
第941回例会 2010年8月4日 №913号

会長時間

  会長  小川 嘉彦 

猛暑が続き、ベランダの胡瓜もしっかり水をやっているのに、脱水症状のように葉も萎んでいます。まだまだ暑

い日が続きますが、皆様には水分や塩分を補給するなどし、熱中症などにご注意ください。 

さて、八月は会員増強ならびに拡大月間となっています。クラブの奉仕活動を維持するだけではなく活性化

し、より有意義な活動とする為にも、新しい会員の確保を図ってゆかねばなりません。まずはロータリーの活動

を楽しみ、その楽しさを分かち合い、親身になってフォローすることが大切だと思います。入会候補者につい

ては、ただ入会をお願いするのではなく、ロータリー活動の楽しさを理解していただき、同時に共に楽しむ為

にも充分な事前調査をすることも必要だと思います。皆様にはたくさんの共にロータリー活動を楽しめる新しい

仲間をご推薦くださいますようお願いを申し上げます。 

今回の例会（８月１８日）

ゲスト卓話 

R I 第 27 10 地区 ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ 6  ｶ ﾞ ﾊ ﾞ ﾅ ｰ 補佐 

佐藤 恭子 様

次回の例会（８月２５日）

月間卓話 

『 会員 増強 及び 拡大 月間 に 因ん で』 

井林 孝二 会員

出席報告 
（佐野例会運営副委員長）

8月4日(水)出席者

会員総数 41名

出席会員 34名

欠席会員 7名

ご来賓 0名

ご来客 3名

ゲスト 0名

来客者紹介 
（伊藤親睦家族委員）

8月4日(水)出席者

広島ＲＣ 1名

広島北ＲＣ 2名

  

  

  

  

幹 事 報 告 （石川幹事）

■お知らせ 

■ロータリーレートの変更 

・ 2010-2011年度地区大会本登録のご案内とプログラムを配布

しております。ご回答は回覧にてお願い致します。

・ 次回８月１８日の例会終了後に開催いたしますクラブ協議会

へ出席される方は、今年度の「事業計画書」を必ずお持ち下さ

いますようお知らせを致します。

・ リレー･フォー･ライフ･ジャパン2010in広島のお願いについて回

覧を致しますのでご覧下さい。

・ 次週８月１１日(水)の例会は、休会となっておりますので、ご注

意ください。

・ ８月１２日(木)から８月１６日(月)は事務局お盆休みとなってお

りますので、よろしくお願い致します。

・ ロータリーの友（8月号）

・ ガバナー月信

・ 前年度ガバナー月信最終号

【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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ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  

 
石川 幹事 

 
井林 会員増強委員長 

【会員増強組織図】 

    小川 嘉彦 (五)    

          

    下田 敬三 (四)    

          

    井林 孝二 (四)    

          

          

[第一グループ] [第二グループ] [第三グループ] [第四グループ] [第五グループ]

(長) 鈴木 大次郎 (長) 瀬川 長良 (長) 井口 久洋 (長) 森川 和彦 (長) 割方 寿祥

(副) 山田 和弘 (副) 武田 龍雄 (副) 沖田 彰範 (副) 安土 義和 (副) 高野 憲一郎

堀江 正憲 田中 照章 愛谷 俊治 渡部 邦昭 川中 敬三

佐野 隆志 南條 泰 大旗 健 大内 稔康 小川 嘉彦

久保 弘睦 森中 祥二 川西 和彦 井林 孝二 賀谷 俊幸

信原 弘 古谷 幸一 小林 康起 長松 俊典 石川 貴与和

今田 正敏 神崎 正明 伊藤 弘幸 福田 義彦 石田 愃夫

串井 武憲 木本 薫 竹末 園治 下田 敬三 深川 泰平

   山本 新太郎  

こ く う の 旅 日 記  （川西和彦 会員）
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正ちゃんの診察室だより  （堀江正憲 会員） 

2010年8月4日(水) 中国新聞より 

 
：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：SMILE BOX

割方寿祥 会員 
家内の誕生日には結構なお品を御恵贈下さり誠にありがとう
ございました。 

鈴木大次郎 会員 
先週の木曜より昨日まで、神崎様のお骨折りよりモンゴルへ行
ってきました。朝夕は１０℃くらいで昼は３０℃くらいですが、カ
ラッとした天気でした。行いの良さかめずらしく雨も降り虹まで
みえました。大草原で馬に乗り風とバッタの音を聞きながらの
んびりとして来ました。発見は毎月１日がノンアルコールデー
で酒の販売は禁止でした。持込は可能と聞いていましたので
持ち込んでいましたところウエイターににらまれました。 

堀江正憲 会員 
７月３０日(金) ８月４日(水) 本日の中国新聞に、昨年の新型イ
ンフルエンザの報告また県民へのアンケート調査について記
事が記載されています。会社の工場の閉鎖も問題になりまし
た。県民の皆様の調査へのアンケートの御協力よろしくお願
い致します。 

堀江正憲 会員 
福山市の若草園で７月３１日(土)、広島県東部医療センター
設置の会議があり、平成２３年度にむけて、発達障害の支援
が話し合われ、８月１日中国新聞（福山）山陽新聞などに紹介
されました。 

愛谷俊治 会員 
我が母校 広陵高校が夏の野球大会広島予選で優勝しました。
皆様の応援のたまものと思っています。ありがとうございました。
昨日、広陵野球部は甲子園に向かって出発しました。全国優勝
を目指して頑張りますので皆様の御声援・御支援をよろしくお願
い致します。 当日計 12,000円 累計 70,000


