにちは、河中です。6月 4日土曜日 3年ぶりに 3ロータリ

ー合同親睦ゴルフ大会が行われました。わが城南ロータリー

クラブは東南にも勝って、中央にも勝って団体優勝です。う

れしくて、うれしくて、飲みすぎてしまいました。城南バー

ディー会の皆様、ありがとうございました。来年も勝って、

また、みんなで、おいしい酒を飲みましょう。 

高雄会員（W） 

・本日、委員長退任挨拶の日を迎える事ができました。皆様あ

りがとうございました。 

大畑会員 

・皆様 3 ロータリーゴルフコンペ大変おつかれ様でした。久し

ぶりに優勝出来てうれしいです。 

大西会員（T） 

・大西です。先日のバーディー会では、最下位でした。なので、

出宝します。もう少しで、二上会員にグロスで負けるところ

でしたが、何とか勝てました。しかし負ける日も近いと思い

ます。古江会長、任期も残り少なくなりましたが、頑張って

ください。 

藤井会員（T） 

・6/4の 3RC親睦ゴルフ大会、皆様の力で優勝できて良かったで

す。来年もがんばって連覇しましょう。 

藤原会員 

・3RC ゴルフおつかれ様でした。城南優勝おめでとうございま

す。 

南会員 

・南です。お世話様になっております。3RC ゴルフコンペで私

はお役にたてませんでしたが、優勝することができました。

大変楽しく嬉しかったので出宝させていただきます。 
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山本会員 

・シェラトンの山本です。現在改装中のレストランとラウンジ

が 6 月 23 日リニューアルオープンします。宜しくお願いしま

す。8 月 31 日まで 20％OFFです。 

水口会員（W） 

・4 月 23 日以来の例会出席です。7 月 10 日の参議院選挙全国比

例候補の選挙対策本部事務局長として、会社にも行かずに事

務所に詰めています。 

二上会員(W) 

・3RC ゴルフコンペ皆様おつかれ様でした。まったく戦力にな

らずすいません。 

松苗会員（H） 

・3RC ゴルフおつかれ様でした。優勝できたので出宝します。 

計 41,000 円 

愛のコイン箱 

 

 
5,918 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 各委員長退任挨拶 ～ 
職業分類・会員選考委員会 委員長 髙雄 準善 会員 

職業分類については、入会対象者

に適した職業分類を理事会へ報告

し、会員選考については、今年度

入会１名と次年度入会予定２名の

会員選考を行う事が出来ました。

次年度は、より多くの入会対象者

の職業分類と会員選考を行う事が

出来ればと思います。１年間有難うございました。 

 

会員増強・維持委員会 委員長 水口 弘士 会員 

今年度は高い増強目標を掲げ、会員

の皆様のご協力のもと増強をすすめ

て行く予定でしたが、ご案内の通り

コロナ禍により新しい方をお誘いし

づらい状況でした。今年度得られた

候補者情報を次年度に引き継ぎ、今

後の成果に期待したいと思います。 

 

広報・ロータリーの友誌委員会 委員長 橋沢 宏弥 会員 

私自身、初めて委員長という役を

やらせて頂きました。コロナもあ

り、リアルの例会回数が少ない中

ですが全うする事が出来ました。

反省点としては、ＲＩ記事だけで

はなく日本や 2710地区の事につ

いて、もう少し深堀をして興味が持てるように伝えられたらと

思いました。次年度はリアルでの例会が多くなると思いますの

で、山本会員へ引き継ぎたいと思います。 

 

クラブ会報編集委員会 委員長 高藤 孝一 会員 

古江年度で一年間会報編集委員会の

委員長を務めさせていただきまし

た。今年度は、新型コロナウィル

スの影響で、各奉仕活動や、クラ

ブ行事など多くの行事が中止にな

りましたが、例会に関しては Zoom

などのオンラインでの例会の試み

で一年間ロータリークラブとして例会を実施でき、会報に記録

として残せたのは良かったと思います。次年度以降も城南ロー

タリークラブとしてしっかり記録に残せる委員会活動をお願い

できたらと思います。一年間ありがとうございました。 

 

ロータリー情報委員会 委員長  河中  清 会員 

今年度はロータリー情報委員会の

委員長を務めさせていただきなが

ら、ロータリーについていろいろ

勉強をし、卓話などで皆様にロー

タリー情報をお伝えさせていただ

きました。また、新入会員候補の

会社へ福山幹事、児玉副委員長と

一緒に訪問し、ロータリークラブ会員の特典と責務に関する情

報をお伝えして、入会していただくことができました。新しい

仲間ができてとてもうれしく思います。一年間、ありがとうご

ざいました。 

 

