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第 1242回例会 2022年 07月 01日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さんこんにちは。今日からいよ

いよ新しい年度のスタートです。大

変緊張をしておりますが、今年一年

皆さんと楽しく有意義な年度にして

参りたいと思いますので宜しくお願

い致します。 

さて本日は我がクラブのスポンサ

ークラブである広島中央ロータリークラブの会長、山野井秀樹

様、副幹事の上田恵様がお見えになっておられます。本来なら

ば私と門田幹事が先にお伺いする所でございますが日程の関係

上先に来て頂く事となりました。ロータリーの先輩クラブとし

て今後も見習い、勉強させて頂きたいと思います。皆様、今年

一年宜しくお願い致します。 

 

広島中央 RC 山野井秀樹会長 ご挨拶 
いつもお世話になっております。本

年度も宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

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％ 
田中 清峰 会員 24年間連続100％出席 

松本 勝行 会員 19年間連続100％出席 

吉村 元亨 会員 09年間連続100％出席 

山本 博之 会員 03年間連続100％出席 

 

前年度四役記念品贈呈 

 

幹事会務報告 
1．ボックス配布物 

・2022-23年度会員証…裏面に署名をしてご使用下さい。 

 前年度のものは破棄して下さい。 

 ・2021-22 年度ガバナーズレター 最終号 

 ・2022-23 年度ガバナーズレター・ロータリーの友誌 7 月号 

 ・例会食事試食会開催のご案内 

  と き：7月26日（火）12:30～ 

ところ：シェラトングランドホテル広島 3F水輝 

  回答が分かる方は、お帰りの際に回答用紙を受付に提出願い

ます。 

2．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「華」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 戸田委員長 

(2) 広報・ロータリーの友誌委員会 山本委員長 

会長／大畑哲也   副会長／河中 清   幹事／門田充慶    副幹事／木本博之   クラブ会報編集委員長／竹村有右 

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 山野井様（T） 

・新年度のスタートお喜び申し上げます。 

広島中央 RC 上田様（H） 

・新年度大畑会長、河中副会長、門田幹事、木本副幹事、就任お

めでとうございます。そして前会長古江さん、前幹事福山さん

おつかれさまでした。 

 

