
広島サンプラザ� 2021年７月５日第1070回

会長時間

会長　今川　　勝

誕生祝

連続出席祝

ホームクラブ100%出席祝

会長あいさつ
「緩まず、油断せずWithコロナ時代を乗り越えよう。ロータリーの未来のために」
　令和元年11月頃から中国湖北省武漢市から始まったコロナウィルス感染症は、世界中に広がり100年に１
回来るといわれるようなパンデミックになりました。�ロータリー活動も全国的に大きく制限され、例会や種々
の行事が中止されました。
　当クラブも2020年３月21日に予定されていたグループ6・7合同インターシティ・ミーティングや５月15日
に予定の創立25周年記念式典・祝賀会も中止となり、まことに残念な結果となりました。
　2021-2022年度国際ロータリークラブ会長には、シェカール・メータ氏、（カルカッタ―マハナガル・ロー
タリークラブ、インド、西ベンガル州）が就任されました。会長テーマとして　『奉仕しよう　みんなの人
生を豊かにするために』　を掲げられておられます。会長は国際的な奉仕活動により何度も表彰されておら
れます。年次目標として会員増強�「each�one,�bring�one�（みんなが一人を入会させよう）」。各クラブが「ロー
タリー奉仕デーを開催しよう」。「女子のエンパワメントに力を注ぎ、未来の女性リーダー育成に努めよう」
との目標を掲げておられます。
　2021-2022年度第2710地区ガバナー杉川聡氏は、ガバナー信条として『みんなのためになるかどうか。未来
のためになるかどうか。』～多様性を受け入れ、相互理解を深めよう! !～　を提唱されました。一昨年から始まっ
たコロナウィルスパンデミックの中、私たちのすべきことは、自分が置かれている立場の中で、みんなのた
めに何ができるか、未来のために何ができるかを考え行動することが必要であると呼びかけておられます。
　さて2021-2022年度広島廿日市ロータリークラブの運営方針は、「緩まず、油断せず�With�コロナ時代を乗
り越えよう。ロータリーの未来のために」とさせて頂きます。約１年半の長期にわたりコロナ感染が続き、様々
な悪影響が出てきております。第４波を迎え関西圏に於いてコロナ関係の医療現場は崩壊寸前の状態ともい
われています。経済活動では多くの職業分野でダメージを受けており日本経済の先行きが心配されています。
ロータリー活動ではWithコロナ時代において、縁あって仲間となったロータリーの友に一人も感染者を出し
たくない思いがあります。残念ながら当クラブでは、コロナの影響などで数名の退会者が出ました。従って
今年度は会員増強が喫緊の課題となっております。皆様のご協力のもと積極的に取り組んで行きたいと思っ
ております。皆様のお力添えよろしくお願いします。
� 広島廿日市ロータリークラブ
� 会長　今川　　勝
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 本年度会長方針 
「緩まず、油断せず With コロナ時代を
　　　乗り越えよう。ロータリーの未来のために」
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／今川　　勝　　幹事／植田　敏揮
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卓　話

理事長役員就任挨拶
会長エレクト、副会長　石原　弘善

　この度副会長のご指名を頂きました
石原でございます。
　会長方針「緩まず、油断せずWith
コロナ時代を乗り越えよう。ロータ

リーの未来のために」の下、会長を補佐し楽しい
ロータリー活動が運営出来る様努めてまいりま
す。また、同好会も出来る状況になりましたらご
案内させて頂きます。ご参加、宜しくお願い致し
ます。
　そして、会員増強委員会とS.A.A.委員会に所属し
ました。
　会員増強委員会の仕事は会員の減少を食い止め、
増強をしなければなりません。
　会員同士の絆を深める例会作り、そして多くの
人にお声掛けして、ロータリーを知って頂き「廿
日市ロータリークラブの未来のために」、皆さんと
力を合わせて、取り組んでいきたいと思います。
一年間、宜しくお願い致します。

Ｓ.Ａ.Ａ.委員長　江草　善行
　皆さん、こんにちは！
　今年度のS.A.A.委員長に就任いたし
ました。
　S.A.A.の大きな役割は、例会その他
の会合が秩序正しく楽しい雰囲気で運

営されるよう努めることということですので、ま
だまだコロナ禍が続く現在、会長が挙げられたテー
マにあるように、withコロナの時代を乗り越える
為に、緩まず、油断せず、例会などの会合が開催
され、以って楽しいものになるように心配りをし
てまいりたいと思います。
　併せて、スマイルボックスもS.A.A.の担当です。
皆さんの笑顔と善意にあふれたご寄付を心よりお
待ちしております。すべては、会長の今年度のテー
マの一節にある「ロータリーの未来のために」
　どうぞよろしくお願いいたします。
　ありがとうございます。

� 会計委員長　川添　榮子
　皆さんこんにちは。
　今年度、会計をさせていたくことに
なりました。
　最初に声をかけていただいたときに

“えっ! !私で本当に大丈夫 ? ? ?”
というのが本音です。
　ロータリークラブの専門用語みたいなわからな
い文字がたくさん出て来て何がどうすればよいの
か、さっぱりといった感じです。
　ただ数字だけは一・十・百・千・万といった具
合ですが、とりあえずはわかります。
　それだけですが、檀さん、そして皆さんに助け
ていただだき、１年間、見落としのないようしっ
かりとやっていきたいと思います。
　よろしくお願いいたします。

広島サンプラザ� 2020年７月12日第1071回

会長時間

理事会報告
　副会長　石原　弘善

卓　話

「中小企業の事業承継」
　髙尾　昌ニ　会員

日本司法書士会連合会

令和３年７月１２日

広島廿日市ロータリークラブ 卓話

1

中小企業の事業承継

日本司法書士会連合会

本日のまとめ

１．事業承継は人それぞれです。
２．少しずつでも早目に始めましょう。
３．会社の現状を把握しましょう。
４．遺言は必須です。
５．手続費用や税金は必要コストと認識
６．登記は必要です。
７．専門家に相談しましょう

