
■ソング：国歌・奉仕の理想

スマイルボックス

■会員誕生日・・・今井、木村

■事業所創立・・・朝比奈、川本、中川、鴨宮

■喜寿スマイル・・今井

■古希スマイル・・木村

■特別スマイル

・急性肺炎になり入院治療。完全治療によりまし

て無事退院することが出来ました。九死に一生

を得た感じです。その間、ロータリークラブよ

り御見舞いを頂き、又、会員の皆様方から御心

配をして頂きまして誠に有難うございました。

（水内 繁）

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・ブルキナファソ栄養失調児回復センター教育資

金支援御礼 G9ガバナー補佐 本庄純夫

G9総額 308,000円

・シスター黒田小夜子氏を囲む会

G9ガバナー補佐 本庄純夫

日時 10月24日（土）16時～19時

場所 三原国際ホテル

登録 5,000円（一人）

・台湾台風災害及び兵庫県西・北部豪雨災害につ

いての義援金のお願い ガバナー 岡田幹矢

・広島県共同募金会竹原市支会委員就任依頼

・例会終了後、定例理事会を行います。

会 長 時 間

会長 中川 康子

会長に就任して二ヶ月が過ぎました。皆様のご協

力で何とかやって参りました。今年度の竹原クラ

ブの運営方針に会員増強と会員の研修を掲げまし

た。8月23日に開催された地区指導者育成セミナー

の部門別セミナーに於いても会員増強部門が設け

られておりました。ここで改めて会員増強につい

てお話しするのはベテラン会員の皆様に対して大

変おこがましいことと思いますが、復習する意味

でお聞き下さい。

“ロータリー情報マニュアル”の中には、会員増

強は三つの部分から成り立っている。新会員の勧

誘、現会員の退会防止及び新クラブの結成と云わ

れています。一人でも多くの適格者にクラブに入

会したいという興味を与える為、又クラブ会員の

減少を防ぐ為に、クラブ内部の拡大の為に、現行

規定を充分に且つ意図的に利用し、地元地域社会

への奉仕を維持、改善し個々の会員が効果的に参

加し、その関心を絶えず引き付けるような行動を

行うべきである。と書いてあります。又会員増強

の意義として、

１．毎年会員の自然減が5～10％みられる。この為
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にも毎年新しい会員の補充が必要である

