
第939回例会 2010年7月21日 №911号

会長時間

  会長  小川 嘉彦 

先週の集中豪雨では、自然の力の前で人間がいかに弱いものかと感じさせ

られました。皆様のところで被害は無かったでしょうか。 

梅雨明けし、昨日（７月２０日）が土用の入りで立秋（８月８日）の前日までが

夏の土用となり、夏の暑さも本番に入りというより、猛暑が続いています皆様

には体調管理には充分ご留意ください。 

さて、土用にウナギを食べることが一般化したのは、有名な幕末の学者平賀源内が近所のウナギ屋に頼まれて「本

日丑の日」と張り出したら繁盛したのが始めのようです。今年は７月２６日が夏の土用丑の日ので、夏の土用ごろは

暑さも厳しく夏バテしやすい時期なので、昔から精のつくものを食べていたと思います。丑の日でも昔は牛を食べな

かったから「う」のつく食べ物でウナギなのでしょう。でもなぜ「丑の日」なのでしょう「卯の日や寅の日・・」でないのか

誰か教えていただけませんか。 

今回の例会（７月２８日）

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム

次回の例会（８月４日）

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム

出席報告 
（森中例会運営委員長）

7月21日(水)出席者

会員総数 41名

出席会員 33名

欠席会員 8名

ご来賓 0名

ご来客 4名

ゲスト 0名

来客者紹介 
（伊藤親睦家族委員）

7月21日(水)出席者

広島ＲＣ 1名

広島南ＲＣ 1名

広島東ＲＣ 1名

広島西ＲＣ 1名

  

  

幹 事 報 告 （石川幹事）

■お知らせ 

■ロータリーレートの変更 

・ ガバナー公式訪問のご案内を配布しております。理事・役員・

委員長をはじめ入会三年未満の方はご出席下さい。出欠ご回

答は回覧にてお願い致します。

・ ８月１１日(水)休会のご案内を配布しておりますので、ご確認

下さい。

・ ２０１０－２０１１年度緊急連絡網を配布しておりますので、必

ずご確認ください。

・ 第３例会以降は、バイキング形式の食事となります。

・ 二宮先生の奥様より礼状が届いています。回覧いたしますの

で、お読みください。

・ 元米山奨学生の陳潔さんよりご案内が届いています。詳細に

つきましては、事務局までお願いします。

・ ８月１日より、１ドル８８円（現行９２円）に変更になります。

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

石川貴与和 会員 

長男が８月６日８時１５分からの平和の鐘をならすことが、テ

レビと新聞で発表されました。黙祷すればテレビが観れない

し、テレビを観れば黙祷できなし、只今、検討中。 

ニコニコ箱当日計 3,000円

ニコニコ箱累計 55,000円

【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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理 事 役 員 ・ 委 員 長  挨 拶  （１／２） 

