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２０１８年 ４月１０日 ４月第２例会 

本日のプログラム ：  卓話 広島県議会議員 西本博之 様 

２０１８年 ４月 ３日（ ４月 第１例会 ） 報告 

※点鐘 １２時３０分 正原孝司 会長 

※国歌斉唱 君が代  

※ロータリーソング 奉仕の理想  

※４つのテスト 職業奉仕委員会  

※ビジター紹介 ＳＡＡ・プログラム委員会 平原秀則 小委員長 

※出席報告 親睦・出席委員会 松村哲治 会員 

会員数 ３３ 名 ３/２０欠席者 ９ 名 

来訪者 ０ 名 メークアップ ６ 名 

出席者 ２５ 名 出席率 ９０．９１ ％ 

欠席者 ８ 名 通算出席率 ９６．６５ ％ 

※メークアップ報告 （３/２０分） 

 村 上  幹 雄 君 3月 8日 （竹原ＲＣ） 田中祐太郎 君 3月 18日 （ＰＥＴＳ） 

 萩 尾  勝 美 君 3月 22日 （広島西ＲＣ） 長岡  健二 君 3月 22日 （広島北 RC） 

 島 﨑  晶 子 君 3月 24日 （ＩＭ） 馬原  直史 君 3月 24日 （ＩＭ） 

※ニコニコ箱 ＳＡＡ・プログラム委員会 貞岩 敬 会員 

 正原  孝司 君 … 今更ですが、今年の 3月で、私も東広島ＲＣへ入会して 20年が経ちました。 

又、4月は家内の誕生月です。ＪＣ・ＲＣと共によくもったものです！(忍耐) 

 山名  征三 君 … 行楽シーズンになりました。仙石庭園にも多くの方々が訪れています。 

桜は今満開です。お時間のある方はお越し下さい。 

 原田  常晴 君 … 娘と孫の 4人で、沖縄旅行に行きました。 

2日目のホテルに天皇陛下が泊まられていて 

驚きました。交通規制を避けて朝 7時過ぎに 

ホテルを出発しました。 

☺本日のニコニコ箱☺ … ４，０００円 

☺ ニコニコ累計額 ☺ … １９８，０００円 

◆原田会員投稿写真◆ 
（右）首里城 

                                                             （左）ちゅら海水族館 



３倍 

４倍 

（５５，０７５ドル） 

会長時間  会 長  正原孝司                           

本日は公共イメージ向上委員会、ご担当で、わがクラブのホーム 

ページの紹介他の卓話を楽しみにしておりますので、早志委員長 

のちほど宜しくお願い申し上げます！ 

  ３月末はいろいろな団体、会社等の総会もあり、さぞや皆さまも大 

変忙しくされ ・・ まだまだ、忙しいでしょうか？ 

年度でいうと新年度で、行政の人事も多少動かれていると聞いて 

います。 

  知己
ち き

朋友
ほうゆ う

 というと、交際有する全ての友人という意味ですが、 

『今年はどんな感動と美味しいものが待っているのでしょうか？』 

という期待で新年度・新学期を迎えられる方も多いと思います。 

さてロータリーでは、４月は 『母子の健康月間』 となっています！ 

先週多少触れました、グローバル補助金を活用し、まさにその項目に合った事業をフィリピンのアンヘ 

ルス市民病院で、事業展開されたのが、呉南ＲＣでしたので、お知らせします。 

それは、新生児の死亡率低下を目的にした保育器・光線治療器・検診手帳の贈呈です。 

内訳金額としては、  

① 自クラブの支出 （クラブｃａｓｈ） ７２４，６９０円 

② 2710 地区の支出 （ＤＤＦ補助金） ２，１７４，０１０円 

③ 相手クラブの支出  ５４，０００円 

④ 相手クラブの地区支出 ２１６，０００円 

⑤ 国際ロータリー（ＲＩ財団）の支出 ２，７７９，３８０円 

合  計 ５，９４８，１１０円 
 

総額約 600万円の事業をされていて、過去にも中国大連でのローターアクト事業等も、聞いた事があり 

ます。それがクラブのカラーとなっています！ 

当東広島ロータリークラブのカラーも創立 31年ともなれば変化して当然と思いますし、個人としても、 

事業を通してクラブの特色が出せられるようになればと思っていますので、是非、そこへ結びつけられる 

よう、お願い申し上げて、会長時間とさせていただきます。 

 

 

 4 月 Ｈａｐｐｙ Ｂｉｒｔｈｄａｙ !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

      松村会員 4月 6日        井川会員 4月 29日        貞岩会員 4月 30日 

 

結婚 30 年お祝い 
 

 

 
 

 
                    長岡会員          松村会員 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profit Most Who Serve Best）」 



