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会長時間

  会長  小川 嘉彦 

創立２０周年という節目の年に、点鍾と槌をお預かりする事になりました。どう

ぞ一年間よろしくお願いいたします。 

さて、今年度のスタートにあたりロータリーの綱領を聴いていただきました。

定款第１５条に「会員は、入会金と会費を支払うことによって、綱領の中に示

されたロータリーの原則を受諾し、本クラブの定款・細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束されることを受諾す

るものとする。・・・」とあるようにロータリーの目的についても考え、創立の想いや良き伝統を守りながら、一年間「楽し

もうロータリー」をテーマとして活動して参りたいと思います。なにとぞ皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上

げます。 

今回の例会（７月１４日）

決 算 報 告 ・ 予 算 説 明

次回の例会（７月２１日）

理事役員･委員長挨拶

出席報告 
（森中例会運営委員長）

7月7日(水)出席者

会員総数 41名

出席会員 37名

欠席会員 4名

ご来賓 0名

ご来客 8名

ゲスト 1名

来客者紹介 
（瀬川親睦家族副委員長）

7月7日(水)出席者

益田ＲＣ 1名

広島ＲＣ 2名

広島南ＲＣ 1名

広島西ＲＣ 1名

広島西南ＲＣ 3名

  

幹 事 報 告 （石川幹事）

■例会変更 

・広島安芸ＲＣ 「創立１９周年記念夜間例会」 

【と き】 ７月１３日(火) １８：３０～ [※同日変更] 

【ところ】 ホテルグランヴィア広島

・広島廿日市ＲＣ 「家族同伴夜間例会」 

【と き】 ７月２６日(月) １８：３０～ [※同日変更] 

【ところ】 宮島コーラルホテル

・広島西ＲＣ 「夜間例会並びに会員懇親会」 

【と き】 ７月２９日(木) １８：００～ [※同日変更] 

【ところ】 うを久

・広島安佐ＲＣ 「夏の家族会」 

【と き】 ８月１日(日) １８：００～ [※7/29の変更] 

【ところ】 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 

      （新広島市民球場）

■お知らせ 

■BOX配布物 

・ 次週の例会は決算報告・予算説明となりますので、ご出

席下さいますようお願い致します。

・ 会員証を配布しております。昨年のものは破棄下さいま

すようお願い致します。

・ カバナー月信７月号とロータリーの友７月号を配布して

おりますので、お持ち帰り下さい。

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121

【会長】小川 嘉彦 【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F 【TEL】082-221-4894
【幹事】石川 貴与和 【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/ 【FAX】082-221-4870
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正 副 会 長 幹 事 挨 拶  