大畑会員（T） 

・いよいよ大畑年度が始まります。今年一年皆さま宜しくお願い

致します。 

・昨日城南ロータリークラブ野球同好会で甲子園に行って参り

ました。古江直前会長の後を受けマウンドに上がりましたが 3

失点ノックアウトで降板致しましたので出宝致します。 

・本日理事役員就任挨拶よろしくお願いいたします。 

門田会員（T） 

・広島中央 RC 山野井会長、上田副幹事ようこそお越し下さいま

した。ごゆっくりお過ごし下さい。いよいよ本年度が始まりま

した。皆様一年間よろしくお願いいたします。 

河中会員（H） 

・今年度は副会長を務めさせていただく事になりました。一年間

よろしくお願いします。広島中央ロータリークラブ山野井会長、

上田副幹事、ようこそ広島城南ロータリーへ 

木本会員（H） 

・今年度副幹事を務めさせていただきます。大畑年度、1 年間よ

ろしくお願い致します。 

古江会員（T） 

・いつもお世話になってます。古江です。先日ロータリー甲子園

に参加させて頂きました。（一番ピッチャー古江君）と呼ばれ

感動いたしました。フォアボールから始まり 5 失点散々の結果

に終わりましたが、素晴らしい思い出が出来ました。野球同好

会の皆様はじめ、高藤会員、橋沢会員大変お世話になりました。

有難うございます。 

・そして本日より大畑、門田年度が始まります。大畑会長、ワク

ワクしてたまりません。今年度も宜しくお願い致します。 

福山会員（H） 

・大畑会長、門田幹事、1 年間よろしくお願いいたします。昨日

の野球同好会の甲子園遠征、楽しい思い出になりました。お世

話になりました。 

戸田会員（T） 

・大畑会長年度のスタートです。みんなで楽しく参りましょう。

プログラム出席委員長ですよろしくお願いします。 

・もうすぐ 69 歳の誕生日です。 

髙雄会員（W） 

・新年度が始まりました。大畑会長・門田幹事、宜しくお願いし

ます。 

・先週の最終夜間例会の時、久しぶりに田中地会員や花島会員と

はしゃいでいたら、マスクを失くしてしまい困っていました。

すると、隣に座っていた冷静沈着な平井会員が、予備のマスク

をそっとくれました。有難うございました。 

児玉会員 

・大畑会長本日から 1年、よろしくお願いします。 

平井会員 

・大畑年度期待しております。バーディー会の会計監査をさっき

行いました。疲れました。 

藤井会員（H） 

・大畑年度、1 年間宜しく御願い致します。広島中央、山野井様、

上田様ようこそおいで下さいました。 

・昨日 RC 野球大会甲子園でエース山内さん不在のため急きょ登

板しました。70 球も投げて体がボロボロなのに高藤監督から

出宝のサインが出ましたので出宝します。 

水口会員（W） 

・二週間前、電車に乗り遅れそうになったので走ろうとしたらア

キレス腱が切れました。皆様もお気をつけ下さい。 

田上会員（W） 

・大畑会長、門田幹事のもと、木本副幹事とともに一年間頑張ら

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

山内会員（H） 

・私事の為、野球に参加出来ずに、いわおさんにピッチャーをお

しつけてしまいすいませんでした。次回は投げますので出宝で

ゆるして下さい！ 

二上会員（H） 

・大畑年度いよいよ始まりました。大畑会長、門田幹事がんばっ

て下さい。 

・昨日、聖地甲子園で野球をして来ました。グランドから見た景

色はなんともいえない景色でした。段取りしてくれた高藤さん、

橋沢さん、関係者の皆様ありがとうございました。 

・家族から息子より先に名前をのせるなと笑われました。 

花島会員（T） 

・広島中央ロータリー山野井会長、上田副幹事様ようこそ城南ロ

ータリーの例会に来ていただきました。楽しんでいって下さい。

大畑会長、門田幹事一年間よろしくお願い致します。今年度の

スタートが 7月 1 日と非常に縁起が良く感じております。すば

らしい一年にしていきましょう。そして昨日の甲子園お疲れ様

でした。暑い中でしたが楽しかったです。 

松苗会員（W） 

・大畑会長、門田幹事 1 年間よろしくお願いします。 

高藤会員（T） 

・本年度も宜しくお願いします。大畑会長、門田幹事お世話にな

ります。甲子園最高でした！ 

藤原会員（T） 

・山野井さん、上田さんようこそおこし下さいました 

・甲子園行ってきました！3 打席、2 打数 1 安打、（センターオー

バー）2盗塁、1三振、1 エラーということで、、、出宝します。
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天気も良く、とても楽しかったですが、右足肉離れ。 

青野会員（H） 

・新年度のスタートを慶ばしく思います。今年度もよろしくお願

いします。甲子園での野球は貴重な経験でした。2 日間ありが

とうございました。 

橋沢会員（T） 

・沢山ありますが、まずは今年度、大畑年度盛り上げます！ 

・山野井会長、上田副幹事ようこそです。 

・甲子園大会、おつかれ様です。チンプレー、好プレー、盛り沢

山、最高のチームでした！しゅっぽ～う。 

山本会員 

・日頃シェラトンホテルをご利用頂きありがとうございます。今

年も 1 年間どうぞ宜しくお願い致します。 

大西会員（T） 

・大西です。今日から大畑さんが会長になられました。大畑会長

1 年間、がんばって下さい。支えさせて頂きたいと思います。

それと昨日の甲子園、お疲れ様でした。出宝しなさいとの事な

ので、大畑会長の就任のお祝いと合わせて「たいまい」出宝し

ます。 

南会員（T） 

・南です。大畑会長、門田幹事、宜しくお願いいたします。昨日

甲子園で野球の試合をさせていただきました。最高でした。あ

りがとうございます。 

竹村会員 

・本年度もよろしくお願いいたします。 

計 162,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～新年度 理事・役員就任挨拶～ 
大畑哲也会長 

改めまして今年度会長を務める大畑で

ございます。今年一年宜しくお願い致し

ます。 

RI 会長ジェニファー・ジョーンズ氏

の会長テーマは『イマジン・ロータリー』。

世界にもたらされる変化を想像して大

きな夢を描き、その実現のためにロータリーの繋がりを生かすよ

う呼びかけました。 

第 2710 地区石川ガバナー信条は「人生 100 年時代に向けて健康

寿命を延ばそう～がん・生活習慣病の予防～」とされました。 

この他地区運営方針として 

重点運営方針 

1・健康寿命を延伸する事により、5 大奉仕と７つの重点分野を

遂行するために必要な財団支援を行う。 

2・会員増強と退会防止につとめる。 

3・DEIに取り組む。 

そして私の会長方針は、『ロータリーの夢に向かって行動しよう』

です。今年度皆さんとロータリーの夢を実現するために好意と友

情を深め共にロータリー活動を行いましょう。ご協力よろしくお

願いします。 

 

古江暢敏直前会長 

いつもお世話になっています。今年度

は直前会長です。会長経験を活かし、

来賓に対して有意義な例会時間を過ご

していただけるように頑張ります。 

 

田上剛会長エレクト 

2022-223 年度の会長エレクトを務めさ

せていただく田上です。この１年間、城

南ロータリークラブの総合的な運営に

ついて、大畑会長、河中副会長、門田幹

事の下で、木本副幹事とともに勉強させ

ていただき、来年度に活かしていきたい

と考えています。どうかよろしくお願い

致します。 

 

副会長・会員組織委員会 河中清理事 

こんにちは、今年度は副会長を務めさ

せていただくことになりました河中で

す。これからの１年間、微力ではござ

いますが、大畑会長を支えながら、ま

た、会員組織委員会の理事として、広

島城南ロータリークラブの維持発展の

ために、努力してまいりたいと思います。一年間、よろしくお願

いいたします。 

 

