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 2021年 11月 12日（金）第 3017回例会 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

先週の例会から『情熱を､絆を､未来へ繋げ！～私が YEGで経験し､培ったこと～』 

                  羽村 一重氏（岩国商工会議所青年部 第２６代会長） 
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   ・ニコニコボックス 

    伊藤進吾君 ・地区から１００％出席３５年の表彰を受けました。 

    山田興亜君 ・創立６４周年を祝って頂き有難うございます。 

    村岡敏夫君 ・満８０歳になりました。今日一日元気！をモットーに頑張ります。 

    安東榮一君 ・誕生日と結婚記念日を祝って頂き有難うございます。 

    金川律夫君 ・妻の誕生日を祝って頂き有難うございます。 

    間野晴好君 ・家内の誕生日を祝って頂き有難うございました。金沢で開催されたマラソン 

大会でフルマラソンを完走することが出来ました。来年も頑張ります。 

    斎藤龍一君 ・妻の誕生日を祝って頂き有難うございます。例会に出席して良かったです。 

           帰りに妻の好きなケーキを買って帰ります。また、結婚記念日も祝って頂き

有難うございます｡２８年です｡よく続いていると我ながら感心しています。 

    藤本修久君 ・結婚記念日を祝って頂き有難うございます。 

    樫迫将人君、深川暢也君、豊田清一郎君 ・羽村さん！本日の卓話楽しみにしています。 

           帰りに入会申込書をお渡ししますね。       

    高島博文君 ・その他                    

本日のプログラム：岩国３ＲＣ合同例会 （岩国西ＲＣ主催） 

次週のプログラム：『生涯スポーツの推進に向けて』松嶋伸幸氏(岩国市体育協会 専務理事） 

2021-22年度 岩国３ＲＣ合同例会 

ロータリー財団月間 

 

Zoom例会：ID 462-762-9425 

 

司 会 岩国西 RC ＳＡＡ 賀陽 寛 

12:30 点 鐘 

         国歌斉唱 ・ ロータリーソング「奉仕の理想」 

         ゲストのご紹介                    岩国西 RC 会長 兼田康史 

         会長挨拶 

         会務報告                         岩国 RC 幹事 坂井幸栄 

                                      岩国中央 RC 幹事 菊重隆之 

                                       岩国西 RC 幹事 茶藤淳一 

12:40 食 事 

13:00 卓 話             講師ご紹介 岩国西 RC(ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ) 西村栄時          

講 師：吉川重幹氏（吉川家第３２代ご当主） 

               演 題：『サムライ精神と吉川家』 

13:40 謝 辞                           岩国西 RC 会長 兼田康史 

13:45 点 鐘 

 

 

 
【日刊いわくに：2021.11.9 掲載】 

 

 



 

 

理 事 会 報 告 

    ・１１月４日(木)例会終了後、１１月度の定例理事会を開催し下記事項を承認。 

  １．2024-2025年度「ガバナー候補者」の推薦 

     ・上田文雄（アラインテック㈱ 代表取締役社長） 

２．１２月度「例会変更・休会」 

   ・１２月２３日（木）：時間変更（年末家族夜間例会 18:30～） 

   ・１２月３０日（木）：休会（年末） 

３．１２月度「プログラム」予定 

        ・１２月 ２日（木）：年次総会・ＩＭ実行委員長 山本茂男 

        ・１２月 ９日（木）：イニシエイション・スピーチ 堀川功次郎 

        ・１２月１６日（木）：イニシエイション・スピーチ 藤中 整 

         ・１２月２３日（木）：年末親睦家族例会（岩国国際観光ホテル 18:30～） 

４．「年次総会」開催について 

・開催日：2021年１２月２日（木） 

   ・選 挙：次々年度会長・次年度理事４名・幹事・会計・会場監督(SAA) 

５．ロータリー情報委員会 

         ・ＦＳＭ(ﾌｧｲﾔｰ･ｻｲﾄﾞ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ)実施：11/15～11/30 