プログラム・出席委員会 委員長 花島  司 会員 

本年度プログラム出席委員会の委員

長という役職をいただき、私にと

って貴重な経験をさせていただき

ました。卓話をしていただく方を

決めてお願いをしていく段取りや

調整が非常に難しく、週に１回の

例会ということもございまして、

次々と追われてくる中で、木本理事に手助けをしていただいた

お陰をもちまして、何とか終了することができました。最後の

最後に卓話をして頂く人が決められなかった事は自分の力不足

でございます。大変ご迷惑をお掛けしながらではございました

が、なんとか１年間やり切りました。会員卓話にご協力いただ

きました城南ロータリークラブ会員の皆様、ご協力していだだ

きました会員の方々には非常に感謝しております。ありがとう

ございました。 
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親睦活動委員会 委員長 青野 大輔 会員 

引き続くコロナ禍で中止となった

行事もございましたが、クリスマ

ス夜間例会・最終夜間例会を開催

することができました。親睦行事

が今後も無事開催できることを祈

っております。 

親睦委員会の皆様、シェラトング

ランドホテル広島の皆様、何より会員の皆様のご協力に深く感

謝申し上げます。 

 

職業奉仕プロジェクトチーム  委員長 藤井  巌 会員 

一年間、職業奉仕プロジェクトチー

ム委員長を務めさせて頂きまし

た。コロナ禍で例会の調整も出来

ませんでしたが、委員、会員の皆

様ありがとうございました。次年

度は城南ＲＣの中の委員会活動

が、通常に行えるよう願っており

ます。 一年間ありがとうございました。 

 

社会奉仕プロジェクトチーム 委員長 戸田 拓夫 会員 

「ロータリーデイ」に照準を合わ

せ、準備万端で臨んだ海洋プラご

み収集活動も、コロナ禍で中止と

なり、悔しい年度となりました。

奉仕部門は活動をひとつに集約さ

せて行う方が良いと思いました。 

 

青少年奉仕プロジェクトチーム 委員長 二上 真也 会員 

本年度は当初コロナの影響も少なく

事業を始める事が出来ました。特

に８月 22 日に自立支援プログラム

を開催でき、当クラブから講師と

して大西さん、橋沢さんに参加し

ていただきました。このようなイ

ベントなどをどんどん行っていこう

とした矢先にコロナが増えイベントなど開催する事ができませ

んでした。来年度以降もどうなるかわかりませんが、出来るこ

とがあれば継続して行ってほしいと思います。一年間ありがと

うございました。 

 

国際奉仕プロジェクトチーム 委員長 山内  将 会員 

今年度の国際奉仕の活動はコロナ禍の中で何もできていないの

が現状です。ぜひとも次年度はコロナも終息して国際交流も少

しはできる状態になれば国際奉仕活動もできると思うので期待

しています。 

ロータリー財団委員会 委員長 松田 文雄 会員 

古江会長の「原点回帰」を目標に、年次寄付やポリオプラス、

100 万ドルの食事などお願いし、ご協力に感謝いたします。財

団の仕組を十分にお伝えできず残念ですが、次年度にバトンタ

ッチします。ありがとうございました。   

 

米山奨学委員会 委員長 藤原 智昭 会員 

皆様 1 年間お疲れ様でした。前年

度同様コロナの影響もありこれと

いった活動は有りませんでした。

次年度はコロナにおいての対策・

対応も改善され、米山奨学委員会

も従来通り行えることを期待しま

す。もちろん出来得ることは参加

いたします。ありがとうございました。 

 

第 1240回例会 2022年 06月 17日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
いつもお世話になってます。古

江です正式には今年度最後の会長

時間になります。 

さて、本日は理事役員退任挨拶

です。理事役員の皆様今年度本当

にご苦労様でした。そして有難う

ございました。長い様であっと言

う間の 1年間でした。皆さも同じ気持だと思います。 

ですがロータリー活動はほとんど出来ず色々とストレスに感じ

る事が多かったのではないでしょうか。その気持ちを次年度に

向けて発揮して頂ければ幸いです。 

本当に皆様有難うございました。 

 

配偶者誕生月 
二上 真也 会員 （二上 真弓様） 16日 

青野 大輔 会員 （青野 千恵様） 19日 

蛭子 宗夫 会員 （蛭子みどり様） 25日 

古江 暢敏 会員 （古江 圭子様） 29日 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物  

 ・7月例会について 

 ・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 7月15日（金）例会終了後～ 

ガバナー公式訪問フォーラム７月29日（金）例会終了後～ 

＊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。 

 ・インターシティ･ミーティング プログラム（欠席者） 
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２．お知らせ 