クラブ管理運営委員会 田中地宏保理事 

 本年度、クラブ管理運営委員会理事を

務めさせていただきます田中地です。今

年度は大畑会長方針の基にロータリー

情報委員会児玉委員長、プログラム出席

委員会戸田委員長、親睦活動委員会橋澤

委員長以下、委員会員の皆様とその他委

員会ともしっかり連携して勉強させていただきながらもフォロ

ーも確実にしていきたいと思っております。本年度はコロナ感染

症の制約も緩和方向でこれまでのストレスを発散できるよう頑

張っていきたいと思います。今年度１年間宜しくお願いします。 

 

クラブ広報委員会 藤井巌理事 

昨年度からクラブ広報委員会で計画さ

れている案件を引継ぎ、ご指導頂きなが

ら１年間皆様と共に頑張っていきたい

と思いますので宜しくお願い致します。 
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奉仕プロジェクト委員会 水口弘士理事 

 

13 年目にして初めての奉仕部門への配

属となりました。今年度は各プロジェク

トチームが計画された事業の着実な実

施とともに、皆さんの協力のもと今後の

城南 RC の奉仕の在り方について考える

奉仕 PT 委員会にしたいと考えています。一年間、よろしくお願

い致します。 

 

財団関連委員会 山内将理事 

大畑会長方針に従って、各委員長の協

力の下、事業計画を遂行できるように

頑張っていきたいと思います。 

 

 

松苗弥生会計長 

今年度の会長方針に基づき、委員会活動

が活発に行われるよう、会計という 側

面からサポートして行きたいと思いま

す。 予算上、一般会計の繰越金に余裕

はありませんので、収支を、改善するに

は無駄なお金を使わず会員数を増やすに

限りますので、不慣れなポジションではございますが、皆様１

年間よろしくお願い致します。 

 

花島司 SAA 長 

前年度、松苗 SAA 長から引き継ぎまし

て、今年度もスムースな例会運営にして

いく為、親睦活動委員会と共に連携して

やっていきたいと思っております。皆様

方におかれましては、夜間例会の時にお

願いした、ニコニコの出宝にご協力をよ

ろしくお願い致します。そして、様子を見ながらになると思いま

すが、色んな方との懇親を図る為に、席替えも検討しております。

今年度は少し料理の内容を変えていきたいと思っておりますの

で、7 月 26 日に試食会を開催いたします。多くの方にきていた

だきたいと思っておりますので、ご協力を宜しくお願い致します。 

 

木本博之副幹事  

本年度は大畑会長と門田幹事の支えと

なるよう尽力致します。また、次年度

田上年度をしっかりと切り盛りできる

よう学びの一年とする所存です。至ら

ぬ点が多々あるかもしれませんが、何

卒、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願

い致します。 

門田充慶幹事 

幹事を務めます門田充慶です。幹事の仕

事はスムースな会務運営を行うこと、ひ

いては会長・副会長をはじめ各理事・各

正副委員長・各委員の皆さまがそれぞれ

のロータリー活動に邁進いただける環

境作りだと考えます。１年間皆さまのサ

ポート役として与えられた役職を務めて

参る所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

第 1243回例会 2022年 07月 08日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さんこんにちは。今週月曜日に

中央ロータリークラブに門田幹事

とご挨拶に行って参りました。公

式訪問は私の幹事時代からですの

で、約 10 年ぶりとなります。 

以前は会長のお供でしたので挨

拶をする事なく会長の横で食事を

しながら談笑していたのを思い出します。他クラブに行きますと、

色々と例会の進行方法が違う事に気が付きます。また、当日は新

入会員の披露を行っていましたが、なんと６名の入会者でした。

我が城南も負けない様に会員増強致しましょう。中央ロータリー

クラブの皆様にはとてもフレンドリーに迎えて頂きました。皆さ

んも是非、メーキャップが出来るようになりましたら行って頂き

たいと思います。 

野球同好会についても少しお話をしたいと思います。試合前日

に監督会議があり、そこでこの度甲子園出場にあたり大変お世話

になった広島北ロータリークラブに所属しておられます中尾建

三様にお会いしました。中尾建三様は現在「全国ロータリークラ

ブ野球大会コミッショナー」にこの度なられたお方です。同じ広

島と言う事で大変気に掛けて頂きました。 

監督会議には対戦する大分中央 RC を含め７つのクラブとバナ

ー交換をし、とても和気あいあいと楽しく、過ごすことが出来ま

した。この度はコロナ禍の影響で代表 3 名と言う事でしたが、本

来は全員参加だそうです。その節は是非皆さん参加し他クラブと

親睦を深めて頂きたいと思います。 

その後二上さんの弟さんが営業している天平と言う焼肉屋さ

んで明日の試合に向けての決起大会と称して飲み会が始まり、気

が付けば日付が変わるまでそれぞれ楽しんでいたようです。 

それでも炎天下の中、高校野球をする少年のように皆さん元気

よくプレイしていました。このような貴重な体験が出来たのもロ

ータリークラブに所属していたからです。今回参加出来なかった

方も次回チャンスがあれば是非参加してみてください。 

今日の会長時間は以上です。ありがとうございました。 
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結婚記念月 
南 真一 会員 06日（銀婚式） 