改めて就任のご挨拶を申し上げます。創立２０周年とい

う節目の点鍾と槌をお預かりすることになりました小川で

ございます。石川幹事をはじめとする優秀なメンバーと

共に一年間務めてまいります。 

さて、2010-11年度国際ロータリー会長レイ・クリンギンス

ミス氏は、「ロータリアン以外の人々にロータリーの目的

を説明すること」と「ロータリアンにロータリーの原則の重

要性を再認識してもらうこと」、奉仕・親睦・多様性・高潔

性・リーダーシップというロータリーの中核となる価値観

を分かち合うことから「地域を育み、大陸をつなぐ」を新

年度テーマとされました。 

そして、第２７１０地区前田茂ガバナーは地区を運営する

にあたり、ロータリアンとしての互いの絆をもち、あくなき

情熱的精神を心に秘め、且つ冷静に未来を洞察してゆ

くことこそ今のロータリークラブに必要であるとの想いか

ら、信条を「ロータリーの絆をもとう－あくなき情熱と冷静

で－」とされました。 

我がクラブは基本テーマ「心ゆたかなロータリアン」と、二

宮義人初代会長の「明るく、楽しく、和をもって」をテーマ

として１９９０年９月１２日に設立され、本年２０周年という

節目を迎えます。創立の想いや良き伝統を守りながら、

親睦と奉仕というロータリーの核となる価値観を高め、ク

ラブの更なる飛躍と変革に柔軟に対応し、会員の皆様

がロータリーを楽しみ積極的に参加し、優しさと思いやり

の心を育み、好意と友情を深め奉仕の輪をつなげる組

織を目指してまいります。 

一年間「楽しもうロータリー」をテーマとして悔いのない活

動を行ってまいりたいと思います、なにとぞ皆様のご理

解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

会長 小川 嘉彦

本年度は、広島陵北ロ－タリ－クラブ創立20周年を迎える

節目の年に小川会長の下、副会長を務めさせていただき

ます下田です。一年間よろしくお願いいたします。 

小川会長のクラブ運営方針は、「楽しもうロ－タリ－」であり

ます。会員の皆様が明るく楽しく和をもって例会に、ロ－タ

リ－活動に参加できるよう微力ではありますが務めてまいり

ます。私の担当は、会員組織常任委員会(会員増強委員

会・会員研修委員会)です。各委員長と連携を密にして進

みたいと思います。なかでも会員増強は最重要課題と思っ

ています。会員皆様が共通の認識を持っていただくことが

大切であると思います。皆様のご協力よろしくお願いいたし

ます。 

副会長 下田 敬三

2010-2011年度の幹事を仰せつかりました石川です。宜し

くお願い致します。 

小川会長の｢楽しもうロータリー｣のテーマのもとにこの一年

が始まりましたが、9月12日の20周年記念式典までいろい

ろと行事が組まれていますので、会員の皆様にお願いする

ことが多くなると思いますがご協力お願い致します。 

奉仕プロジェクト委員会では、今までも継続的に行われて

きました地域(コミュニティ)との継続的な連携も20周年を迎

えるにあたりさらに深めていく必要があると考えています。

会員増強委員会につきましては、今までも健闘はされてき

ていましたが、さらに会員の皆さんの協力を得て50名を目

標に対策をご検討していただきたいと考えています。クラブ

運営委員会につきましては、会員・家族が楽しめる親睦活

動を、又、会員の皆さんが楽しめながら、「良かったなあ」と

思える卓話のご検討をしていただきたいと考えています。

広報委員会では、やはり観ていただけるウエブページの検

討が必要であると考えています。 

色々と書かせていただきましたが、いずれも今までも検討さ

れてきた事ではありますが、皆さんと協力・相談しながらお

知恵を拝借し解決してまいりたいと考えてていますので宜

しく御願いいたします。 

幹事 石川 貴与和
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正 副 会 長 幹 事 挨 拶  

この度、副幹事を仰せつかりました山本です。 

まだ入会３年未満ですので、分からないことが多く皆様

に教えて頂くことがまだまだ沢山あります。ご迷惑をお掛

けすることもあろうかとは思いますが暖かく見守って頂き

たいと思います。 

神崎副幹事と話し合いながら一年間勤めさせて頂きた

いと思いますので宜しくお願い致します。 

副幹事 山本 新太郎

この度、副幹事に任命されました神崎です。1年間よろし

くお願いします。 

2年前の8月6日、大切な日に入会しました。二宮先生よ

り2年前の6月に声かけられたのが昨日のようです。6月

が会員増強月刊ということを後から知りました。二宮先生

は名誉会員で、推薦人はできないとのことで、小川会長

と小林さんに急遽推薦人になってもらい、入会すること

が出来ました。私はお二人の言うことは聞かなくてはと思

っています。 

今年1月に、支店長から管理スタッフに入りコンプライア

ンス、労働条件の改善に中国四国9県の支店を中心に

指導する立場になりました。出張が多くご迷惑かけない

ようにしていきたいと思っています。会長からは出席する

という強い意志が必要と指導いただいています。 

まだ、2年に満たない若輩者です。皆さんからのご指導

お願いし、しっかり小川会長支えていきたいと思います。 

副幹事 神崎 正明

：：：：SMILE BOX 

川中敬三 会員 

一年間、いたらぬ幹事でしたが、皆様のご協力で大役を無

事務努める事ができました。有難うございます。さて、私事ご

とですが、ビジネスでは今週末7/11(日）AM6:45から15分

間、TSSテレビ新広島の情熱企業へ出演します。朝早いで

すが見て下さい。個人の趣味の一つとして、ゴルフがありま

すが、今週7/9(金)戸山カントリークラブで広島県シニアゴル

フ決勝大会へ出場します。上位４８名が中国大会への権利

を得ることができます。これにむけて頑張ります。女房への

誕生祝有難うございます。 

堀江正憲 会員 

平成７年米山奨学生の李京極さんのカウンセラーをしまし

た。７月５日、NHK教育テレビで韓国の手芸の活躍が放送さ

れました。神楽や私の家族と食事をしたりしました。もう一

人、広島陵北RCで台湾の黄さんの２人をカウンセラーしまし

た。皆様のご活躍を大変喜んでいます。 

小川嘉彦 会員 

株式会社いとや が広島県で初めて社団法人環境生活文

化機構リサイクル功労者表彰を受賞したことが、広島ホーム

テレビのHOME情報ランドで７月１３日の１０時２５分より放送

されることになりました。 

安土義和 会員 

小川丸の無事の出航祈念して。 

愛谷俊治 会員、久保弘睦 会員、石田愃夫 会員 

小川丸の船出おめでとうございます。創立２０周年の大きな

行事がありますが、体に気を付けて１年間頑張って下さい。 

井林孝二 会員、南條泰 会員、川中敬三 会員、 

武田龍雄 会員、佐野隆志 会員 

小川丸の船出を祝して旧執行部よりお祝い申し上げます。

前年以上のご活躍をお祈りいたします。 

小川嘉彦 会員、下田敬三 会員、 

石川貴与和 会員、山本新太郎 会員、 

神崎正明 会員 

１年間よろしくお願いします。 

ニコニコ箱当日計 34,000円

ニコニコ箱累計 34,000円