 ・愛のコイン箱について 

  本年度分 35,506円になりました。米山奨学委員会の事業 

計画に基づいて米山奨学会に寄付します。一年間ご協力、 

ありがとうございました。 

 ・次週24日は18:30～シェラトングランドホテル広島３F水輝 

  にて最終夜間例会となっております。お昼の例会はござい 

ませんので、お間違えないようお願い致します。 

出欠に変更のある方は事務局までご連絡下さい。 

 ・例会終了後、次年度理事会が引き続き「華」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。 

３．回覧物 

 ・先週に続いて次年度会員名簿名簿・手帳版…校正にご協力 

下さい。 

 

ニコニコ箱 
広島中央 RC 村本様（W） 

・中央 RC の村本です。児玉会員よりゴルフにて勝ちすぎたので

出宝いたします。 

広島中央 RC 鳥井様（W） 

・いつもお世話になっています。中央 RC の鳥井です。古江会長、

福山幹事、1 年間おつかれ様でした。 

広島安芸 RC 木下様（H） 

・昨日の正副会長幹事会おつかれ様でした。古江会長、福山幹

事、1 年間おつかれ様でした。7/1 よろしくお願いします。 

古江会員（T） 

・いつもお世話になってます。本日は理事役員の退任あいさつ

です。理事役員の皆様 1 年間お疲れさまでした。そして、あ

りがとうございました。 

福山会員（T） 

・本日退任のごあいさつをさせていただきます。皆様 1 年間あ

りがとうございました。 

竹岡会員 

・本日、退任のあいさつをさせていただきます。 

門田会員（T） 

・本日理事役員退任あいさつをさせていただきます。1 年間あ

りがとうございました。 

河野会員（5T） 

・1年間 RC 業務の対価です。 

正木会員（W） 

・会長・理事役員の皆様一年間ご苦労様でした。 

大畑会員（T） 

・結婚 30 周年を無事向えられました。これからも仲良く年をと

って行きたいと思います。 

大西会員（W） 

・大西です。次回の夜間例会の司会を去年のクリスマス例会に

続いてさせていただく事になりました。古江会長に「棒読み」

と言われないようにがんばりたいと思いますので出宝します。 

田中地会員（W） 

・私事ですが会社が 30 周年を向かえました。更に気を引締めね

ばと思いました。 

田上会員（W） 

・古江会長、竹岡副会長、福山幹事、理事役員の皆様一年間お

疲れ様でした。最後までがんばってください。 

吉村会員（W） 

・よく覚えていませんが何だかゴルフの賞品をいただいており

ましたので出宝します。 

児玉会員（W） 

・中央の村本さんにゴルフで負けましたので取られても出宝し

ます。 

南会員 

・南です。お世話様になっています。門田さんに最近いつもゴ

ルフで負けていますので出宝させていただきます。 

木本会員 

・本日、退任あいさつをさせていただきます。1 年間ありがと

うございました。 

松苗会員（T） 

・今日、古江年度、最後のニコニコ箱出宝となりました。1 年

間ありがとうございました。 

計 117,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 理事・役員退任挨拶 ～ 

古江 暢敏会長  

今年度１年間会員の皆様大変お世

話になりました。ありがとうござ

います。 

福山幹事、いつも私の我儘を聞き

入れ寛大な心で受け止め形付けて

いだだきました。福山幹事がいて

くれたお陰で今年度会長が務まり

ました。有難うございました。 

竹岡副会長、私の会長席の隣で黙って座っていてくれるだけで、

絶大なる安心感に救われました。有難うございました。 

門田幹事、いつも明るく皆を和ませ、信頼厚く、レスポンスに

優れ次年度幹事として大きく成長されました。次年度安心です。

有難うございました。 

松苗 SAA、最後に目標達成お疲れ様でした。流石です。感動し

ました。有難うございました。 

そして広島城南ロータリークラブの皆様今年度有難うございま

した。最後に今年度活動テーマ新たなスタート【原点回帰】は

世の中がコロナウィルスの影響そしてウクライナ紛争等で宛ら

戦時中のような世界情勢【緊急事態宣言等】になり、時代の大

きな転換期を迎えていると思います。その中で広島城南ロータ
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リークラブの皆様はロータリー活動を通じて自分自身を高め、