田上 剛 会員 07日 

 

入会式 
畝本一行（うねもと かずゆき）会員の入会式が行われました。 

 

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 136 円になりました。（6 月 127 円） 

2．お知らせ 

・第 1回理事会議事録、前年度臨時理事会議事録…７月分会費 

請求書に同封して発送していますので、ご確認下さい。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 戸田委員長 

 

ニコニコ箱 
大畑会員（W） 

・畝本一行さん、ようこそ城南ロータリークラブへ。一緒にロー

タリーを楽しみましょう。 

・本日「委員長就任挨拶」皆様よろしくお願いいたします。 

門田会員（T） 

・畝本さん入会おめでとうございます。これからよろしくお願い

します。先週の例会で 2 回かんだとご指摘があったので出宝し

ます。 

河中会員（H） 

・畝本一行さんようこそ城南ロータリークラブへ。仲間が増えて

うれしいです。各委員会の委員長様、一年間よろしくお願いし

ます。 

古江会員（W） 

・本日も直前会長頑張らさせていただきます。 

戸田会員 

・委員長就任です。よろしくお願いします。 

髙雄会員（W） 

・畝本会員ようこそ入会されました。心よりご歓迎申し上げます。

緊張をほぐして、ロータリーを楽しんで下さい。 

・本日、委員長就任挨拶をさせて頂きます。 

児玉会員 

・畝本さん城南RCへようこそ。これからよろしくお願いします。 

花島会員（W） 

・畝本君よくぞ広島城南ロータリークラブに入会してくれまし

た。心よりうれしく思っております。 

福山会員 

・畝本さんご入会おめでとうございます！これからよろしくお

願いいたします。 

二上会員（W） 

・畝本さん今日からよろしく御願いします。 

・月曜、仕事帰りに交差点で止まっている所、後方より車が来て

サイドミラーにぶつかり大事な車にキズがつきました。皆様事

故には気を付けましょう。 

橋沢会員 

・先日の甲子園大会お疲れ様でした。いわおさんからクレームが

入り、投げた後、口の中に、6 つ口内炎が出来て無呼吸になっ

ているなど様々なクレームが、、、、そんないわおさんが好きな

ので出宝しました！ 

大西会員（W） 

・大西です。7 月 6 日（水）、中央ロータリークラブの大坂会員

の船で、児玉会員と花島会員と一緒に、生まれてはじめて釣り

に行きました。花島会員は「あこう」、児玉会員と大坂会員は

「たい」を釣りました。私は、大物は釣れませんでしたが、「き

す」と「あじ」を釣ることが出来ました。釣ったといっても、

仕掛けやえさ付け、釣り上げた魚の針を取る作業は全部花島会

員にやってもらいました。花島会員ありがとうございました。

自分で釣った「あじ」はあじフライにしていただきました。一

緒に行ってもらった 3人の方に感謝して出宝します。 

南会員（H） 

・火曜日にロータリークラブに入会させていただき初のメーク

アップにお伺いさせていただきました。 

・7 月 6日無事に銀婚式を迎えることが出来ました。25 年間長か

ったような短かったような、これからも妻を大事にいたわり、

感謝の気持ちを忘れず頑張って参ります。 

・畝本さん宜しくお願いいたします。 

畝本会員 

・本日より城南ロータリーの一員となりました畝本です。皆様よ

ろしくお願いいたします。 

竹村会員 

・畝本さんこれからよろしくお願いいたします。本日、委員長就

任挨拶をさせていただきます。 

計 31,000 円 

愛のコイン箱                  
 

4,965 円 
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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 髙雄準善委員長 

職業分類に関しましては、入会対象者に

適した職業分類を理事会に報告する事と

、｢職業分類表｣について必要な場合は理

事会と協議をしたいと思います。会員選

考に関しましては、ロータリーの目的を

基本理念に据え、入会対象者を選考し速

やかに理事会に報告をしたいと思います。

平井副委員長・古江委員と一緒に１年間務めさせて頂きますので

宜しくお願いします。 

 

会員増強・維持委員会 有田一郎委員長 

会員増強の為にオープン例会を実施した

いと思います。又同好会活動を応援した

り、ロータリー情報委員会とも話し合い

をしながら、頑張りたいと思っています

。また退会防止も考えながら、一年間頑

張っていきたいと思います。 

 

ロータリー情報委員会 児玉哲也委員長 

本年のロータリー情報委員会の委員長を

させていただく児玉です。ロータリー情

報委員会では入会予定者（会員候補者）

にロータリークラブ会員の特典と責務に

関する情報を提供していき、会員にあら

ゆるロータリーの歴史、綱領、活動に関

する情報を福山副委員長と発信をしていけたらと思っていま

す。一年間ご指導ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

プログラム・出席委員会 戸田拓夫委員長 

様々なクラブ活動の出席を推進します。ま

た会員卓話に指名された会員の方には、大

畑会長方針の「夢」を題材に、小さい頃の

夢、仕事上の夢、これからの夢を心置き無

く語っていただきます。よろしくお願い致

します。 

 

