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本本本日日日のののプププロロログググラララムムム（（（777 月月月 111000 日日日）））   

本年度活動方針 各委員長 

次次次回回回のののプププロロログググラララムムム（（（777 月月月 222444 日日日）））   

三原やっさ祭り実行委員会 

第１１５６回 ２０１９年７月３日 例会記録 

点  鐘 佐々木会長 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

ビ ジ タ ー 紹 介 

（尾道東 RC）徳永素久さん 

（西 条 RC）藤原昭典さん 

出 席 報 告 

 会員数 

名誉会員 

出席者 メイク 欠席 

(免除 ) 

出席率 

本 日 

(7/ 3) 

29 

1 

20 

1 

1 6 

2 

77.78 

 

メイク 灰谷 

前々回 

(6/19) 

29 

1 

16 

 

3 7 

3 

73.08 

メイク 灰谷、鶴田幸彦、重森 

食 事 時 間 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 時 間 

皆さん、ハロー。今年度から

会長を仰せつかりました、歯

医者の佐々木です。宜しくお

願いします。入会して、7年

目に入る年に会長になるこ

とができ、様々な場面でクラ

ブでのリーダーシップを学

ぶ機会を与えていただき、本

当にありがたく思っています。 

今回は、確認のために、ロータリーの義務について、

お話しします。 

①会費の納入 

②例会出席、メーキャップの活用 

③ロータリーの友を購読する 

ロータリープログラムに参加する、ＲＩ，ＲＣの定款、

細則を守る、新会員を推薦する。が、あります。なお、

特典として、 

①全世界に品性高潔なＲＩ公認の友人ができる、 

（123万人） 

②全世界のＲＣ例会、会合に参加できる。 

③奉仕活動に参加できる 

④ロータリアンとして絶大なる信用を得ることができる 

⑤適格な人をロータリアンに推薦できる 

 

7月号ロータリーの友より 

ＲＩ会長の紹介 

2710地区の晝田ガバナーの紹介 

 



Ｐ39 ＲＩ理事の三木様が載っています。今年度は日

本における理事は 1名の

みとなっているようで

す。後のページは、日本

の各地区の広報が載って

います。 

私たちの活動も今年度は

載せたいと思います。 

せっかくの機会ですの

で、ロータリーを楽しむ

ことにしたいと思いま

す。ありがとうございま

した。 

幹 事 報 告 

皆さまこんにちは。今年度幹事を務めさせていただき 

ます川本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

《配 布 物》週報1155号 

ロータリーの友・ガバナー月信 

社会を明るくする運動パンフレット 

《回  覧》7月24日例会出欠表 

《お知らせ》7月10日例会はフォ 

レストヒルズガーデンで行います 

平和の折り鶴を7月10日までにお持

ちください。 

 

今年度から名札変更 

 

 

 

最終例会ご欠席でした松本さんと河井さんへ 

第 23代 松本邦雄会長へ記念品贈呈 

（2016.7～2017.6） 

 
100％出席表彰 記念品贈呈 

 河井一朗さん（2年連続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 時 間 

2019-20 年度 クラブ運営方針 

会長 佐々木正親 

我々は地域とともに元気にな

るため「service」を続けます。

会員、家族、職場の方みんなで

光り輝く「サーヴィス」を行い

ます。みんなの幸せがそこにあ

ります。 

2019－20 年度ＲＩ会長マー

ク・ダニエル・マローニー氏は、

「有能で思慮深く、寛大な人々が手を取り合い、行動

を起こすためのつながりを築きましょう」と提唱、Ｒ

Ｉ会長テーマを「Rotary connects the world」「ロー

タリーは世界をつなぐ」とし、これを受けて晝田眞三

ガバナーは、「ロータリーの未来を語り、礎を築こう」

をガバナー信条にされています。 

ロータリークラブは会員一人一人、クラブのまさに

「顔」です。「service」「サーヴィス」「お世話をする、

させていただく」「思いやりの心をもって接する」「他

人のことを思い、他人のために尽くす」と、訳されま

す。先日の地区研修会で、「人間には２つの手があり、

１つの手は自分自身のため、もう一つは他者を助ける

ためにある」という話に改めて考えることがありまし

た。広島空港ロータリークラブは、25周年を迎えた若

いクラブです。会員皆様と未来を語り、礎を築く年度

になれば幸いです。広島空港ロータリークラブには、

素敵な会員がたくさんいます。その中で１年間、会長

をさせていただきます。宜しくお願いします。 

実行目標 

①会員増強   

30名にしたい。（32名を目標に。） 

②ロータリー財団、ローターアクト、インターアクト

の勉強会実施 

東南アジアなどへのグローバル補助金を、検討し、

来年度のＩＭへの熱い熱意を皆で考えていきたい。 

インターアクトクラブの勉強を兼ねて、広島三育学

院の見学に伺った。生徒さんの笑顔が素晴らしかっ

た。 

③会員へのロータリー情報の提供 

会長の時間で、提供していきたい 

④地域への情報発信 

兼田広報委員長よろしくお願いします。一緒にやり

ましょう。 

⑤同好会の追加 

戦略委員会を開きたい。旅行同好会、日本酒同好会

など。 

 



