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2023年 2月 16日（木）第 3065 回例会 

 

 

会 務 報 告 

    １．「例会変更」のお知らせ 

       ・２月２３日（木）⇒ 休会（祝日） 

・３月 ２日（木）⇒ Ｉ・Ｍ 開催に振替（3/5(日)14:30～） 

・３月 ９日（木）⇒ 時間変更（創立６４周年記念夜間例会 18:30～） 

・３月３０日（木）⇒ 休会（定款第７条第１節適用） 

    ２．３月度「定例理事会」開催 

      ３月度の定例理事会は、第１例会がＩ・Ｍに振替、第２例会が創立記念夜間例会の 

ため、例会前に開催しますので理事、役員はご出席ください。 

日 時：2023年３月９日（木）１８：００～（例会前） 

          場 所：岩国国際観光ホテル４Ｆ（蘭の間） 

     

   Ｓ Ａ Ａ 

    ・ニコニコボックス 

     斎藤安彦君 ・創立記念日を祝っていただき有難うございました。それからゴルフで奇跡が 

            おきました。ハイボール４杯飲んだら絶好調になりました。 

     川島 裕君 ・誕生日を祝って頂き有難うございます。 

     深川暢也君、村上 慎君、宮田佳明君 ・妻の誕生日を祝って頂き有難うございました。 

     堀川功次郎君・結婚記念日を祝って頂き有難うございます。 

     松塚茂治君 ・和木アイアイ会でホールインワンをしてしまいました！一瞬大変なことを 

            してしまった！嬉しいやら！？後処理の事を考えると大変？！やら････と。 

     小林元壯君 ・松塚さんのホールインワンに立ち会いました。初めて実際に見ました！！ 

     平野 茂君 ・先日ラッキーな事がありました。来週は仕事で欠席です！すみません｡ 

     藤中 整君 ・竹村先生！本日の卓話楽しみにしております。宜しくお願いします。 

     天羽満則君 ・竹村校長、中高一貫校の準備のため大変だと思いますが、ご尽力ください。 

     松塚茂治君 ・竹村校長先生！本日はお忙しい中、有難うございます。 

     都留真弘君 ・竹村校長先生！ようこそお越しくださいました。楽しみにしております。 

     酒井 佑君、末永 睦君、鈴木義治君、品川邦彦君、村上晃徳君、深川暢也君、坂井幸栄君 

     村上 慎君、高島博文君、末河 聡君、米重尊雅君、堀川功次郎君  

           ・竹村校長先生！岩国クラブへようこそお越しくださいました。本日のお話 

            楽しみにしております。        

     都留真弘君 ・写真、有難うございました。       

 

 

 

 

 

本日のプログラム：『本年度 気を付けるべき税制等について（インボイス・電子帳簿保存）』 

 間野晴好(㈱CGS ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 経理部 部長) 

次回のプログラム：３月５日（日）第 2710 地区Ｇ-５Ｉ・Ｍ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ） 

                      （柳井西ＲＣ主催：ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰｽﾃｰｼﾞ ﾍﾞﾙｾﾞ） 

平和構築と紛争予防月間 

 

【会員のひと言 vol.8】        

                                 ≪ 観 点 ≫ 

ロータリー活動では、大変お世話になりありがとうございます。寒さが続きますが、 

陽射しは少しずつ暖かさを増しています。弊社、保険のお客さまに「はがきコラム」 

なるものを定期的にお届けしていますが、今回、雑誌会報委員長の鈴木さんからの 

リクエストで、２０１７年の１１月にお送りしたコラムをご紹介します。 

景気が良くなった実感はありませんが、統計上は良くなっているようです。（あく 

までも統計上は） 同時に求人難となっています。各地でハローワークへ募集を出し

ても多くの場合ほとんど応募が無いと聞きます。以下、レアケースなので参考にならないかも知れま

せんが求人に関する話です。 

或る地方の電気工事業を営む会社へ男子高校生が訪ねて来ました。用件は、来春の卒業後その電気工

事会社へ採用してほしいというものでした。会社は、全員で十数人の規模で地元の有名企業というこ

とでもありません。社長は驚いて、将来もある身だからもう一度よく考えなさいと帰しましたが、高

校生は少し間をおいて再度来社しました。高校生が言うに、「自分は近くのガソリンスタンドでアル 

バイトをしている。いつもお宅の工事用車が給油に来てくれるが、どの車も 

驚くほどキチンと道具が整理整頓され車もキレイに使われている。この会社 

はきっと技術力も高く良い仕事をするはず｡自分もこんな会社で働きたい！」 

というものでした｡目出度く採用となりました｡高校生の観点にも驚きますが 

世の中、どこで誰が何を見ているか分からないものですね。    

株式会社 ベストプランコム 代表取締役 斎藤龍一 

 

 

 

 

 



 

 