親睦活動委員会 橋沢宏弥委員長 

コロナ禍が続く中で直接顔を合わせての

親睦活動が制限される可能性もありま

すが、状況に応じた臨機応変な対応・企

画を検討しながら、充実した親睦行事が

実行できるよう努めてまいります。皆様

にはご相談・ご協力をお願いすることも

多々あると思いますが、何卒よろしくお

願い申し上げます。 

 

職業奉仕プロジェクトチーム 加島文斎委員長 

本年度、職業奉仕プロジェクト委員会 

委員長に就任いたしました。計画といた

しましては、第二例会での「四つのテス

ト」の唱和。ロータリーカレンダーを全

会員に配布。ここ２年中止となっていた

職場訪問例会の実施を計画いたしてお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

社会奉仕プロジェクトチーム 高藤孝一委員長 

この度、社会奉仕プロジェクトチーム、

委員長に就任しました高藤孝一です。社

会奉仕については、私は初めての委員会

ですが、水口理事や他奉仕チームの方と

しっかり連携取りながらすすめていけた

らと思います。前年度までコロナウィル

スの影響で、活動が出来なかった事業

を、今期実現し、城南ロータリークラブとして会員全員に奉仕

の機会を提供できたらと考えます。この、一年も宜しくお願い

します。 

 

青少年奉仕プロジェクトチーム 青野大輔委員長 

この度、青少年奉仕プロジェクトチーム

の委員長を仰せつかった青野です。アフ

ターケアひかり様との SST、広島修道院

様との職業交流会他様々な行事が計画さ

れています。かかわる皆様に夢と希望を

持っていただける事業を実行できるよう

努めてまいります。まだ不慣れで先輩方にアドバイスをいただ

くこともあろうかと思いますが、1 年間何卒よろしくお願いい

たします。 

 

国際奉仕プロジェクトチーム 吉村元亨委員長 

今年度は、これまで本クラブが行ってきた国際奉仕を振り返

り、ベトナムからの米山留学生を迎えていることを踏まえ、今

後のベトナムへの国際奉仕の推進を図る年とするとともに、ウ

クライナの戦争難民への支援を模索し、長期的な支援の立案・

実施を図りたいと思っています。ご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

ロータリー財団委員会 竹岡龍太郎委員長 

今年度、ロータリー財団委員会の委員長を

務めます竹岡です。ロータリー財団を支え

るための寄付金のお願い、ロータリー財団

の理解が深まるような情報提供、奉仕プロ
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ジェクトに補助金を利用することについての検討等、委員会の役

割を果たせるよう努めます。一年間、よろしくお願いいたします。 

 

米山奨学委員会 二上真也委員長 

大畑会長の方針に基づき、会員みなさ

まに米山奨学事業についてより一層理

解を深めてもらいたいと思います。ま

た、今年よりカウンセラーも拝命しま

したので、米山奨学生のゴ・ゴック・

カインさんを支援していき、会員全員

の協力もお願いしたいと思いますので、一年間よろしくお願いし

ます。 

 

クラブ会報編集委員会 竹村有右委員長 

今年度クラブ会報編集委員会の委員長

を務めさせていただくことになりまし

た。皆様にご協力いただき、ロータリー

の活動を記録に残していきたいと思い

ます。また、ロータリー活動をより多く

の方達に知っていただけるよう、精一杯

取り組む所存でございます。一年間よろしくお願いいたします。 

 

広報・ロータリーの友誌委員会 山本博之委員長 

会長方針に従い、“奉仕と夢“ という

key word で、ロータリー友誌から当クラ

ブにとって参考となる活動を、毎月の第

一例会にて、なるべく分かり易く紹介し

ていきたいと考えています。又、ロータ

リー友誌の他委員の方々との関係を良好

に保ち、常に One team で進んでいきま

す。 

 

第 1244回例会 2022年 07月 15日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さまこんにちは。お客様もようこ

そ、お越し下さいました。 

ごゆっくりお過ごし下さい。 

本日は、第 2710 地区、グループ７

のガバナー補佐、香川基吉（かがわも

とよし）様、ガバナー補佐幹事、原敬

（はらたかし）様をお迎えしておりま

す。例会終了後クラブアッセンブリーを開催し 2週間後に行われ

るガバナー公式訪問に向けてご指導を頂きたいと思います。又、

会長時間の後にご挨拶を頂きたいと思いますので宜しくお願い

致します。そして入会予定者として福田亜見様が例会に来られて

います。本日はごゆっくりお楽しみください。 

ガバナー公式訪問につきまして、今までにない早い時期なので

我が広島城南ロータリークラブも慌てております。フォーラムの

主要テーマのご提示が以前石川ガバナー様よりございました。 

「第一項目の 5点より 3 点を選びご意見を頂きたい」と。その中

から我が広島城南ロータリークラブは、今まで活動してきたこと

に重ね、5大奉仕と 7つの重点分野について、財団支援について、

会員増強について、を選択させていただきました。 

私がロータリーに入った頃は様々な奉仕活動が行われていま

した。正直なところロータリーに入るまでは、そこまで奉仕活動

に対して真剣に考えたことはありませんでした。しかし、クラブ

内では奉仕について皆で考え、協議し、行動を起こし、実践する。

今までにない、達成感と喜びをクラブで共有出来た事がまさに今

年の会長方針「ロータリーの夢に向かって行動しよう」でした。 

最近又コロナ感染者が増えて来ましたが以前の様なロータリ

ー活動が出来る事を期待し皆で準備を進めて行きましょう。 

今日フォーラムで発表される皆様、そして参加される皆様クラ

ブアッセンブリー宜しくお願い致します。 

 