 

ＳＡＡ 伊藤佳子 

例会をはじめ、全ての会議が

楽しく、秩序正しく運営され

るよう常に気を配り、気品と

風紀を守りながらロータリー

の会合が、その使命を発揮で

きるように、設営など監督の

責任を果たす。という重大な

役割を嬉しい事に、頂戴致しました。 

会長さん幹事さんと連携を取りながら、今申し上げ

たことを、私が一番かき乱しそうですが、広島空港

ロータリークラブの伝統を守り、ビジター様ゲスト

様にも喜ばれるよう配慮したいと思います。 

何とぞ、調子に乗って私の足を引っ張らないように‼

そして、たまには引っ張ってもらいながらのご指導

の程よろしくお願い申し上げます。 

 

クラブ管理運営委員会 熊谷委員長 

クラブ奉仕・親睦部門リーダー 

谷本佳弘 

出席プログラム部門リーダー 

桐島勝利 

委員 堀内至・森﨑正治・藤川清

松本邦雄・伊藤保 

①会員増強と会員維持 

・長期戦略計画の策定と実施 以前からの課題です 

が、会員組織と連携して、会員の増強や将来の方向 

性を考えてみたい。 

・会員相互の理解と親睦、友情を深め、家族にも楽し 

んでいただけるような家族例会の工夫・・・例年通 

り行いたい。 

・会員の興味や関心に応じた卓話（会員に講師を紹介 

してもらう）今年度も、引き続き実施したい。 

・退会防止の対策 

（同好会の充実等を引き続き考えたい） 

②地域と空港関係団体との交流を検討 

・今年度は、八天堂のパン工場見学等を行いたい。 

③ガン予防推進委員会との連携 

・今年度も、当クラブ推進員に５回程度の卓話を依頼 

する。また、本郷中央病院の検査体制が整えば、が 

ん検診をお願いする。 

④例会での「ロータリー行動規範」の唱和 

・毎月第２例会日 ロータリーソングに続いて行う。 

⑤友好クラブの模索 

・「空港フォーラム」の繋がり以外にも、何らかの関 

係で「友好」クラブの繋がりが出来ないか模索して 

みる。 

奉仕プロジェクト委員会 重森委員長 

国際奉仕リーダー 楠部 滋 

社会奉仕リーダー 岡田雄幸 

青少年奉仕リーダー 武野公昭 

職業奉仕リーダー 玉川勇二郎 

委員 近藤一也・谷本康信 

三好敏之・灰谷富夫 

小畠勘次・鶴田幸彦 

鶴田秀樹 

 

今年度、佐々木会長がテーマとしている「光り輝く

サーヴィスを行う」ため、継続事業に加えて、ロータ

ーアウトクラブ・国際奉仕に積極的に取り組みます。 

 

①広島県立総合技術高等学校とのコラボによる本郷 

商工まつりでのチャリティーバザーの実施    

（社会奉仕・青少年奉仕） 

    10月 19日（土）・20日（日）に実施 

②沼田川クリーンキャンペーンへの協力参加 

（社会奉仕）4月第 3日曜日又は第 4日曜日に実施 

③ 戦略的な奉仕活動のための地区補助金の積極的活用

（社会奉仕）  2020年 1月～3月までの間 

④メンバー事業所での職場体験学習（中学生・高校生）

の積極的受入と報告書の作成 

   （青少年奉仕・職業奉仕） 

⑤ロータリー青少年指導者育成プログラム（RYLA）へ

の参加 

（青少年奉仕）  2020年 5 月 23日（土）・24日（日） 

⑥職場例会の実施（職業奉仕） 

⑦危機的状況にあるローターアウトクラブについて

勉強会を開催し、理解を深める。（青少年奉仕） 

⑧ミャンマーにおける教育的支援について、グローバ

ル補助金活用の検討をする。（国際奉仕） 

 

 

今後の例会・行事予定 

7 月 17日(水） 休会 （ビジターサイン受付なし） 

24 日(水) 通常例会 やっさ実行委員長 

31 日（水） 休会 （ビジターサイン受付なし） 

8 月 3日（土） 納涼家族夜間例会 

     7日（水） 休会 （ビジターサイン受付あり） 

14 日（水） 休会 （ビジターサイン受付なし） 

  21日（水） 通常例会 卓話 兼田昌紀 会員 

    28日（水） 通常例会 卓話 小畠勘次 会員 

 


