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◆◆◆ 本年度会長方針 ◆◆◆
「和と輪で響き合い、ロータリーで輝こう！」

例会日／毎週月曜日 12:30 〜 13:30
例会場／広島サンプラザ　TEL（082）278-5000
会　長／青木　秀行　　幹事／中井　克洋

  会長就任あいさつ
会長　青木　秀行

　

卓　話

  理事役員就任挨拶
副会長　佐伯　敬男

　今年度副会長の佐伯です、よろしくお
願いします。
　もとより力はありませんが指名された以上は、全力で
取り組んで青木会長を補佐していきたいと思います。そ
して皆さんの活動が少しでもしやすくなるように縁の下
の力になればと願っております。又本年も主要行事が目
白押しですが、特に今年度後半の４月には広島 14ＲＣ
合同懇親ゴルフ大会があり、５月には当クラブ 20 周年
記念行事もあり大変だと思いますが、会長テーマの如
く、和と輪で響きあいながら有意義に運営実行できたら
と願っております。
　とにかく「十年一剣を磨く」という言葉がありますが、
これは武田信玄と上杉謙信の有名な川中島の戦いを詠
んだ頼山陽の詩の中にあり、広く知られていますが、こ
れは「長く鍛錬を積み忍耐強く力を発揮する機会を待

つ」、そのような生き方を言っていますが、私もこの気持
ちを少しでもくみ取りながらこの一年しっかり勉強し頑
張っていきたいと思いますのでよろしくお願い申しあげま
して、私の就任挨拶とします。有難うございました。

会員組織常任委員会
理事・委員長　二村　一弘

　会員組織常任委員会の委員長を仰せ
つかりました二村一弘です。宜しくお願い致します。
　前年度に引き続き 2 年目になります。私自身まだま
だ力不足ではありますが、精一杯努力して行きたいと
思います。
　ご承知のとおり、久保田会長年度は会員数 37 名で
スタートしました。１名増員になりましたが、6 月に残
念ながら退会があり、今年度も 37 名のスタートとなり
ます。
　会長・副委員長・委員のメンバーと協力しながら、
1 名以上の増員を確実に行い、会員数 40 名以上の会
員増強を目標に今年一年間行いますので、会員皆様の
ご協力を宜しくお願い致します。
　また、会員維持につきましては、前年度に引き続き、
例会及び会報等を活用したロータリー情報の積極的な
提供並びに、家族例会、同好会等を積極的に開催し
たいと思います。
　また、昨年度より新会員推薦者のための認証プログ
ラムもスタートしております。新会員の勧誘に貢献し
た会員を称えるためのプログラムになりますので、こ
のプログラムの浸透を含め、会員増強・維持するため
に、会員皆様のお力添えをお願い致します。会員相互
の絆をさらに強めると共に職業倫理を実践するロータ
リアンを一人でも多く仲間に迎えたいと思います。
　会員皆様のご指導、ご支援をお願い致します。

第 823回 広島サンプラザ  2014年 7月 7日

会長時間
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クラブ管理運営常任委員会
理事　松野　正信

　クラブ管理運営常任委員会の理事を
指名されました松野です。
担当は「親睦・家族委員会」「出席委員会」「プログラ
ム委員会」の３委員会です。
　今年度は創立 20 周年と合同幹事会の代表幹事が重
なっているので大変忙しい１年になろうかと思います。
クラブ活動を円滑に進めるには、全会員が連携し、協
力し合える環境作りが重要です。その為のクラブ管理
運営と思っています。
　皆様の御協力よろしくお願いします。

ロータリー財団常任委員会
理事・委員長　松本　　猛

　前年に引き続きましてロータリー財団
常任委員会、理事を拝命いたしました松本です。1 年
目はロータリー財団についての知識も乏しく、具体的
な成果を上げることのできないまま終わりました。2
年目となる今年度は「未来の夢計画」において具体的
な提案をしたいと思っております。現実的な行動と成
果を今年度は実施できればと思っておりますので皆様
のご協力とご指導とご鞭撻を宜しくお願いします。