ガバナー補佐 来訪挨拶 
ご来訪頂きました、香川基吉ガバナー

補佐より、ご挨拶を頂きました。 

 

 

 

 

 

記念日（配偶者誕生日） 
吉村 元亨 会員（吉村さゆり様）  15日 

藤原 智昭 会員（藤原 志織様）  16日 

田中地宏保 会員（田中地益恵様）  26日 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・2022-2023年度事業計画書  

・8月例会のご案内…出欠について回答が分かる方は、 

 お帰りの際に回答用紙を受付に提出願います。 

・例会休会のご案内 

２．お知らせ  

・次週22日（金）は休会となっております。次回の例会は29 

日ガバナー公式訪問になりますので、お間違えないよう 

お願い致します。 

 ・例会終了後、クラブアッセンブリーが開催されます。 

  関係者の方はご出席、宜しくお願い致します。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 大西委員 
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ニコニコ箱 
7 月 15 日（金）ニコニコ箱 

香川 基吉 ガバナー補佐（広島西 RC）（H） 

・広島城南 RC の皆様、宜しくお願い致します。 

大畑会員（H） 

・香川基吉ガバナー補佐様、原敬ガバナー補佐幹事様、本日のク

ラブアッセンブリー宜しくお願い致します。 

・福田亜見様、ようこそ広島城南ロータリークラブへ。次回入会

を楽しみにしています。 

・本日の決算報告・予算説明宜しくお願い致します。 

門田会員（T） 

・ガバナー補佐香川 基吉様、ガバナー補佐幹事原敬様ようこそ

お越し下さいました。入会予定者の福田さんもようこそお越し

下さいました。ごゆっくりおすごし下さい。 

河中会員（W） 

・香川ガバナー補佐様、原ガバナー補佐幹事様、本日はよろしく

お願いします。福田亜見様ようこそ広島城南ロータリークラブ

へ。 

蛭子会員 

・明日 7 月 16 日中央 RC と囲碁対抗戦を行います。畝本会員の歓

迎会をかねて。 

髙雄会員（W） 

・福田様ようこそお越し下さいました。心より歓迎致します。ど

うぞくつろいでお過ごし下さい。 

花島会員 

・香川基吉ガバナー補佐様、原敬ガバナー補佐幹事様、本日は宜

しくお願いします。福田亜見様、ようこそ城南ロータリークラ

ブの例会に来ていただきました。楽しんでいって下さい。 

松苗会員（W） 

・本日予算報告させて頂きます。よろしくお願いします。 

橋沢会員（W） 

・ガバナー補佐香川様、ガバナー補佐幹事原様、本日はようこそ

お越し下さいました。 

・福田さん 8 月から宜しくお願いします。 

青野会員（W） 

・ガバナー補佐香川様、ガバナー補佐幹事原様、本日はようこそ

お越しくださいました。 

・福田様、本日はごゆっくりお過ごし下さい。 

大西会員（W） 

・入会予定の福田さん、いらっしゃいませ。これからよろしくお

願いします。 

南会員（W） 

・入会予定の福田さんよろしくお願いいたします 

・高校野球広島大会の開会式が開催され嬉しく思いました。去年

の次男はできませんでした。 

竹村会員 

・香川ガバナー補佐様、原ガバナー補佐幹事様、ようこそお越し

下さいました。本日はよろしくお願いいたします。 

・福田さんようこそ城南ロータリークラブへお越し下さいまし

た。これからよろしくお願いいたします。 

計 30,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 事業計画・決算報告 ～ 

門田充慶会員 
2022-23 年度事業計画 

１，会長方針 

前年度の会長方針は「新たなスタート

【原点回帰】」から今年度は「ロータ

リーの夢に向かって行動しよう」とな

りました。 

これは、コロナ禍で混沌とした状況の

中、ロータリーは何ができるのか？今

一度足元を見つめ直し、新たな気持ちでスタートを切った前年度

の流れをうけ、 

今年度は更にロータリー活動の歩みを進めるために、その原動力

として『夢』の力を信じ、その実現に向けて皆で好意と友情を深

め行動していきたいという大畑会長の想いを表したのが、今年度

の会長方針です。 

２，各委員会の事業計画 

その会長方針に沿って、各理事・各委員長が事業計画を作成され

ました。 

本日配布された事業計画には、今年度の会長方針「ロータリーの

夢に向かって行動しよう」、 

「夢」という言葉が至るところにあふれております。 

広報ロータリーの友誌委員会では、奉仕や夢の実現などの記事を

中心に伝えて行きたい。とあります。 

また、プログラム出席委員会では、「夢」をテーマに会員卓話を