３. 第 2710地区グループ５「Ｉ・Ｍ 」開催のご案内 

３月５日（日）、柳井西ロータリークラブをホストクラブとして開催されるＩ・Ｍ へは、

貸切バスを利用します。山口銀行岩国支店前を１３時１０分出発、国道 188 号線を通り

会場へ参ります。現在の参加者は４０名です。今一度スケジュールを調整していただき

より多くの参加をお願いします。途中乗車を希望される方、自家用車で直接会場へ行か

れる方は、３月２日（木）までに事務局へお知らせください。昼食は、各自済ませてく

ださい。なお、このＩ・Ｍ は、３月２日（木）の例会変更となっております。 

開催日時：2023年３月５日（日）１４：３０～１９：００ 

           開催場所：アニバーサリーステージ ベルゼ（柳井市伊保庄田布施木） 

           集合場所：山口銀行岩国支店前 集合：１３時 

           ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ：14:30～ 開会セレモニー 

                14:50～ 基調講演 

                17:00～ 閉会セレモニー 

                17:30～19:00 懇親会 

 【Ｉ・Ｍ (Intercity Meeting・都市連合会)】 

近隣都市数クラブが集まって､開かれるロータリーの会合です。五大奉仕部門をカバー 

しつつ、ロータリーの特徴やプログラムなどを検討します。 

クラブ会員全員参加のこの会合の目的は､会員相互の親睦と知識を広めることであって 

さらに､会員にロータリー情報を伝え、奉仕理念を勉強する為に開催されます。 

４．「創立６４周年記念夜間例会」開催のご案内 

３月９日（木）の例会は、創立６４周年記念夜間例会を開催します。ホテルのバスが、 

岩国駅ロータリーの一般車両送迎場所を１７時３０分に出発しますので、乗車を希望 

される方はご利用ください。＊出発 ： 岩国駅(一般車両送迎) １７時３０分 

なお､３月度の定例理事会を１８時から開催しますので理事、役員はご出席ください。 

     日 時：2023年３月９日（木）１８：３０～２０：３０ 

           場 所：岩国国際観光ホテル４Ｆ 

５．2023-24年度版「ロータリー手帳」申込のご案内 

         2023-24 年度版のロータリー手帳申し込みのご案内が届いております。会員名簿を回覧

しますので要は「○」印・不要は「×」印をご記入下さい。 

※ロータリー手帳（６６０円）は、クラブが負担します。 

６．「献血」のお願い 

岩国市献血推進協議会 会長 福田良彦様より、献血のお願いが届いております。 

献血のチラシが届いておりますので配布します。 

日 時：2023年３月３日（金）10:00～16:00 

場 所：岩国国際観光ホテル 駐車場 

献 血：全血献血（400ml限定） 

         ※６５歳以上の方は、６０～６４歳の間に経験がある方に限る。 

    ７．他クラブ「例会変更」のご案内 

       岩国中央ＲＣ ３月 １日（水）⇒ 日時場所変更（3/5(日)Ｇ５ Ｉ・Ｍ） 

              ３月 ８日（水）⇒ 場所変更（職場例会：ｻﾝﾗｲｽﾞｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ） 

       岩国西ＲＣ  ３月１０日（金）⇒ 日時場所変更（3/5(日)Ｇ５ Ｉ・Ｍ） 

        

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」開催 

      ２月１５日（水）、新会員３名を招致し、研修会並びに歓迎会を開催しました。 

      会長、幹事、情報委員２名、計７名が参加しました。 

プ ロ グ ラ ム 委 員 会 

     ・「３月度プログラム」予定 

 

 

 

 

 

    職 業 奉 仕 委 員 会 

     ・創立記念日おめでとう 

      樫迫将人君  株式会社 樫迫     創立 昭和４７年２月１６日（５１周年） 

      上田文雄君  アラインテック株式会社 創立 昭和２５年２月２５日（７３周年） 

      藤中 整君  株式会社 松重設計   創立 昭和３３年３月 ３日（６５周年） 

      中村安紹君  中村不動産鑑定士事務所 創立 昭和５７年３月 ４日（４１周年） 

      米重尊雅君  株式会社 岩国魚市場  創立 昭和２７年３月 ７日（７１周年） 

親 睦 委 員 会 

     ・会員誕生日おめでとう 

      寺本光司君   村上 慎君   藤本修久君   吉居俊朗君   前田宏行君   

 ・ご夫人誕生日おめでとう 

      米重尊雅君   寺本光司君 

     ・結婚記念日おめでとう 

      村上晃徳君   山本茂男君   間野晴好君   髙田洋美君   前田宏行君   

    出 席 委 員 会 

     ・２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 

２日 出免３名 ５１名 ０名 ７９．６９％ ４名 ８５．９４％ 

９日 出免１名 ５２名 ２名 ８１．８２％ ？名 ？％ 

 

       

・３月 ５日（日）：Ｇ５ Ｉ・Ｍ （柳井西ＲＣ主催） 

・３月 ９日（木）：創立６４周年記念夜間例会（18:30～） 

・３月１６日（木）：イニシエイション・スピーチ 宮田佳明（宮田工業㈱） 

・３月２３日（木）：ゲスト卓話 豊原清綱氏（帝人㈱） 

 

≪2024-25 RI2710地区チーム報告≫ 

去る１１月１７日に実施したキックオフミーテングに続いて､地区事務局員との情報 

交換会を２月１０日（金）岩国 RC 事務局に於いて開催し、計１５名の地区役員の方 

に参加していただきました。 

会議の後は「磯晴」に移動して和やかに歓談し、地区チームの結束を強めました。 

３月１２日（日）には「地区チーム研修セミナー」が広島に於いて開催され､１８名 

が参加し丸 1日かけて勉強する予定です。 

                      2024-25年度 地区代表幹事 伊藤進吾 

 

 

 

 


