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2023年 1月 26日（木）第 3062回例会 

 

会 務 報 告 

１．2022-2023年度「下半期分担金の納入」完了 

      ＲＩ､ガバナー事務所､米山記念奨学会への下半期分担金の納入を 1月２０日付で 

総て完了しました。    《下期に納入する金額（１人／１８，８３６円）》 

Ｒ Ｉ 日 本 事 務 局 ＲＩ人頭分担金 （$35.50）４，６８６円 

米 山 記 念 奨 学 会 普通寄付      ２，５００円 

地区ガバナー事務所 地区負担金     １０，０００円 

ロータリーの友事務所 友誌購読料      １，６５０円 

  ---―――    合  計 １８，８３６円 

＊ロータリー財団「寄付目標額」 

 今期は、ロータリー財団の目標を達成する予定ですが１月度のロータリーレートが 

１ドル１３２円の為もうしばらく見合わせます。 

・年次基金：１５０ドル/１名 ・ポリオプラス：３０ドル/１名  

・ベネファクター：１名以上 

先週の例会から   

 『テラ(地球)のお話』  山本屋 敦氏（(有)オフィスワイズ 代表取締役社長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックスの続き 

  藤本修久君、冨岡悠治君、樫迫将人君、坂井幸栄君、上田文雄君、前田宏行君、村上  慎君 

  鈴木義治君、山田興亜君、高島博文君、深川暢也君、森口達也君、伊藤進吾君、村上晃徳君 

  中邑隆哉君、藤村敏行君、豊田清一郎君、都留真弘君 

        ・山本屋さん！本日のお話楽しみにしております。宜しくお願いします。 

  都留真弘君 ・本日は出張の為、欠席です。信頼できるＳＡＡメンバーに託して場所は言え 

         ませんが何の憂いも無くナイトライフを堪能したいと思います。 

  松塚茂治君、樫迫将人君、村元通晃君、坂井幸栄君、品川邦彦君、冨岡悠治君、岸本和也君 

  山本茂男君、弘田公孝君、川島 裕君、前田宏行君、上田文雄君、藤中 整君、村岡敏夫君 

  村上 慎君、末永 睦君、金川律夫君、山田興亜君、吉田藤一君、深川暢也君、足谷浩司君 

  森口達也君、米重尊雅君、酒井 佑君、伊藤進吾君、天羽満則君、武田正之君、中邑隆哉君 

  岡本征士君、藤本修久君、沖村昭信君、村上晃徳君、髙田洋美君、藤村敏行君、小林元壯君 

  村重雅崇君、友田洋介君、安東榮一君、中村雅幸君、間野晴好君、鵜飼秀行君、豊田清一郎君 

堀川功次郎君、今西桃太郎君 ・写真有難うございました。 

                           

       

本日のプログラム：職場例会（帝人株式会社 岩国事業所「岩国開発センター」） 

次週のプログラム：『カンツォーネとシャンソンの世界』内河良江様・森田なつは様 

 

職 業 奉 仕 月 間 

 

 



 

 

２．２月度「定例理事会」開催のご案内 

     次週例会終了後、２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：2023年２月２日（木）例会後１３：４０～  

