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2022年 9月 22日（木）第 3048 回例会 

 

 

会 務 報 告 

１．１０月度「定例理事会」開催のご案内 

      次々週例会終了後、１０月度の定例理事会を開催しますので理事、役員はご出席 

ください。 

     日 時：2022年１０月６日（木）１３：４０～ 

     場 所：岩国国際観光ホテル４Ｆ（蘭の間） 

    ２．次週例会「休会」のご案内 

      次週９月２９日（木）の例会は、定款第８条第１節を適用し休会です。 

３．１０月度「例会変更」のお知らせ 

・１０月１３日（木）⇒ 例会時間延長（合同例会・卓話時間１５分延長） 

・１０月２７日（木）⇒ 日時場所変更（秋の親睦家族旅行 10/22～10/23) 

     

職 業 奉 仕 委 員 会 

     ・創立記念日おめでとう 

      岸本和也君 ㈱中電工         創立 昭和１９年 ９月２９日（７８周年） 

酒井 佑君 酒井酒造㈱        創立 明治 ４年１０月 １日（151周年） 

      髙田洋美君 髙田耳鼻咽喉科クリニック 創立 昭和５４年１０月 １日（４３周年） 

      末松健二君 三井化学㈱岩国大竹工場  創立 平成 ９年１０月 １日（２５周年） 

親 睦 委 員 会 

     ・会員誕生日おめでとう 

      都留真弘君   高島博文君   

     ・ご夫人誕生日おめでとう 

      酒井 佑君   中村安紹君  平野 茂君   保田浩平君 

・結婚記念日おめでとう 

  深川暢也君   斎藤安彦君  武田正之君   

出 席 委 員 会 

・９月度出席報告                       （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 

１日 出免４名 ４９名 ２名 ８２．２６％ ２名 ８５．４８％ 

８日 出免３名 ４９名 １名 ７９．３７％ ０名 ７９．３７％ 

１５日 出免６名 ５２名 ０名 ８６．６７％ ？名 ？％ 

     

 

 

本日のプログラム：イニシエイション・スピーチ  冨岡悠治（冨岡資材㈱ 代表取締役） 

・次週９月２９日(木)：休会（定款第８条第１節適用） 

次々週のプログラム：イニシエイション・スピーチ 村上  慎（㈱山口銀行 岩国支店長） 

 

 

基本的教育と識字率向上月間 

ロータリーの友月間 

【会員のひと言 vol.3】 

≪ 釣りバカ日誌 ≫ 

さまざまな魚種が存在し、どんな魚をターゲットにするかで、釣竿や仕掛けが違ってくる。 

また、鯛という魚だけ挙げても堤防や磯、船で仕掛けが異なり、竿の長さや硬さ、リールの 

種類、リールに巻いている糸（道糸）の太さも異なる。それに日本近海に○○ダイと呼ばれる

魚が３５０種近くいるのも驚きだ。今や釣りは、老若男女問わず時代の流行ともなるよう釣り

具メーカーがニーズを仕掛け、テレビはもとより YouTube での投稿、「カッコイイ」「楽しい」

「嬉しい」が画面を通して伝わってくる。何といっても魚との駆け引きというスリル感など、

釣りはワクワクが止まらない。私は、小学生までもっぱら投げ釣りで五目釣り、中学に入ると

クロダイ（チヌ）に熱中、４４㎝のチヌが海面から浮いてタモに入った瞬間の興奮は今でも忘

れない。高校入学前後から、ダムや 

川へブラックバス釣り（外来種）に 

夢中になり、自転車で片道２０キロ 

近いダムに釣行、モーター付きのゴ 

ムボートまで購入する始末。２０代 

後半からはルアー釣り（疑似餌）で、 

スズキやメバル・イカ等を主に狙っ 

た。４０代で船釣りを始め、泳がせ 

釣り（小魚を生き餌として泳がせる）で９１㎝のヒラメや８０㎝のコブダイやブリ、船長も驚

愕したのは１１０㎝のサワラである。              釣り師 坂井 幸栄             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４．近隣クラブ「８月度プログラム」予定 