６．「奉仕活動基金（５００万円）」満期 

         ・今の預け先：山口銀行（満期：2021 年１１月１７日） 

         ・次の預け先：広島銀行（１年間） 

７．岩国国際観光ホテル従業員の皆様へ「お礼」 

         ・１２月度第１例会（12/2(木)）  

会 務 報 告 

１．次週例会「時間変更」のご案内 

次週１１月１８日（木）の例会から、従来通りの時間割に戻します。 

  ・12:15～食事・12:45～例会開始・13:00～卓話・13:30例会終了  

    ２．他クラブ「例会変更」のお知らせ 

       大竹ＲＣ  １１月２３日（火）⇒ 休会（祝日） 

             １１月３０日（火）⇒ 休会（定款第７条第１節適用） 

       柳井西ＲＣ １１月２５日（木）⇒ 休会（定款第７条第１節適用） 

  委 員 会 報 告 

出 席 委 員 会 

・１０月度出席報告   ・月平均 ７９．１８％      【会員数：６５名】 

日 出席免除 出席数 Zoom 当日出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 

７日 出免３名 ５０名 ３名 ８５．４８％ １名 ８７．１０％ 

１０日 出免６名 ３０名 ０名 ５０．８５％ ９名 ６６．１０％ 

２１日 出免１名 ４５名 ４名 ７６．５６％ ３名 ８１．２５％ 

２８日 出免３名 ４５名 ４名 ７９．０３％ ２名 ８２．２６％ 

 

プ ロ グ ラ ム 委 員 会   

・本日のゲストご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー情 報 委 員 会 

    ・「第１回ファイヤー・サイド・ミーティング」実施のお願い 

     今年度第１回のＦＳＭを実施します｡対象は､コロナ・ワクチンを２回接種した会員のみ 

     実施会場は密を避け、換気等の予防対策実施店を指定してください。 

         ＊期 間：2021年１１月１５日（月）～１１月３０日（火） 

         ＊テーマ：「岩国ＲＣに女性会員を受け入れるには･･･。」  

         ・各班は、日時場所が決まり次第事務局へご連絡ください。 

１班 岡本征士 天羽満則 弘田公孝 藤村敏行 村上晃徳 平野 茂 

２班 沖井洋一 村岡敏夫 松塚茂治 鵜飼秀行 豊田清一郎 友田洋介 

３班 酒井 佑 吉田藤一 吉居俊朗 平本日出男 末永 睦 間野晴好 

４班 中村安紹 村上雅典 高田康秀 森口達也 樫迫将人 末松健二 

５班 山田興亜 髙田洋美 上田文雄 斎藤龍一 斎藤安彦 都留真弘 

６班 安東榮一 中邑隆哉 鈴木義治 酒井太市 川島 操 藤中 整 

７班 村岡茂孝 山本茂男 山本朋宏 沖村昭信 森川徳男 村重雅崇 

８班 前田宏行 高島博文 金川律夫 樫山貴彦 深川暢也 中村雅幸 

９班 武田正之 小林元壯 村元通晃 坂井幸栄 米重尊雅 大谷 悟 

10班 保田浩平 田辺正浩 舛本行広 足谷浩司 片山 学 堀川功次郎 

11班 伊藤進吾 品川邦彦 宇野考典 藤本修久 寺本光司  
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 氏   

（吉川家第３２代当主）  

略 歴 

             昭和５２年 ３月  学習院大学法学部政治経済学科卒業 

             昭和５２年 ４月  新東亜交易株式会社入社 

             平成 １年 ４月  吉川林産興業株式会社入社 

             平成 ２年 ２月  株式会社ｱｲｹｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ設立 

             平成１１年１１月  吉川林産興業株式会社 代表取締役社長 

                 〃     株式会社ｱｲｹｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役社長 

その他 

             林野庁林政審議会委員 

公益社団法人 大日本山林会 副会長 

             一般社団法人 日本林業経営者協会 会長 

             公益財団法人 吉川報效会 理事長（吉川史料館館長） 

             公益財団法人 岩陽学舎 名誉理事長 

岩国吉川会 名誉会長 

             錦帯橋を世界文化遺産に推す会 名誉会長 

岩国藩鉄砲隊保存会 名誉顧問 

岩国西ロータリークラブ 名誉会員 
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