【方針】 

未充鎮の職業分類を中心に候補者をリストアップ。職業分類も

同一業種小区分の整理と新規未充鎮職業分類の作成。女性

会員の獲得も本年度において実現する。退会会員で復帰希

望のある人との接触も継続しておこなうつもりです。 

【計画】 

現会員を職業分類ごとに近い型で６～８グループに編成し、各

グループで入会予定者リストを作成。入会予定者リストの作成

は、当クラブの会員のみでなく、知人・友人等の紹介も含む。リ

ストアップ後、入会可能性の高い人から､アプローチを開始、今

年度で計画を全部終了しなくても、２～３年間のスパンで気長

に勧誘をする。 

直前会長 

会員増強委員会 

  井林 孝二理事 
委員長

【方針】 

クラブの方向性、あるべき姿を再構築してみる。 

【計画】 

会長エレクト 

長期計画特別委員会 

  南條 泰理事 
委員長

１． 現状と課題を考える

２． クラブ運営の基本を考える

３． 良いクラブとは何かを考える

４． 参加しやすいクラブを考える

５． クラブの運営指針を考える

【方針】 

本年度会長方針「楽しもうロータリー」であり、我が広島陵北ロ

ータリークラブの基本テーマは「心ゆたかなロータリアン」であり

ます。創立20周年の記念の年迎え、会員皆さんが、ロータリー

活動に積極的に参加できるよう創立の精神に帰りクラブ運営に

務めます。 

【計画】 

会員増強委員会（会員増強は最重要課題であり、未充填職業

分類、具体的な増強計画）そして、会員研修委員会（新入会

員.近年入会者とのミーテング、ロータリ－情報）の各委員会と

連携を持ちながら、会員全員の協力をお願いし積極的に推進

する。 

会員組織常任委員会 

理事  下田 敬三

【方針】 

本年度、小川会長「楽しもうロータリー」を基本方針に思い出に

残る運営を致したいと思います。 

【計画】 

クラブ運営常任委員会

理事  信原 弘 

１． 参加しやすい家族会及び夫人同伴例会の企画

２． 退会会員の卓話依頼

３． 外部卓話の充実

【方針】 

小川会長のもとホームページをいかに活用するかを、考えてゆ

きたい。会員の皆様に協力をいただきながら、一般への広報

へも力を入れてゆきたい。新会員獲得の一助になればと考え

ています。 

【計画】 

広報常任委員会 

 鈴木 大次郎理事 
委員長

・ クラブの活動内容情報を集める。

・ クラブの特徴ある活動内容を報道機関を通じ、地域社会の
人々に理解してもらう。

・ ロータリークラブの認知度を高める。

創立２０周年という節目の今年度に奉仕プロジェクト常任委員

会を担当させていただきます井口です。職業奉仕、社会奉

仕、国際奉仕、新世代奉仕の４つの委員会のコミュニケーショ

ンを密にして積極的な奉仕プロジェクト活動を行っていきたい

と考えておりますので、会員の皆様方のご協力を宜しくお願い

いたします。 

【方針】 

各奉仕部門との連携を密にして、積極的な奉仕プロジェクト活

動を行っていきたい。 

【計画】 

桜事業、交流事業、小学校への安全旗の寄贈、職場訪問例

会の実施、国際奉仕等を遂行していきたい。 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会

理事  井口 久洋 
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理 事 役 員 ・ 委 員 長  挨 拶  （２／２） 

【方針】 

会長の方針に従い、また各委員会の活動方針を受けて適正な

予算編成・執行・実務を行ないたいと考えております。特に会

員が減少傾向にある中、相当予算を切りつめる必要があると

考えます。 

【計画】 

会 計 

  武田 龍雄理事 
委員長

・ 当クラブの方針、および各委員長の活動方針に即した予算
編成を行なう。

・ 編成に当たっては、メリハリをつけ、クラブ運営により効果的
な予算配分に努める。

・ 毎月の理事役員会において、予算の執行状況の報告を行な
う。

・ 資金、会計帳簿、クラブ財産の管理、決算処理、会計帳簿の
作成を行い、理事役員会の承認を受けて総会に報告する。

【方針】 

全会員に対し、ロータリー会員の特典と責務に関する情報を

提供し、ロータリーの歴史、網領、活動と範囲に関する理解の

深化を図る。 

【計画】 

会員研修委員会 

委員長  川中 敬三

・ 新会員及び会員候補者に対して機会を設け、ロータリー情
報し、新会員の気質の向上を図る。

・ 例会の卓話時間において、会員に、「ロータリーの友」の中か
ら自由に選んだテーマについて、意見や感想を自由に発表
してもらう。

・ 会報に、ロータリーに関する情報を定期的に掲載する。

【方針】 

会長方針「楽しもうロータリー」をテーマに会員自身が参加しや

すい、明るく、楽しい例会を目指す。 

【計画】 

例会運営委員会 

委員長  森中 祥二

・ 退会会員に卓話をお願いする

・ 外部卓話の依頼

【方針】 

国際交流を通じて、お互いの文化を尊重し、もって国際平和

に貢献する。 

【計画】 

国際奉仕委員会 

委員長  竹末 園治

１． ロータリー財団、米山記念奨学金の理解と協力

２． 台北松山ロータリークラブとの交流

３． 国際奉仕、親善に協力

４． 青少年交換学生、国際親善奨学生の派遣または受入

【方針】 

年齢４０歳未満の比較的若い人の育成を支援する、「ロータリ

ーアンは青少年の模範」といわれるように努力し、標語として会

報や広報資料に使用するようにする。 

【計画】 

地域社会レベルで、新世代が地域の指導者と関心事を話し合

い、地域社会の問題の解決策を得るための討論の場を提供す

る。 

新世代奉仕委員会 

委員長  渡部 邦昭


