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              例会                 例会               休会                       例会  

本日のプログラム（7 月 13 日）   

三原やっさ祭り実行委員会 野竹正通 様 

「コロナ禍におけるやっさ祭りの開催について」  

次回のプログラム（7 月 27 日） 

クラブ協議会 

(会員増強会議・公式訪問質問) 

第１２３４回 ２０２２年７月６日 例会記録 

点  鐘 河井会長 

国歌斉唱 ロータリーソング「四つのテスト」 

出 席 報 告 

 会員数 

シニア会員 

出席者 メイク 欠席 

(免除 ) 

出席率 

本 日 

(7/6) 

27 

1 

21 

0 
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87.50 

 

メイク  

森崎前幹事から谷本佳弘新幹事へ幹事章引継 
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氏   名 住田 誠 (すみだ まこと) さん 

事業所・役職 株式会社 スミダ  代表取締役 

事業所住所 三原市南方 2丁目 20番 20号 

業   種 介護サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本郷町で介護事業を営んでいます住田誠と申します。

青年会議所の鶴田幸彦先輩よりお声がけ頂き、今日こ

の日を迎えさせていただきました。歴史と伝統のある

広島空港ロータリークラブだとお聴きしております。 

まだまだ未熟な私ですが、どうぞご指導ご鞭撻の程よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

推薦者 鶴田幸彦会員より 

住田さんご入会おめでと

うございます。住田さんは、

まじめな男で、三原市の市

会議員として高い志を持っ

て頑張っておられます。 

皆さんどうぞ末永く宜し

くお願いいたします。 

 

 



鶴田幸彦会員 還暦御祝 

鶴田幸彦さん今月還暦を迎えられるという事で本当

におめでとうございます。 

記 念 品 贈 呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河井一朗会長 

7 月 3日(日)鶴田さんが城南観光さんのバスを貸切

ってカープ観戦に行くという事で、4枚チケットが余

っているから来ない？と言われ、私と川本さん夫婦で

参加させていただきました。還暦御祝に何かいいもの

ないかとネットで探して XLのユニホームを注文しま

した。後ろの名前 YUKKUNは、親戚筋から未だにゆっ

くんといわれている事を私たちは知っていたのでプ

リントして日曜日にお渡ししました。 

鶴田幸彦会員 

どうもありがとうご

ざいました。河井さん

と川本さんの粋なプ

レゼントに感謝して

います。本当に嬉しか

ったです！ 

 

会 長 か ら 一 言 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日から新年度となりました。役員の皆様、会員の

皆様、一年間よろしくお願い申し上げます。 

住田誠さん、ご入会されましたこと、心から歓迎い

たします。 

我がクラブは多様性、公平さ、包括である【DEI】

が、どのクラブよりも長けていると自負しておりま

す。気軽にご出席いただきロータリアンとして楽しん

で活動して頂ければと思います。 

 

鶴田幸彦さん、還暦誠におめでとうございます。併

せて三原市観光協会会長に就任されたともお聞きしま

した。重ねてお喜び申しあげます。私が、鶴田さんと

名刺交換させて頂いたのは 20 年ほど前に須波ハイツ

の現場です。あの頃はお互い、もう少しはスリムだっ

たと記憶していますが、本当にあっという間ですね。

石川ガバナーも人生 100年時代と仰っています。これ

からも美味しいものを食べて元気に益々ご活躍されま

すこと祈念いたします。本当におめでとうございまし

た。 

さて、この場に立たせていただ

いていますが、今年は会長の時間

は「会長からひと言」で進めたい

と思います。報告などありました

ら適宜、皆さんにお伝えする形で

1 年間、運営していきたいと考えます。なにぶん、未

熟でありこれからロータリーについても、勉強しなが

ら進めていきたいと考えますので、ご理解ご協力の程

よろしくお願いします。 

幹 事 報 告 

幹事の谷本佳弘です。今年１年

宜しくお願いいたします。(拍手) 

《配 布 物》週報1233号 

 会員証・活動計画書 

ロータリーの友7月号 

ガバナー月信最終号・7月号 

《回  覧》会員名簿チェック表 

7月例会・理事会出欠予定表 

 

ロータリーカード利用拡大のお願い 

ガバナー      石川 良興 

地区ロータリー財団委員長  山本 清 

地区ロータリーカード推進委員  佐藤 二郎 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素

より格別のご支援ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。 

さて、ロータリーカードは 2003 年に日本に導入されて以来、

カード利用に伴うポリオ根絶への活動資金は、世界全体で約 5

割を占めるまでになっております。しかしながらロータリーカ

ードの保有率は依然として低く、更なる普及が求められており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



卓 話 時 間 

2022-23年度 クラブ運営方針 

 