２．組織を生き生きとさせるためには、常に新し

い血の導入が必要である

３．クラブ活性化の為、老・壮・青のバランスを

保ち若返りが必要である

４．誰かの推薦に於いて自分は入会したので、こ

の特典を他の人にも分かち合う

５．会員増強は財政や奉仕活動推進の為に大きな

プラスになる

又いくつもの意義が掲げられておりますが、竹原

クラブとして以上のことを考えながら、会員一人

一人が会員増強に関わって頂き、クラブの活性化

に協力して頂きたいと思います。ご協力宜しくお

願い申し上げます。

誕生月代表者謝辞

9月お誕生日を代表して今井会員よりお礼の言葉が

述べられました。

誕生該当者会員卓話

会員 木村 安伸

先程は、誕生月を祝って

頂きまして誠に有り難う

ございました。

私も、今月27日でいよい

よ満70歳古稀を迎えるこ

とになりました。

古稀とは、杜甫の詩の

「人生七十古来稀なり」

に由来しているそうですが、私が先般読んだ本の

中に、現代では古稀に相当する年齢は100歳程度を

言うのではないかと書いてありました。自分とし

ては10歳取って還暦に達した積りでこれからも生

かされている人生を元気でまだまだ社会に多少は

貢献できるように過ごして行きたいと願っていま

す。

私の元の会社の社長が、今から約30年程前帝人の

大屋晋三さん達と三人で大阪ミナミの大和屋で毎

年忘年会を開き、寄せ書きを残しています。

それには、「五十、六十は鼻たれ小僧 七十、八

十はからだを作る時代 九十、百は働きざかり

百になって迎えが来たらまだ 二十五年早いと追

いかえせ」と書いてい

ます。まさにその心意

気が大切であると言う

ことだと何時も思って

おります。

さて、私は今から51年

前の昭和33年に竹原高

校を卒業後、大阪へ進

学し吹田市で下宿生活を始めました。その時の新

入生３名と今でも付き合いがあり、年１回旅行を

楽しんでいます。と言っても旧交を温め始めたの

は、今から約10年余り前程でその内の一人からそ

ろそろ定年を迎える時期が近づいて来たので旅行

でもしようではないかとの提案を受け、早速私が

勤務していた沖縄本島に４名が集合し再会を喜び

合いました。その時以降全員が持ち回りで幹事役

を受け持っております。

その後、沖縄では私が竹原に引き揚げる５年前に

も再集結し、ゆっくりとゴルフ、観光をしながら

本島を１周しました。

その他の旅行先を振り返って見ますと、先ず鹿児

島県の屋久島では日程の都合で樹齢約七千二百年

の縄文杉へは登ることが出来ませんでしたが、樹

齢三千年の紀元杉、島全体に広がる原生林、千尋

の滝、大川の滝等の観光で自然を満喫しました。

徳島市にはメンバーの一人が居るので思いっきり

４日間阿波踊りを堪能しました。

岡山県は、蒜山高原方面をドライブし、川原にあ

る混浴の湯原温泉を楽しみました。

栃木県では、海抜二千メートルの那須岳に登り、

那須高原にある友人の別荘でバーべキューに舌鼓

を打ちながらながら大いに飲んだものです。

秋田県は、有名な乳温頭泉郷、田沢湖そして武家

屋敷が並ぶ角館等を巡りました。

青森県では、三内丸山遺跡、八甲田山、竜飛岬、

大間崎それに尻屋崎等の本島最北端を回り、日本

三大霊場の一つでもある恐山も訪ねました。

和歌山県は、高野山から竜神温泉を経由し、熊野

本宮大社へ下る名ばかりの国道425号線が非常に狭

くて急カーブの連続でいたる所に転落注意の標識

に肝を冷やしました。昨年は、私が幹事でしたの

で予てから望んでいた岩手県陸中海岸の北山崎を

選びました。ここは、二百㍍もの高さに切り立っ

た断崖が八㌔に亘って連なるリアス式海岸で、Ｊ

ＴＢが公表した全国観光資源評価の自然資源・海

岸の部で国内唯一最高ランクの特Ａ級に格付けさ

れた景観美を誇るところです。旅行は、10月26日

から3日間の日程を組み、往路は新幹線・航空機で

花巻に行き、先ず民話の故郷である遠野から浄土ヶ

浜を経由し、翌日は日本で最も青く深い地底湖の

ある龍泉洞を探検後、海のアルプスとも言われて

陸中海岸 北山崎

今井さんは喜寿、木村さんは古希

を迎えられました。おめでとうご

ざいます。



いる北山崎を訪ねました。ここの景観は流石に圧

巻でありまして、今度行く時は海からも眺めて見

たいものです。最終日は、久慈市の輸入した原油

を地下の岩盤タンク10本の中に175万キロリットル

貯蔵してある地下石油備蓄基地を見学して帰りま

した。

皆さんの中には既に北山崎に行かれた方がいらっ

しゃると思いますが、未だの方は是非一度はご覧

になって頂きたいと思います。

ついでながら本年の旅行は、来月1日から4日間の

予定で北海道の定山渓温泉、積丹半島、ニセコそ

れに洞爺湖方面に行く計画を立てております。

理事会報告（９月）

■日 時 平成21年9月3日（木）

■場 所 大広苑 ■出席者 14名

■議 題

①ブルキナファソ栄養失調児回復センター創設者

シスター黒田小夜子氏を囲む会の件 承認

②台湾台風被害義援金の件 承認

・ガバナーから依頼分 ＠100×37人

・羅東扶輪社からの依頼分 50,000円

＠1,000×37人＋不足分13,000円はスマイル利用

③兵庫県西・北部豪雨災害義援金の件 承認

＠1,000×37人

④RYLA参加の件 承認

⑤納涼例会決算の件 承認

⑥月見例会の件 承認

日 時 10月8日（木）

場 所 黒浜

登録料 会員 5,000円 配偶者 3,000円

⑦安芸津町敬老会の件 御祝30,000円 承認

⑧ホームページに係るソフト購入の件 承認

⑨9月17日（木）例会に於いて「劇団はぐるま座」

による紙芝居。無償。12:55～13：10 15分間

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ３１名 ３名 ０名 ３名 ９１．１８％