変化を恐れず、前向きに突き進む力を信じ、これからのクラブ、

会員の３年、５年、10 年後を見据え成長して頂けたら幸いです。

そして、次年度に向けて広島城南ロータリークラブの火をさら

に、もっと大きく掲げていきましょう。皆様１年間有難う御座

いました。 

平井 篤志直前会長  

古江会長の素晴らしい挨拶のあと

は大変やりにくいです。古江年度

は一部ウェブ例会にはなりました

が、例会を滞りなく実施し来賓を

お迎えすることができてよかった

です。来週の夜間例会を楽しみに

しております。 

大畑 哲也会長エレクト  

今年１年間会長エレクトとして古江

会長の下次年度に向けて勉強させ

て頂きました。会長エレクト研修

セミナー、インターシティミーテ

ィング、地区研修・協議会などで

会長としての心構えを勉強致しま

した。まだまだコロナ禍の影響は

あると思いますが皆さんと一緒にロータリーを勉強しながら楽

しく親睦を深めて行きたいと思います。この１年間ありがとう

ございました。そして次年度は宜しくお願い致します。 

竹岡龍太郎副会長・会員組織委員会理事  

 今年度、副会長と会員組織委員

会理事を務めさせていただきまし

た。クラブ細則によれば、副会長

は、会長不在の場合に議長を務め

る、とありましたが、就任当初か

ら古江会長はとてもお元気な方な

ので出番はないだろうなと思って

いたところ、やはり出番はありませんでした。ただ、会長がお

元気でクラブの活動を継続できたことはクラブにとっては幸い

なことでした。 会員組織員会理事ですが、今年度もコロナ禍

の難しい状況にあって、新入会員を迎えることができたことは、

クラブにとって大変貴重なことでしたし、職業分類・会員選考

委員会の高雄委員長、会員増強・維持委員会の水口委員長をは

じめ皆さんのお陰様だと感謝しております。他方、既存の会員

へのフォローが十分だったかについては反省点があると感じて

います。次年度以降、候補者リストによる勧誘や、会員維持に

ついての活動が活発に行われればいいなと思います。この度、

無事に退任できることは皆様のご支援のおかげであると感謝し

ております。一年間、ありがとうございました。 

 

 

竹村 有右クラブ広報委員会 理事 

今年度、初めて理事という大役を仰せつかりました。会員の皆

様のご協力のおかげをもちまして１年間の活動を終えることが

できました。誠にありがとうございました。このような時節に

おきまして様々な制限がある中、広報活動の難しさもありまし

たが、貴重な経験をさせていただきました。今後のロータリー

活動に役立てていきたいと思います。皆様、次年度もご指導ご

鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

木本 博之クラブ管理運営委員会 理事 

今年度もコロナの影響を大きく受け

た一年となりましたが、皆さまの

ご支援、ご協力によりまして無事

に務めることができました。クラ

ブ管理運営委員会はロータリー情

報委員会、プログラム・出席委員

会、親睦活動委員会の３つの委員

会から構成されておりますが、河中委員長、花島委員長、青野

委員長をはじめとして各委員の方々には鋭意努力していただ

き、当初の計画目標をおおむね達成することができたと思って

おります。会員の皆様、一年間、ありがとうございました。 

加島 文斎奉仕プロジェクト委員会理事 

今年度も奉仕プロジェクト委員会では、新型コロナウイルスの

影響により、各チーム計画していたことが、ほぼ中止になりま

した。特に社会奉仕での大規模な元宇品の清掃活動を奉仕デー

に予定していたのですが、緊急事態宣言期間により中止になり、

とても残念な事となりました。次年度にも引き続き、海洋ゴミ

問題へ取り組んでいただきたいです。一年間、ありがとうござ

いました。 

財団関連委員会 田中地宏保理事 

今年度財団関連委員会理事を勤めさ

せていただきました田中地です。過

去、まったく経験の無い分野でなか

なか計画通りに計画を進めることが

できませんでした。そんな中でも前

年度事業として修道院にパソコン寄

贈を行い子供たちの喜んでいる表情

を見れたことなど貴重な経験をさせて頂いたと思っておりま

す。今期、成し遂げられなかったことは多々ございましたが、

計画途中の事案等、次年度理事、委員会の方々と密に話をさせ

て頂いてフォローさせて頂ければと思っております。最後にな

りましたが１年間ありがとうございました。 

有田 一郎会計長 

今年度は昨年同様コロナの為に縮小例会になり、活動もままな

らない状況の為に出費もままならず、一般会計も、ニコニコ箱

会計も黒字決算になりました。赤字予算から黒字決算会計出来

たのは良いのですが、城南ロータリーとしては何とも情けなく

感じます。来年度は是非とも活動を活発にして、浄財を上手く
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活用して頂きたいと思います。 