会長 河井一朗 

 

2022-23年度RI会長ジェニファ

ー・ジョーンズ氏は、テーマ

「IMAGINE ROTARY」（想像してく

ださい、私たちがベストを尽くせ

る世界を。私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変

化をもたらせると知っています）とされています。ア

フガニスタン紛争において平和活動家の国外退避に

直面し、ロータリーの力とつながりを生かした自らの

体験を紹介されました。「ロータリーの不思議な力

（magic of Rotary）」を頼りに、数年前に出会った元

ロータリー平和フェローに連絡。その活動家は退避者

リストに加えられ、間もなくヨーロッパ行きの飛行機

で退避できました。この経験から世界にもたらせる変

化を想像して大きな夢を描き、その実現のためにロー

タリーの力と繋がりを生かすよう呼びかけており、果

たしがいのある責任を会員に与えることの重要性を

述べられています。 

これを受けて石川良興ガバナーは「人生 100年時代

に突入し、健康寿命を延ばす」ことが何よりも重要な

課題とされています。健康寿命を延伸することによ

り、5 大奉仕と 7 つの重点分野を遂行するために必要

な財団支援を行い、提唱された中核的価値観とビジョ

ン声明を実施するために、国際ロータリーの活動指針

である DEI(Diversity, Equity, Inclusion)をクラブ

で検討し、クラブに合った意識改革を実行するため、

状況を分析し、問題点を改善し、さらにクラブの長所

を伸ばすことが『IMAGINE ROTARY』だといわれます。 

「想像してみよう、全ての人が今日のために生きて

いるってことを」イマジンの歌詞にあります。昨今の

ウクライナ侵攻をめぐる情勢緊迫化、未だ収束が見え

ない新型コロナウィルスにより、大勢の人が命を落と

されています。また、様々な分野での企業活動にマイ

ナスが生じ、経済においても大きな打撃を受けていま

す。こうした有事に改めて考えさせられることは、生

きているだけで素晴らしいということです。 

そこで私は今年度のテーマを、「生きてるだけで丸儲

け」とします。「丸儲け」の言葉には人それぞれに解釈は

ありますが、名高いお笑い芸人の名言であり奥深き言葉

です。ジョーンズ氏のテーマ、想像（IMAGINE）は行動の

第一歩と考えますが、生きていてこそのテーマでありま

す。ガバナー信条である健康寿命延伸に則り、会員の健

康を維持し、世界平和を祈り、ロータリアンとして奉仕を

継続する為にも、この時代を生き抜き、共に未来を想像

（IMAGINE）し行動したいと考えます。 

私みたいな経験・知識の浅い者が会長に就くことは大

変恐縮であり皆さまに迷惑ばかりおかけすることが予想さ

れますが、ロータリアンの友情で力をお貸し下さい。 

 

実行目標 

① 会員増強と現状会員維持 

一番難しい目標だと思いますが現在の会員数維持

は然り私の目標としましては 30名までに増員した

いと考えております。8月が強化月間となっており

ますが今年は都合上 7月 27日に例年同様にディス

カッションしていきます。周りに有力候補者が居

れば是非お声掛け戴きたいと思います。 

② がん予防活動の推進 

石川ガバナーの信条であります健康寿命延伸の為

にも、皆さん各自で成人病予防、健康診断、がん

検診などを受診して頂きたいと思います。健康に

ついて三原市では出前講座にお願いできますし、

なにより、我がクラブには頼りになられる先生方

が居られるので、卓話などを利用し、基本となる

日頃の取組み方から教えて頂ければと思います。 

③ ロータリー財団についての勉強会実施 

④ 米山記念奨学会事業についての理解促進 

各委員の皆様、会員の皆様よろしくお願いいたします。 

●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇 

テーマロゴは、オーストラリアの先住民族のアートで、環は

人々の繋がりを、周りの点は人々を表すと同時にロータリー

の７つの重点分野を表しています。環と点を組み合わせると

航路を示す星、私たちの道しるべとなります。 

その下の緑色の線は掘り出し棒で力仕事をするときに使うも

の、会員にとっては物事を成し遂げる時に使う道具を表して

います。 

ロゴの 3 色（紫、緑、白）は、多様性、公平さ、インクルージョ

ン（DEI- Diversity, Equity, Inclusion）を強調し、また「紫-ポリ

オ、緑-環境、白-平和」を意味して新しさと力強さを表現して

います。 

ジョーンズ氏と 2022-23年度会長テーマ 

 



 