 本日のプログラム 

公共イメージ向上委員会  早志光由 委員長 「ホームページの紹介」 
 

   東広島ロータリークラブのホームページが新しくなりました。 

   現在、「例会スケジュール（例会・行事予定）」 と 「広報誌（週報）」 を毎週更新しています。 

「委員会開催のご案内」や「家族例会のご案内」、「例会変更」についても、随時掲載しています。 

パソコン、スマホ、どちらからも見ることができますので、是非ご覧ください。 

   ロータリー活動のコミュニケーションツールとして、皆さんに活用していただけるよう、今後も改善 

していきたいと思いますので、ご意見・アイディア、また不明な点がありましたら、公共イメージ向上 

委員会（早志委員長）までお寄せ下さい。 

    

   

 

 

 

 

     【パソコンで見る場合】ホーム画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                              

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ     

「超我の奉仕（Service Above Self）」 

 

《メニュー表示》 

＊クラブ概要…「会長挨拶」「クラブの概要」など 

＊広報誌  … 2017-2018年度週報が載っています 

＊例会スケジュール…カレンダー形式のスケジュール表 

＊主要行事予定  …今年度地区行事など 

＊ロータリーリンク…ＲＩ・地区・近郊クラブ 

＊お問い合わせ  …事務局あてにメールが送信できます 

 

《例会・行事予定》 

スケジュールが 

表示されます。 

例会プログラム 

例会変更 

地区・クラブ行事 

     など 

 

《新着情報》 

 ホームページの更新情報を掲載しています。 

 また、会議日程変更などの緊急情報も掲載しています。 

 続きを読む を選択すると、詳しい内容が確認できます。 



※委員会報告および連絡事項 

  国際奉仕委員会  白島洋司 小委員長 

・ヒロベイＲＣ創立３０周年記念式典参加について 

参加本登録締め切り：４月１０日（火） *旅費の都合もあり、早めにメンバーを決定したいと思います。 

現地でのアトラクションとして、マウナケア山頂へのツアーを予定されているようですが、標高 4km と 

いうことで、参加者の体力を考えると難しく、その旨、先方に伝えたいと思います。 

※幹事報告    荒谷正彦 幹事 

・例会終了後、定例理事会を開催いたします。 

・４月のロータリーレートは、1 ドル＝１０４円です。 

・「ガバナーエレクトを囲む会」が、４月４日(水)１８：００～ 呉阪急ホテルにて開催されます。 

 田中会長エレクト、武田次年度幹事が出席されます。 

・「東広島ライオンズクラブ第１回チャリティーゴルフコンペ」が５月２４日(木)安芸Ｃ.Ｃ.にて開催されます。 

・「７ＲＣ合同ゴルフコンペ」が６月１０日（日) 広島東映Ｃ.Ｃ.にて開催されます。 

・例会変更（受付のみ） ４月 ４日(水) → 広島空港ＲＣ（広島エアポートホテル） 

               ４月 ９日(月) → 東広島２１ＲＣ（グランラセーレ東広島） 

               ４月１２日(木) → 竹原ＲＣ（大広苑） 

               ４月１８日(水) → 広島空港ＲＣ（広島エアポートホテル） 

・事務局休み  ４月１８日(水) 午後休み 

 

※４月定例理事会報告  2018 年 4 月 3 日（火）13：45～ 

《審議事項》 

 ・４月のプログラム確認と５月のプログラムについて                          【承認】 

 ・３月会計報告 … 国際交流準備金を一般会計へ繰入れ（ヒロベイＲＣ関連）         【承認】 

             予算が余っている委員会へ活用を促進のこと 

・会計補正予算の件 

      … 会員増強委員会 パンフレット作成（1,000部） → 残金\50,000補正へ 【承認】 

          長期戦略検討委員会 資料代\10,000 → 残金\20,000補正へ 

・春の家族例会事業計画（クラブ管理運営委員会より）                         【承認】 

・次年度委員会組織の報告（田中会長エレクトより）                       【承認】 
 ・「東広島の史跡文化財を見て歩く会」4/29（祝）（社会奉仕委員会より）           【承認】 

 ・その他 
 

 

 

次週のプログラム   ４月１７日(火) １２：３０～  卓話 東広島商工会議所青年部  名井 崇真 会長 

発行：東広島ロータリークラブ  

●例会場 グランラセーレ東広島 

 東広島市西条町御薗宇円城寺６９５０-２ 

 TEL：０８２-４２３-３０００  FAX：０８２-４２３-８６４９ 

 例会日 火曜日 １２：３０－１３：３０ 

●事務局  〒７３９-００１４ 

 東広島市西条昭和町 13-37 ｼｭﾌﾟﾘｰﾑ松屋ﾋﾞﾙ 402 

 TEL：０８２-４３１-３７８０ FAX：０８２-４３１-３７８１ 

 E-ｍａｉｌ ： ｈｉｇａｓｈｉ-ｒｃ＠ｃｒｕｘ.ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

 ＵＲＬ : http://www.higashihiroshima-rc.jp 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 