松苗 弥生 SAA 長 

ニコニコ箱会計については全会員の

皆様に出宝頂きました。予算につ

きましては、コロナ禍において例

会が約２ヶ月取りやめになり、ズ

ームでの会議となった為、残念な

がらあと少しでしたが、未達に終

わりそうです。次年度ＳＡＡ長含

め、委員の皆様にはスムーズな例会創り、会場設営、楽しく明

るい会員自らが出宝して頂けるような環境作りを目指して頂け

れば幸いです。今年度１年皆様には沢山のご協力を頂きまして

ありがとうございました。 

門田 充慶副幹事 

1 年間福山幹事の元、副幹事とし

て会務運営のサポートをさせてい

ただきました。また、正副幹事会

や合同幹事会など、初めて対外的

に城南ＲＣを代表して会議や懇親

会に参加し、他クラブの方と触れ

合い貴重な経験を積ませていただ

きました。そして、次年度に向けて次年度理事会を運営させて

いただきました。次年度理事役員の皆さまや事務局の新畑さん

には特にお世話になりました。これからが本番ですので、これ

からも引き続きよろしくお願いいたします。1 年間ありがとう

ございました。 

福山 正剛幹事 

今年度もコロナ禍の影響によりロー

タリー活動が大きく制限されまし

た。予定されていた事業や行事が

次々と中止になり、緊急事態宣言

およびまん延防止等重点措置期間

は、例会をウェブ配信（ZOOM）方

式で行うこととなりました。古江

会長の「城南ロータリークラブの灯火を消さない」という強い

思いがありました。不慣れなウェブ配信により会員の皆様には

多大なるご不便をお掛けすることとなりましたことをお詫び申

し上げます。古江会長はじめ四役の皆様、理事役員・委員長・

副委員長の皆様、会員の皆様、事務局 新畑さん、すべての方

のご理解とご協力、ご指導によって幹事の業務を行うことがで

きましたことを感謝申し上げます。一年間本当にありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

第 1241回例会 2022年 06月 24日 

～ 最終夜間例会 ～ 

河野隆会員 旭日小綬章 授章祝い 

 

入会月 
田上  剛 会員 平成20年06月13日 

山内  将 会員 平成26年06月06日 

 

創業月 
大西 正朗 会員 昭和02年06月01日 大西運輸（株） 

有田 一郎 会員 昭和50年06月04日 有田歯科医院 

二上 真也 会員 平成元年06月01日 （株）ミカタ建設 

 

幹事会務報告 
１．ボック配布物  

 ・臨時理事会議事録 

・7月プログラム 

・7月第3例会の案内 

・休会のご案内 

・2022-23年度緊急連絡網 

・次年度からのお願い、SAA・出宝のお願い 

・就任挨拶原稿依頼（次年度理事役員・委員長のみ） 

・会報5月号（希望者のみ） 

・7月例会出欠回答用紙（未提出者）…お帰りの際に受付に 

提出下さい。 

２．お知らせ 

 ・百万ドルの食事について 

本年度分 190,515円になりました。ロータリー財団委員会 

の事業計画に基づいて、ロータリー財団年次寄付・ポリオ 

プラスに寄付します。一年間ご協力、ありがとうございま 

した。 

・本日が本年度最終例会です。次年度７月１日例会よりボッ 

クスの位置が変わりますので、ボックスの中に文章等が残 

っておりましたら、全てお持ち帰り下さいますようご協力 

をお願い致します。  

・7月分会費について 

7月1日例会終了後開催される理事会で予算承認を得た後に 

発送する予定です。 
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～ 最終夜間例会  懇親会～ 

 
点鐘引継 
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３RC親睦ゴルフ大会 
2022.6.4 鷹ノ巣ゴルフクラブで第 166 回バーディー会、東南/

中央/城南の 3 ロータリー親睦ゴルフ大会が開催されました。3

年ぶりの開催となり、僅差で城南ロータリークラブが団体優勝

しました。 

 

 

第 37 回全国ロータリークラブ野球大会 
広島城南ロータリークラブ野球同好会として、甲子園球場で

野球をしてきました。 

結果は 13（大分中央）―11（広島城南）と接戦の末、負けま

したが、古江年度最終日に大変楽しく盛り上がりました。 

前日の監督会議では、７つのロータリークラブ（大分中央、

京都伏見、浜松ハーモニー、岩国中央、出雲中央、成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀ

ﾝ、大阪中之島）とバナー交換をしました。

 

 

 

 

 

インターシティミーティング 
6月12日に開催された、2021～2022年度 国際ロータリー第2710

地区グループ6・7合同インターシティミーティングに参加致し

ました。 

 