場 所：岩国国際観光ホテル４Ｆ（蘭の間） 

３．２月度「例会変更」のお知らせ 

      ２月２３日（木）⇒ 休会（祝日） 

４．会費納入のお願い 

  2022-2023年度 下期会費を１月末日までに下記の口座にお振込みください。 

          銀  行：山口銀行 岩国支店  

         口  座：普通預金 ６８２７８１ 

名  義：岩国ロータリークラブ 会計 天羽 満則（あもう みつのり）   

５．「第 13期 RLI－2710分科会研修パートⅠ」開催のご案内 

  第 2710地区 ガバナー石田良興様より、第 13 期 RLI－2710 分科会研修パートⅠ開催の 

  ご案内が届いております。 

           日 時：2023年１月２９日（日）１０：００～１７：００ 

場 所：広島 YMCA 国際文化センター（広島市中区八丁堀 7-11） 

出席者：松塚茂治、豊田清一郎、都留真弘 

６．近隣クラブ「２月度プログラム」予定 

大竹ＲＣ  ２月 ７日（火）⇒ ゲスト卓話 廣川  裕氏（広島平和クリニック） 

      ２月２８日（火）⇒ ゲスト卓話 岩崎静穂氏（大竹青年会議所） 

岩国    ２月 １日（水）⇒ ゲスト卓話 川村宏司氏（社会福祉法人はるか） 

中央ＲＣ   ２月 ８日（水）⇒ ゲスト卓話 藤岡孝明氏（岩国市教育委員会本郷） 

     ２月１５日（水）⇒ 会員卓話 丸小野恵美会員 

     ２月２２日（水）⇒ ゲスト卓話 中尾茉由氏（岩国市役所広報戦略課） 

岩国西ＲＣ ２月 ３日（金）⇒ ゲスト卓話 蔵重  伸氏（華道家元池坊） 

       ２月 11日(土)､12 日(日)⇒ 米山梅吉記念館訪問例会 

       ２月１７日（金）⇒ ゲスト卓話 豊島貴子氏（CGS コーポレーション） 

       ２月２４日（金）⇒ 会員卓話 塩井亮太郎会員 

７．他クラブ「例会変更」のお知らせ 

       大竹ＲＣ  ２月１４日（火）⇒ 休会（定款第７条第１節適用） 

２月２１日（火）⇒ 休会（祝日の週の為） 

       柳井ＲＣ  ２月 ７日（火）⇒ 休会（定款第７条第１節適用） 

             ２月２１日（火）⇒ 休会（定款第７条第１節適用） 

       周南西ＲＣ ２月２１日（火）⇒ 休会（定款第７条第１節適用） 

       岩国西ＲＣ １月２７日（金）⇒ 場所変更（職場例会：岩国ひがし学園） 

             ２月１０日（金）⇒ 日時場所変更（米山梅吉記念館訪問例会） 

    ８．第 31 航空群「開隊 50周年記念式典・祝賀会」開催のご案内 

      海上自衛隊第 31 航空群司令 平木拓宏様より、第 31航空群開隊 50周年記念式典並びに 

祝賀会のご案内が届いております。 

           日 時：2023年３月４日（土）１３：３０～１７：４５ 

           場 所：海上自衛隊岩国航空基地（第４格納庫他） 

委 員 会 報 告 

    プ ロ グ ラ ム 委 員 会 

     ・２月度「プログラム」予定 

・２月 ２日（木）：ゲスト卓話  内河良江様（歌）・森田なつは様（ピアノ） 

・２月 ９日（木）：ゲスト卓話 竹村和之様（岩国高等学校 校長） 

・２月１６日（木）：会員卓話 間野晴好会員 

・２月２３日（木）：休会（祝日） 

出 席 委 員 会 

     ・ビジター １名  ・今年度累計 ３名 

・１月度出席報告                       （会員６７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 

１２日 出免３名 ５１名 ０名 ７９．６９％ ２名 ８２．８１％ 

１９日 出免３名 ５３名 ３名 ８７．５０％ ？名 ？％ 

    Ｓ Ａ Ａ 

     ・ニコニコボックス 

      山本屋敦様 ・本日は、よろしくお願い致します。（沢山のご芳志を頂きました。） 

      藤重英格様 ・本日は、メークアップです。上田ガバナー年度では協力させて頂きます。 

どうぞよろしくお願い致します。 

      山本茂男君、鈴木義治君、村元通晃君 ・創立記念日を祝って頂き有難うございます。 

      坂井幸栄君 ・誕生日を祝って頂き有難うございます。 

      小林元壯君 ・家内の誕生日を祝って頂き有難うございました。 

            ・コロナ第８波は峠を越えたようですがまだまだ油断できません。 

      鵜飼秀行君 ・本日は妻、美智子の６２才の誕生日を祝って頂き有難うございます。 

細やかな食事と家族３人で宿泊を宮島岩惣でします。 

      堀川功次郎君・妻の誕生日を祝って頂き有難うございます。 

      高島博文君 ・２４回目の結婚記念日を祝って頂き有難うございます。 

      松塚茂治君 ・来週は職場例会のため､ニコニコボックスがお休みなので本日と合わせて 

協力します。職場例会は帝人㈱岩国開発センターです。貸切バスが岩国駅 

東口から出発します。皆さん！お間違えの無いようお願いします。 

      品川邦彦君 ・岩国市錦帯橋課では､(仮称)錦帯橋資料館等整備基本計画(案)のパブリッ 

             クコメントを１月１６日～２月１４日の期間で募集しております。 

      藤中 整君 ・山本屋さん！本日の卓話楽しみにしております。宜しくお願いします。 

      前田宏行君 ・歯車会で良いことがありました。 

      藤本修久君 ・地区ロータリー財団勉強会に参加しました。 

豊田清一郎君、都留真弘君、舛本行広君、堀川功次郎君 

            ・１月１５日(日)、地区ロータリー財団委員会主催の勉強会に、藤本会長 

エレクト､豊田､舛本､堀川と都留地区財団委員の合わせて５名が参加しま 

した｡岩国に戻ってからの懇親会を含め長い１日となりました。懇親会で 

は、藤本会長エレクトに店のワインが無くなるまで飲ませて頂き勉強会の 

疲れが吹っ飛びました。藤本会長エレクトご馳走様でした！！ 

 

 