ＳＡＡ 兼田昌紀 

昨年度に引き続き、新型コロナウィル

スの影響力はまだまだ続くかと思いま

す。例会の開催も危ぶまれる事も有る

かとは思いますが、歴代の SAA の方々

に習い、例会をより楽しめる形にして参りたいと思い

ます。会長、幹事並びに会員の皆様のご協力をお願い

いたします。 

クラブ管理運営委員会 委員長 小畠勘次 

クラブ奉仕・親睦部門リーダー大下知男・出席プログラム部門リーダー澤井一徳 

委員 松本邦雄・谷本康信・堀内 至・森崎正治・藤川 清・武野公昭  

河井会長のテーマ「生きてるだけで丸儲

け」、石川ガバナーの「人生 100年時代

に突入し、健康寿命を延ばす」これは、

女性の場合はカーブスに行ってもらえ

ればいい訳で(会場笑い)、RI会長ジェニファー・ジョ

ーンズ氏の「IMAGINE ROTARY」で、各スローガンを要

約し本年度のクラブ管理運営委員会の活動方針は「ロ

ータリーに参加してるお陰で何時までも元気で、例会

に参加すれば魅力ある卓話が聴け人間的な成長が出

来る。」事を皆さんで想像してワクワク楽しく実行す

る一年を目指します。頑張っていきますので、皆さん

助けてください。よろしくお願いします。 

広報委員会 委員長 楠部 滋 

委  員 桐島勝利・住田 誠 

ホームページや地元メディアを通じ

て、ロータリークラブの活動を、広島

空港周辺の三原市、東広島市の住民に

広報するとともに、クラブ内でロータ

リーの友などを活用して、会員への情

報提供を行う。 

①週報の紙面を引き続き充実させる。 

クラブの活動を内外に迅速に紹介して、情報を発信 

する。会員の近況報告など会員を紹介するコーナー 

も計画する。 

②ホームページに例会の情報やクラブの奉仕活動を、

掲載してクラブの情報を発信する。 

③マイロータリーの 100％登録を目指すと共に、その 

活用促進を図る。(7/1現在 92.59%) 

④通常例会の開催が困難な状況の際には、ZOOMを用い 

た例会の運営を促進する。 

⑤グループ９クラブ間でのネットワークづくりにつ 

いて検討を行う。 

ロータリーバッジは、外出時にはいつも身に着けてい

ただくようお願いします。 

会員組織委員会 委員長 川本吉則 

委  員   全 員 

先ほど河井会長からお話がありました

が、30名目標で頑張りたいと思います。 

私自身ロータリーに参加させていただ

き、楽しい時間を過ごさせていただいて

おりますので、これを私の周りにいる方々に伝えてい

けば、1名 2名純増出来るのではないかなという気持

ちで取り組みたいと思います。どうぞ皆さんご協力の

程よろしくお願いいたします。 

奉仕プロジェクト委員会 委員長 三好敏之 

国際奉仕部門リーダー 岡田雄幸・社会奉仕部門リーダー乗越耕司  

青少年奉仕部門リーダー鶴田幸彦・職業奉仕部門リーダー重森佳代子 

委員 鶴田秀樹・近藤一也・橋濱智美・佐々木正親・兼田昌紀・玉川勇二郎  

① 職場例会の実施(11/26.27京都) 

② ダイバーシティの卓話 

③ 職場体験の積極的受け入れ 

④ がん予防委員会と連携して がん予

防の卓話や商工まつりでのがん予 

防の促進 

⑤ 商工まつりで広島県立総合技術高校とのコラボに

よるチャリティーバザー 

⑥ 第二例会で｢ロータリーアンの行動規範｣の唱和 

⑦ 使用済み切手、書き損じハガキ等の収集継続 

⑧ 沼田川クリーンキャンペーンの参加 

⑨ 地区補助金の申請の検討をする 

(財団寄付目標達成が条件となっている。スマイル

からの支出も高額となる) 

財団委員会 委員長 伊藤 保 

委 員 熊谷祐司 

①財団年次寄付 1 人当たり 150＄(個人

名寄付)会員 100＄+スマイル会計より 50＄ 

②ポリオ・プラス基金へのクラブ寄 

付年間 1人当たり 30＄(クラブ名寄付)  

前年度募金箱分＋不足分スマイル会計より 

③本年度も地区補助金を活用し地域に寄付をしたい 

亀甲園様  次年度申請は今後検討 

④恒久基金寄付積立の継続 

年間 1人 10＄をスマイル会計より積立をし、目標は

3～4年程度で 1回のクラブ寄付 

⑤ベネファクター佐々木会員 1,000＄寄付申出(拍手) 

⑥米山奨学会への寄付 

年間 1人 5,000円(クラブ名寄付)スマイル会計より 

★財団の中で、スマイルからの寄附を増額しています。 

強制ではないのですがスマイルのご協力をお願いし

ます。 


