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2022年 4月 10日（日）第 3028 回例会 

 

 

   会 長 挨 拶                         会長 前田宏行 

本日は「春の親睦家族例会」に多数ご参加いただきありがとう 

ございます。 

当初はバスでの親睦家族旅行を企画しておりましたが、コロナ 

禍の中、会員の皆様の安全を考慮し、村重酒造様の敷地をお借り 

してのバーベキューパーティーを開催することと致しました。新酒も出来上がり、 

「日本一の杉玉」も完成したばかりです。本日は美味しいお酒と食事をたくさん 

用意しておりますので、存分に楽しんで頂きたいと思っております。 

最後になりましたが、色々と準備をして頂きました親睦委員会の皆様に心より 

感謝申し上げご挨拶といたします。 

 

  次 年 度 会 務 報 告 

１．次年度「第１回理事会」開催のご案内 

      次年度１回目の理事会を、４月度定例理事会終了後に開催しますので新理事、新役員は 

ご出席ください。 

           日 時：2022 年４月１４日（木）定例理事会終了後 

           場 所：岩国国際観光ホテル４Ｆ 

           役 員：小林元壯、藤本修久、酒井 佑、松塚茂治、藤村敏行、都留真弘 

理 事：山本茂男、斎藤龍一、金川律夫、足谷浩司 

天羽満則、平本日出男、鈴木義治、豊田清一郎 

２．「石川義興ガバナーエレクトを囲む会」開催のご案内 

      第 2710地区Ｇ５次年度ガバナー補佐 藤麻一三様より、石川義興ガバナーエレクトを 

囲む会のご案内が届いております。 

     日 時：2022年５月１９日（木）１８：３０～ 

     場 所：アニバーサリーステージ ベルゼ（柳井市伊保庄布路木） 

     出席者：次年度小林会長、松塚幹事 

３．2022-2023年度 国際ロータリー「テーマ」        ＲＩ会長（カナダ） 

・国際ロータリー「テーマ」             ジェニファー・ジョーンズ氏 

  

 

 

 

 

 

４．主要行事予定       

日 程 行  事 場 所 

2022/04/14(木) 第１回理事会：委員会編成表 （定例理事会後） 観光ホテル 

2022/04/21(木) 委員会編成 発表 and配布 例会 

2022/04/28(木) 第 1回クラブ協議会 18:30～ 観光ホテル 

2022/05/12(木) 第２回理事会：年間の決め事 （定例理事会後） 観光ホテル 

2022/05/15(日) 地区研修・協議会 広島国際会議場 

2022/05/19(木) 次年度ガバナー補佐 第１回クラブ訪問 観光ホテル 

2022/05/19(木) 石川良興ガバナーを囲む会 18:30～ 柳井西ＲＣ 

2022/05/19(木) クラブ活動計画書・提出日 事務局 

2022/06/02(木) 
今年度・次年度引継ぎ理事会 

第３回理事会：予算 （引継ぎ理事会後） 
観光ホテル 

2022/06/02(木) 第２回クラブ協議会 18:30～ 事務局 

2022/06/23(木) 2021-2022年度 最終例会 18:30～ 観光ホテル 

2022/07/07(木) 2022-2023年度 新年度初例会・定例理事会 観光ホテル 

2022/08/04(木) ガバナー補佐クラブ訪問・第３回クラブ協議会 観光ホテル 

2022/08/24(水) 合同公式訪問（岩国中央 RC）・クラブフォーラム 観光ホテル 

 

 

母子の健康月間 

本日のプログラム：春の親睦家族例会 “お花見 andバーベキュー大会” 

次回のプログラム：イニシエイション・スピーチ 寺本光司（ENEOS㈱麻里布製油所） 

 

  

 



 

 