準備いただいております。 

まさに、大畑年度は「夢」にあふれたロータリー活動が行われる

年度となることと思います。 

各委員会の方針や計画については、是非皆さまご覧いただき、活

動への積極的な参加をお願いいたします。 

３，例会について 

例会方式は、前回の例会より通常例会に変更となりました。 

しかし、感染症は未だ収まることなく、予断を許さない状況は続

いておりますので、当面の間、感染症対策の一環として卓話が終

了次第、例会は終了とさせていただきます。 

出席カードやメークアップの取扱い、ゲストの来客などは今年度

も前年度と同様の扱いとなります。また感染症対策を講じながら

の例会運営や、例会の YouTube 配信も当面継続する予定です。 

国やＲＩの方針、在広ＲＣの動向も注視しながらその都度理事会

で決定をして参りますのでご理解ご協力の程お願いいたします。 

2022-23 年度事業計画は以上となります。 
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決 算 報 告 ・ 予 算 説 明  

有田一郎前年度会計長より昨年度の決

算報告、田上剛会員より監査報告、松苗

弥生会計長より今年度の収支予算説明

がなされました。 

 

 

 

 

 

 

第 3回クラブアッセンブリー 
例会終了後、グループ７ガバナー補佐の香川基吉様、ガバナー

補佐幹事の原敬様を交え、クラブアッセンブリーが開催されま

した。 

 

 

第 1245回例会 2022年 07月 29日 

～ ガバナー公式訪問例会 ～ 

会長時間 ： 大畑哲也会長 

皆さまこんにちは。お客様もようこそ、

お越し下さいました。ごゆっくりお過

ごし下さい。 

本日は、第 2710 地区ガバナー 石川

良興様、代表幹事 福谷正道様、ガバ

ナー補佐 香川基吉様、ガバナー補佐

幹事 原敬 様、本日はようこそ城南

ロータリークラブへお越しくださいました。会員一同心より歓迎

申し上げます。又石川ガバナー様には例会卓話、クラブフォーラ

ムでのご指導を楽しみにしておりますので宜しくお願い致しま

す。 

今年度 RI 会長ジェニファー・ジョーンズ氏は会長テーマとし

て「イマジン・ロータリー」を発表されました。また、次年度に

革新的なクラブまたは活動分野に基づくクラブを少なくとも二

つ設立する事をガバナーに求めました。2023 年までにロータリ

ー会員基盤の 30％を女性にするという RI理事会の目標達成にも

触れております。 

我が広島城南ロータリークラブでは女性会員 30％とは行きま

せんが、来週一人のとても素晴らしい女性会員を迎える事が出来

ます。これからも皆さんの近くにいる素晴らしい人達をどしどし

推薦して頂きたいと思います。 

そして石川ガバナーにおかれましては「人生 100 年時代に向け

て、健康寿命を延ばそう～がん・生活習慣病の予防～」をガバナ

ー信条とされておられます。ロータリーの夢に向かって行動する

には、現在のロータリーアンにはまだまだ元気で活躍をして頂き

たいとの思いも込められていると思います。その思いを本日は卓

話の中で聞かせて頂けると思いますので大変楽しみにしており

ます。 

例会終了後クラブフォーラムがございます。フォーラムで発表

される皆様、広島城南ロータリークラブの活動内容をしっかりと

石川ガバナーに届けて頂きたいと思います。皆様宜しくお願い致

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 

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 竹岡竜太郎司法書士事務所 

 

ポール・ハリス・フェロー表彰 
マルチプル（２回目）：戸田拓夫会員 田中清峰会員  

 

マルチプル：水口弘士会員  

 

 

花島 司会員 山本博之会員 高藤孝一会員 

 
 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・2022-2023年度会員名簿  

・ガバナー公式訪問 ご来賓紹介 

・2021-2022年度6月会報（希望者のみ）  
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２．お知らせ  

・例会終了後、フォーラムが3F「美波」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。 

・8月19日例会卓話（鑑定）についてのアンケートをメールに 

 てお送りしていますので、31日迄に返信をお願いします。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 田中副委員長 

 