 大竹ＲＣ   １０月 ４日（火）⇒ イニシエイション・スピーチ 山根会員 

        １０月１８日（火）⇒ イニシエイション・スピーチ 中西会員  

 岩国中央ＲＣ １０月 ５日（水）⇒ ゲスト卓話 高田 隆氏（周南公立大学 学長） 

        １０月１３日（木）⇒ 岩国３ＲＣ合同例会 

        １０月２３日（日）⇒ 親睦家族例会（バーベキュー大会） 

        １０月２６日（水）⇒ ゲスト卓話 河林由貴子氏 

                       （地域学校共同生活推進委員） 

 岩国西ＲＣ  １０月 ７日（金）⇒ ゲスト卓話 原田泰伸氏 

                       （岩国労働基準監督署 署長） 

        １０月１３日（木）⇒ 岩国３ＲＣ合同例会 

        １０月２１日（金）⇒ 地区大会報告 

        １０月２８日（金）⇒ ゲスト卓話 森本洋一氏（半月庵 代表取締役） 

    ５．他クラブ「例会変更」のご案内 

       大竹ＲＣ   １０月１１日（火）⇒ 休会（祝日を含む週） 

              １０月２５日（火）⇒ 休会（定款第７条第１節適用） 

       柳井ＲＣ   １０月１１日（火）⇒ 休会（祝日を含む週） 

              １０月２５日（火）⇒ 日時場所変更（合同公式訪問） 

       岩国中央ＲＣ １０月１２日（水）⇒ 日変更（10/13岩国３ＲＣ合同例会） 

              １０月１９日（水）⇒ 日時場所変更（10/23親睦家族例会） 

       徳山東ＲＣ  １０月 ５日（水）⇒ 休会（定款第７条第１節適用） 

              １０月１９日（水）⇒ 日時場所変更（地区大会に振替） 

       柳井西ＲＣ  １０月 ６日（木）⇒ 時間変更（夜間例会） 

       岩国西ＲＣ  １０月１４日（金）⇒ 日変更（10/13岩国３ＲＣ合同例会） 

    ６．「世界ポリオデー」ＷＥＢサイトのご紹介 

      第 2710地区ガバナー 石川 良興様より、「世界ポリオデー」に関する周知のお願いが 

      届いております。関連するＷＥＢサイトは､ポリオ根絶のＷＥＢサイト(ＡＡＰ(rotary. 

      org))､「世界ポリオデー」のポータルサイト(https://www.endpoliorotary.club/home) 

となっておりますので、ご確認いただきますようお願い致します。 

    ７．ロータリーの友「俳句コンテスト」作品募集のお願い 

      ロータリーの友事務所より、創刊７０周年特別企画として、俳句コンテスト「ロータ 

リー」をテーマに開催されます。ロータリーにまつわる出来事や、ハプニングなどを 

作品とした俳句の募集のご案内が届いております。【募集期間：9 月 1日～2月 28日】 

委 員 会 報 告 

    プ ロ グ ラ ム 委 員 会 

     ・１０月度「プログラム予定」 

 

 

 

     

 

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 

第１回のＦＳＭを実施してください。日時場所が決まり次第、事務局へご連絡ください。 

＊期 間：2022年１０月３日（月）～１０月２０日（木） 

＊テーマ：「岩国クラブの課題」        【レポート提出：有】       

班 リーダー 副リーダー メンバー 

１班 天羽満則 間野晴好 
小林元壯、酒井 佑、松塚茂治、武田正之 

吉居俊朗、末松健二、岸本和也 

２班 斎藤龍一 村上晃徳 
岡本征士、保田浩平、前田宏行、高島博文 

豊田清一郎、大谷 悟 

３班 村元通晃 友田洋介 
沖井洋一、村岡敏夫、田辺正浩、鈴木義治 

末永 睦、平野 茂、岩﨑秀史 

４班 藤本修久 樫迫将人 
中村安紹、吉田藤一、弘田公孝、沖村昭信 

寺本光司、冨岡悠治 

５班 金川律夫 藤村敏行 
山田興亜、村上雅典、高田康秀、斎藤安彦 

藤中 整、村上 慎 

６班 坂井幸栄 都留真弘 
安東榮一、髙田洋美、上田文雄、鵜飼秀行 

樫山貴彦、川島 裕 

７班 舛本行広 米重尊雅 
村岡茂孝、品川邦彦、中邑隆哉、平本日出男 

村重雅崇、堀川功次郎 

８班 足谷浩司 中村雅幸 
伊藤進吾、山本茂男、山本朋宏、森口達也 

深川暢也、今西桃太郎 

    Ｓ Ａ Ａ 

     ・ニコニコボックス 

      森口達也君、藤村敏行君 ・創立記念日を祝って頂き有難うございます。 

      金川律夫君 ・誕生日を祝って頂き有難うございます。 

      末永 睦君 ・今週末に６６歳になります。前日 9/17 に空港開港１０周年を記念して 

ライブを行います。是非､誕生日プレゼントを持ってお越しください。 

      村重雅崇君 ・妻の誕生日を祝って頂き有難うございます。 

      小林元壯君 ・４３回目の結婚記念日です。祝って頂き有難うございます。 

      藤本修久君 ・良い事がありました！ 

      米重尊雅君 ・増強委員会です。会員候補者の推薦にご協力ください！ 

      都留真弘君 ・来週、例会欠席です。冨岡さん！スピーチ頑張って下さい。きっと沢山 

の応援があるハズ？です。ＳＡＡ委員の皆さん！お声掛けよろしく！！ 

      中村雅幸君、堀川功次郎君 ・来週欠席です！冨岡さんのスピーチが聞けなくて残念！ 

      松塚茂治君 ・２年後のガバナー年度に向けてのお話よろしくお願いします。 

      藤本修久君､深川暢也君､都留真弘君 ・上田さん！本日の卓話よろしくお願いします。 

      小林元壯君､伊藤進吾君､川島 裕君､冨岡悠治君､平野 茂君､高島博文君､豊田清一郎君 

      品川邦彦君､坂井幸栄君､鈴木義治君､中邑隆哉君､武田正之君､村上 慎君､今西桃太郎君 

      舛本行広君 ・上田ガバナーノミニー！卓話よろしくお願いします。 

                      合計 ５１，０００円  累計 ６４８，００４円 

・１０月 ６日（木）：ｲﾆｼｴｲｼｮﾝ・ｽﾋﾟｰﾁ  村上  慎（山口銀行岩国支店 支店長） 

・１０月１３日（木）：岩国３ＲＣ合同例会(１５分延長・岩国クラブ主宰) 

・１０月２０日（木）：ｲﾆｼｴｲｼｮﾝ・ｽﾋﾟｰﾁ  岸本和也（中電工岩国営業所 所長） 

・１０月２２日（土)～１０月２３日(日)：秋の親睦家族旅行（大分方面） 

 

 

 

https://www.endpoliorotary.club/home