  会 務 報 告 

１．４月度「定例理事会」開催のご案内 

      ４月度の定例理事会を下記の通り開催しますので理事、役員はご出席ください。 

           日 時：2022年４月１４日（木）例会終了後１３：４０～ 

           場 所：岩国国際観光ホテル４Ｆ 

    ２．地区大会｢本会議｣｢記念チャリティーゴルフ大会｣開催のご案内 

      第 2710地区ガバナー杉川 聡様より、2021-22年度本会議及び記念チャリティーゴルフ 

大会開催のご案内が届いております。 

≪本会議(会長・幹事会)≫ 

           日 時：2022年５月２８日（土） 

                ・本会議（会長・幹事会） １３：３０～ 

                ・ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 １７：００～ 

           場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 

           出席者：上田ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾃﾞｸﾞｼﾞﾈｲﾄ、前田会長、坂井幹事 

      ≪記念チャリティーゴルフ大会≫ 

           日 時：2022年５月２９日（日） 

           場 所：広島カンツリー倶楽部 八本松コース 

                （東広島市八本松町原 11083-1） 

           定 員：２００名 

参加費：５，０００円 

           締切り：４月１８日（月） 

        ※プレー費は各自で清算、参加者全員に一律 8,000円の補助が出ます。 

        ※参加を希望される方は、４月１４日(木)までに事務局へご連絡ください。 

    ３．第 2710地区「クラブ一斉オープン例会」実施のお願い 

第 2710地区ガバナー杉川 聡様より､第 2580地区が実施した｢オープン例会ウイーク｣の 

会員増強の成功例の報告を受け､当地区においても６月末までの新会員入会を目的とし 

た「クラブ一斉オープン例会」実施のお願いが届いております。 

委 員 会 報 告 

ロータリー 情 報 委 員 会 

     ・新会員｢研修会並びに歓迎会｣の開催 

      ４月１日（金）、昨年１月から今年３月に入会された新会員７名を招致し、研修会並びに 

歓迎会を磯晴に於いて開催し会長、幹事、情報委員３名の計１２名が参加しました。 

 出 席 委 員 会 

     ・３月度出席報告 月平均７７．９５％(3/3､3/10､3/17：会員６５名・3/24：会員６６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 

３日 出免２名 ４５名 ５名 ７９．３７％ １名 ８０．９５％ 

１０日 出免２名 ４５名 無 ７１．４３％ ２名 ７４．６０％ 

１７日 出免２名 ４５名 ３名 ７６.１９％ １名 ７７．７８％ 

２４日 出免１名 ４９名 無 ７５．３８％ ２名 ７８．４６％ 

 

Ｓ Ａ Ａ 

  ・ニコニコボックス（３月１７日(木)) 

   保田浩平君 ・喜寿を祝って頂き有難うございます。 

   中村安紹君 ・年男を祝って頂き有難うございます。 

   村元通晃君 ・創立記念日と結婚記念日を祝って頂き有難うございました。 

   村重雅崇君 ・創立記念日を祝って頂き有難うございます。 

   寺本光司君 ・私と妻の誕生日それと結婚記念日を祝って頂き有難うございました。 

   高島博文君 ・結婚記念日を祝って頂きました。お祝いにプレゼントを買ってもらいました。 

   坂井幸栄君 ・妻の誕生日を祝って頂き有難うございます。 

   酒井 佑君 ・今朝の読売新聞に五橋文庫が掲載されました。 

   鈴木義治君 ・岩国法人会の租税教育事業の一環として岩国市及び和木町の教育委員会に租税 

          教育書籍を寄贈させて頂きました。 

   深川暢也君 ・最近ゴルフの調子がイマイチです。ライバルの品川さんに勝てる様精進します。 

   中村雅幸君 ・１５問アンケート最多回答者の中村です。１３問正解でした。 

   武田正之君、豊田清一郎君 ・渡辺祥子さん！本日の卓話宜しくお願いします。 

                                

  ・ニコニコボックス（３月２４日(木)） 

   沖井洋一君 ・毎年４月１日は孫娘に櫻の女王になったり西日本レディースで優勝したりして 

おりましたが今年はコロナ禍にまけてお休みさせます。１００％出席４６年を 

祝って頂き有難うございました。 

   伊藤進吾君 ・１００％出席、家内の誕生日です。今日は白髪染めで美容院です。 

   安東榮一君 ・１００％出席３５年経ちました。 

   天羽満則君、沖村昭信君、足谷浩司君 ・創立記念日を祝って頂き有難うございます。 

   宇野考典君 ・山口銀行岩国支店の旧店舗が３月３１日創立ですが現在の店舗は５月です。 

   中邑隆哉君、樫迫将人君、中村雅幸君 ・誕生日を祝って頂き有難うございました。 

   森口達也君、山本茂男君 ・妻の誕生日を祝って頂き有難うございます。 

   山田興亜君 ・結婚記念日５４周年です。祝って頂き有難うございます。 

   保田浩平君 ・結婚記念日。今夜はワールドカップ最終予選で女房と応援しながら祝います。 

   末永 睦君 ・結婚記念日を祝って頂きました。妻は今、庭の改修工事を勝手に発注して車を 

          置く場所もありません！妻に好き勝手をさせているのが長続きの秘訣です。 

   森川徳男君 ・４月１０日は結婚記念日です。親睦家族会で皆さん！祝ってください。 

   川島 裕君 ・本日はスピーチをさせて頂きます。つたない話ですがよろしくお願いします。 

   品川邦彦君 ・3/24岩国市内で全国さくらシンポジウムが開かれ錦帯橋世界文化遺産に押す会 

では会長他５名が参加しております。又、市の錦帯橋世界文化遺産専門委員会 

が 3/21に開催され４名が傍聴し前向きに審議され前進していると感じました。 

   森川徳男君、豊田清一郎君、村上晃徳君、樫迫将人君、坂井幸栄君、大谷 悟君、都留真弘君 

   森口達也君、深川暢也君 ・川島さん！イニシエイション・スピーチ頑張って下さい。 

   鈴木義治君 ・岩﨑さん！同じ「雑誌会報委員会」です。よろしくお願いします。 

   天羽満則君、豊田清一郎君 ・岩﨑さん、ようこそ岩国ロータリークラブへ！ 

   村上晃徳君、藤本修久君、豊田清一郎君 ・斎藤龍一さん！村上晃徳さんの娘の生まれた年の

ワインを差し入れて頂き有難うございました。とても美味しかったです。 

                                  

                                

  

 

 

 

 