ニコニコ箱 
国際ロータリー第 2710 地区ガバナー石川良興様（T） 

・広島城南 RC の皆様、宜しくお願い致します。 

大畑会員（H） 

・石川良興ガバナー様、福谷正道随行幹事様、香川基吉ガバナー

補佐様、原敬ガバナー補佐幹事様、本日のクラブフォーラム宜

しくお願い致します。 

門田会員（T） 

・R1第 2710 地区ガバナー石川良興様、代表幹事福谷様、ガバナ

ー補佐香川様、ガバナー補佐幹事原様 ようこそお越し下さい

ました。 

・前回の例会で 2 回かみましたので併せて出宝します。 

河中会員（T） 

・石川ガバナー様、福谷随行幹事様、香川ガバナー補佐様、原ガ

バナー補佐幹事様、本日はよろしくお願いします。 

松本会員（W） 

・石川ガバナー様又随行の皆様、大変暑い中をおいで頂き誠に有

難う御座居ました。御教授宜しくお願い致します。 

田上会員（W） 

・ガバナー石川良興様、ガバナー補佐香川基吉様、本日は、どう

かよろしくお願いいたします。 

木本会員（T） 

・本日は、石川ガバナー、福谷代表幹事、香川ガバナー補佐、原

ガバナー補佐、ようこそお越しいただきました。本日は、宜し

くお願い致します。 

二上会員（W） 

・石川ガバナー、福谷代表幹事、香川ガバナー補佐、原ガバナー

補佐、ようこそお越しいただきました。よろしく御願いします。 

 

・息子が通っている佐久長聖高校が明日甲子園出場をかけて決

勝があります。優勝する事を願って出宝します。 

花島会員 

・石川ガバナー様、福谷代表幹事様、香川ガバナー補佐様、原ガ

バナー補佐幹事様、本日は宜しくお願い致します。 

竹岡会員 

・本日のフォーラムでロータリー財団について報告します。皆様

よろしくお願いいたします。 

大西会員（W） 

・コロナがまた拡大してきました。収束を願って出宝します。 

南会員（W） 

・石川ガバナー様本日宜しくお願いいたします。卓話楽しみにし

ています。 

・先週大好きな南の海に潜り趣味である水中写真を撮りました。

思っていた以上にサンゴが回復しており、嬉しく思いました。 

         計 36,000円 

 

プログラム 来賓卓話 

国際ロータリー第 2710 地区ガバナー 

石川 良興 様 

 

皆さんこんにちは。みなさん方は大変新しくてお若いので、

色々新しいことにチャレンジされているようです。出席率も

100％だし、親睦活動もやられて、青少年に関することもやられ

て、感心しております。こういう所でおしゃべりするのは心苦し

いですが、ひとつお聞きください。 

ジェニファー・E・ジョーンズさんはイマジンロータリーを掲

げておられます。これは月信とかに書いておりますので、詳し

くは説明しません。私は人生100年時代に向けて、どうしたらい

いか、これをイマジンして欲しいと思います。皆さんコロナを

恐れず、政府の方針に従って平常生活に戻してください。 
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DEIとはD＝ダイバーシティ。ロータリーはあらゆる背景を持

つ人や幅広い文化、経験、アイデンティティの人を歓迎する多

様性が必要。E＝エクイティはロータリークラブの公平な扱いと

機会の均等に努めましょう。I＝インクルージョンはロータリー

はあらゆる人が歓迎され、尊重される会員として大切にされる

クラブの環境作りをしましょう。そして、インクルーシブなク

ラブ創りには自分と違うものを大切にする思いやりの心、受け

入れる柔軟な心、学ぶ謙虚な心、こういう相手の心の中をイマ

ジンするところから始めましょう。 

 

ガバナー信条は「健康寿命を延ばそう」です。まずは、ロータ

リアンのアンチエイジング対策です。是非これを機会に禁煙を

まずやっていただきたいです。 

奉仕活動ですが、五大奉仕と七つの重点分野に貢献しましょ

う。 

財団の地区補助金プロジェクトですが、6回申請して、6回通

っていますが、まだまだどんどん使ってください！ 

米山奨学生ですが、カインさんを引き受けていただいています

が、是非寄付もしていただければと思います。 

ロータリー財団は、先ほど表彰されましたが、メジャードナ

ーを出してください。寄付は目標以上していただき、ありがと

うございました。これを継続してください。ＧＥＴＳでは財団

はロータリーの心臓である、枯渇しているからお願いしようと

言っています。 

会員増強、退会防止もお願いします。ロータリーの友誌のア

ーカイブも見てください。6月にはヒューストン 国際大会に行

きましょう！！！！ 

地区大会にも是非来てください。会員と共にクラブを活性化

するため一年間イマジンしましょう！未来に向けて大きな夢と

希望を持ち、小さなことから出来ることから挑戦しましょう。

改革には必ず抵抗があります。覚悟して立ち上がりましょう。

若い皆さん方のクラブから言ってください。素晴らしい一年に

なることを願っています。ロータリーの発展のために力を貸し

てください。 

 

 

フォーラム開催 

例会終了後、石川良興ガバナー、福谷正道代表幹事事、香川基

吉ガバナー補佐、原敬ガバナー補佐幹事をお迎えしてフォーラム

が開催されました。 

 

 

 

同好会報告 ～ 囲碁同好会 ～ 

7 月 16 日（土）広島中央ロータリークラブと対抗戦が畝本会員

の歓迎会兼ねて開催されました。 

                                                       
        
                        
                              

                                   
                              

                               
                             

                                              
               

                             
                              

           
           

            
           
           

        

                

                           

             

             

                                     
                                        
      
                     
              

             

        
                              
                     

             
                              
                     
                           
                         
                
                         
                           
                                                      
                                        
                                
                                    