会計委員会　　　　　　
委員長　松浦　光男

　この度、青木会長のもとで会計委員長
を仰せつかりました松野です。会計方針に沿った活動
が、円滑に実行できるよう会計管理を徹底してまいり
たいと思います。
　これからの 1 年間、どうかよろしくお願い致します。

  決算予算報告

会長時間

  御手洗川清掃について
長期プロジェクト委員会　
副委員長　佐伯　敬男

　皆さんこんにちは。長期プロジェクト委員会副委員長
の佐伯です。さて飛ぶ鳥も暑さで落ちるといわれる毎日
が続いていますがお変わりありませんか。現在活動続け
ている回数も2008 年 6 月10日当時下向会長と水博士と
いわれている広島国際学院大学地域連携センター長の
工学博士佐々木 健先生に会ったのが始まりです。それ
から現在まで 24 回になりますがここまで来ているのも皆
様の汗と努力の結果だと思います。ともあれ持続は力な
りといわれていますが地域の人達も認識を深めています
ので今後も継続していきたいと願っております。
　また今後の予定として 8 月3日日曜日8 時から御手洗
川清掃活動があり昨年同様暑い日になると思いますので
暑さ対策を十分にとっていただいて参加されますように
よろしくお願いします。

広報常任委員会
理事・委員長
植田　敏揮

奉仕プロジェクト常任委員会
理事・委員長
渡邊　英晶

Ｓ.Ａ .Ａ .委員会
委員長

下向　繁美

副幹事
中井　克洋

幹　事
中井　克洋

副幹事
上杉　昌幸

第 824回 広島サンプラザ  2014年 7月 14日

第 825回 広島サンプラザ  2014年 7月 28日
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  家族夜間例会

第 826回 広島アンデルセン  2014年 8月 1日
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卓　話

  会員増強及び拡大月間に因んで
会員組織常任委員会　　　　　

理事・委員長　二村　一弘
　８月は、会員増強及び拡大月間です。昨年 1 年間は、
1 名増えて、残念ながら6 月に1 名の退会者が出ました。
しかし、結果としては増減ゼロで何とか維持することが
出来ました。久保田前会長はじめ会員の皆様が大変努
力された結果だと思います。
　さて、今年度の目標は１名の会員増強です。事業計画
書で報告した通りですが、ぜひ皆様のご協力をお願い
致します。
　また、お手元に資料があると思いますが、
　　１、広島廿日市ロータリークラブ会員数の推移
　　２、新会員候補者カード
を見て頂ければと思います。
　新会員候補者カードに、お知り合いの方、ぜひ一緒に
ロータリー活動を行いたいという経営者の方を、分かる
範囲で記入してもらえれば、会員組織常任委員会で協
力して動きたいと思います。
　また、会員維持につきましては、前年度に引き続き、
例会及び会報等を活用したロータリー情報の積極的な
提供並びに、家族例会、同好会等を積極的に開催した
いと思います。
　会員増強・維持は、会員皆様のお力添えがぜひとも
必要になります。会員相互の絆をさらに強めると共に職
業倫理を実践するロータリアンを一人でも多く仲間に迎
えたいと思います。
　会員皆様のご指導、ご支援をお願い致します。

　若手メンバーを中心にロータリー活動の活性化
　広島廿日市ロータリークラブ２０周年に向けた会員増強
　若手経営者や女性会員の増強

◆職業分類　未充填

建材製造　自動車部品販売　輸入自動車販売　機械工
具販売　木工製材機械販売　精密機械製造　エクステ
リア販売　総合病院　脳神経外科医　外科医　院経営
　耳鼻咽喉科　歯科医　段ボール製造　ガス販売　都

市ガス　空調・ダクトクリーニング　学校経営　マスコ
ミュニケーション　不動産業　運送業　観光業　派遣
業　水産業　乳製品製造業　オフセット印刷　日本料
理　インキ製造

  篠笛と津軽三味線の響演

篠笛　梶川　純司 様
津軽三味線　川本　高虎 様

第 827回 広島サンプラザ  2014年 8月 18日

第 828回 広島サンプラザ  2014年 8月 25日

◆ 2015 年 2 月
　 御手洗川清掃

今後の奉仕活動予定