38

ロータリー財団常任理事
上杉　昌幸

幹　事
植田　敏揮

会員組織常任理事
渡邊　英晶

クラブ管理運営常任理事
永井　勝康

公共イメージ理事
梶田　　滋

奉仕プロジェクト常任理事
佐伯　敬男
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広島サンプラザ� 2021年10月4日第1075回

会長時間

会長　今川　　勝

卓　話

「Zoomについて」
　上杉　昌幸　会員

広島サンプラザ� 2021年10月11日第1076回

会長時間

理事会報告
副会長　石原　弘善

卓　話

「愛と感謝の活人空手」
　空手道真義館　広島支部長　竹内　大策　様

広島サンプラザ� 2021年10月18日第1077回

会長時間

会長　今川　　勝

誕生祝（９月・10月）

広島サンプラザ� 2021年７月26日第1072回

会長時間

会長　今川　　勝

卓　話

決算予算報告
前年度会計委員長　河内　正晴
今年度会計委員長　川添　榮子

広島サンプラザ� 2021年８月２日第1073回

会長時間

会長　今川　　勝

卓　話

会員増強のビデオ視聴

マツダスタジアム� 2021年８月20日第1074回

カープ観戦夜間例会

ゆうほロータリー地域社会共同隊　活動費授与

誕生祝
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卓　話

「マイロータリー登録について」
　上杉　昌幸　会員

広島サンプラザ� 2021年10月25日第1078回

会長時間

会長　今川　　勝

卓　話

「クラブの歴史と伝統を
繋ぎ再生を目指す！」

� 国際ロータリー第2710地区パストガバナー

� 　西村　栄時　様

　公式訪問でお伺いして以来、20年ぶ
りに訪問させていただきました。髙尾
さんから現会員18名と伺い大変驚き心

配していましたが、皆さんの和やかな雰囲気に少
し安心しています。しかし一体何が起こっている
のでしょう。
　過っての勢いあるクラブを再生させるため、伝
統ある広島廿日市クラブの『会員増強』について
皆さんと一緒に真剣に考えてみたいと思います。
　さて、今年度RI会長シェカール・メーターさんは、
ご存知インド出身の方ですが、今やインドはわが国
を抜きアメリカに次いで２番目の会員数を有し、人
口の多さは中国と競い、経済も含め最も勢いある国
の一つです。さすが勢いのある国から選ばれた彼は、
会員130万名を目指すことを高らかに宣しておられ
ます。ここ20数年、全世界の会員は120万に留まっ
ており、コロナ禍の影響もあって10万名の会員増強
は容易なことではないと思います。しかしクラブの

『会員を増やす』ことは、RI会長やガバナーから指
示され行うものではなく、広島廿日市クラブにとっ
てはいいチャンスと捉え、自らのクラブの活性化、
そして地元に貢献できる持続可能な組織として、会
員を整えるための再出発の年にしたらいいのではな
いでしょうか。
　まずは、会長・幹事そして会員増強委員長が覚
悟し、率先して取り組まなければなりません。お
三方をトップリーダーに全会員の心を一つにし、
熱意を込めて新しい会員を迎え入れ、クラブの充
実に着手しましょう。
　皆さんは良くご認識のことと存じますが、待っ
ていても入会希望者は現われません。一人ずつ誘っ

て積み上げていく以外に『会員増強』の起死回生
の策はありません。お知り合いで廿日市クラブに
相応しい方、相応しく成長が期待される方はいな
いか、リストアップから始めましょう。JC会員・
会議所青年部員やそのOB、法人会や取引先、お付
き合いの方の中に必ず相応しい方がおられるはず
です。多様性が求められていますので職業分類上
未充填の方を優先するのは当然ですが、活躍中の
女性にはぜひスポットをあててください。『増強』
は会員の意欲・熱意に掛かっています。勧誘は、
熱意を込め丁寧に行ってください。
　入会が決まれば、新入会員は温かく迎え入れ、
ロータリーの情報を親切に施しましょう。ともに
地域社会に感動をもたらす奉仕活動を行い、互い
に職業の倫理観を高めて人格を磨き、誇りあるロー
タリアンを育ててください。会員増強の『増』は
会員の獲得ですが、増やすばかりではいけません。

『強』はしっかりロータリー情報を提供し、真のロー
タリアンに育て上げることです。
　地方経済は低成長が続き、厄介な感染症の影響
もあって言うべくして困難は伴いますが、今年を
広島廿日市クラブの再生元年と位置づけ、過って
の活力ある明るいクラブに蘇らせてください。心
より期待しています。

活動報告

水保全活動
2021年８月１日

元米山奨学生より
　2009-2010�学年度ロータリー米山奨学生崔明福

（さいめいふく）です。ここ長春でも田んぼの稲が
黄金色に輝く季節となりましたが、皆さまもお元
気にお過ごしのことと思います。
　実は、私のことで大変恐縮ではございますが、
この度長春大学の准教授に昇進しましたことを、
皆さまにご報告申し上げます。
　なにぶん勉強不足で苦労もしましたが、皆さまの
おかげで９月３日を持ってやっと准教授になること
ができました。皆さまにはどのような言葉で感謝の
気持ちをお伝えしたらよいか分かりませんが、本当
にありがとうございました。
　これからも皆さまからいただいた感謝する気持
ちを忘れることなく、次の目標に向かって頑張っ
ていきたいと思いますので、引き続きどうぞご指
導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。

2021年９月４日
2009-2010�学年度ロータリー米山奨学生
� 崔明福
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