
■ソング：我等の生業

■ゲスト：ライラ参加者

三幸食品工業株式会社 武田 新 様

スマイルボックス

・11月17日たけの子会ゴルフコンペで優勝させて

頂きました。参加者ご一同様のご協力に感謝致

します。 （梶谷寛康）

・先週の職場例会では大変お世話になりました。

お蔭様で無事終えることができました。有難う

ございました。 （鴨宮弘宜）

クライングボックス

・次回の例会は11月27日（金曜日）16時30分から

となります。「変則な開催」になり皆様方には

ご迷惑をお掛け致しますことをお詫び申し上げ

ます。どうぞ宜しくお願いします。（川本照夫）

・11月17日たけの子会ゴルフコンペを無届欠席し

皆様方にご迷惑をお掛けしました。（原田一平）

・たけの子会ゴルフコンペで優勝を目指しました

が、ＢＢで残念です。寒い雨の中出席された方

ご苦労様でした。又最後までプレーをされた年

配の方には頭が下がります。 （佐々木秀明）

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・第36回聖恵文化祭の中止のお知らせとお詫び

社会福祉法人 聖恵会

・竹原市キャリアスタートウィーク実行委員会事

業報告会

日時 平成21年11月26日（木）

・ライラ参加礼状 ガバナー 岡田幹矢

・例会変更 東広島ＲＣ

12月22日（火）→19日（土）

12月29日（火）→休会

・新年互礼会 竹原商工会議所

日時 平成22年1月5日（火）

場所 大広苑

会費 2,000円

・次週の例会は27日（金）16時30分より行います。

会 長 時 間

会長 中川 康子

本日はゲストとして三幸食品工業 竹田様にご出席

を頂いております。ライラに参加して頂き有難う

ございました。

先週の職場例会で中央幼稚園へ行かせて頂きまし

た。その際、園長さんより「頑張ることができる

子」「我慢することができる子」その目的を持っ

て幼児教育をしているというお話を聞かせて頂き

ました。これからの日本を背負っていく子供達が

そのような大人に成長してくれたらと力強く感じ

ました。有難うございました。

来週の11月27日にはWCS・ロータリー財団研修会を

行います。講師としてパストガバナー川妻様、地

区財団委員長伊賀様をお招きして、WCSの理解を深

めること、ロータリー財団の理解を更に深めるこ

とを目的としてご指導を頂きます。皆様におかれ
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2009～2010年度 国際ロータリー ジョン・ケニー

本日のプログラム １１月２７日
年次総会

ＷＣＳ／ロータリー財団研修会

次週のプログラム １２月３日
羅東扶輪社をお迎えしての

竹原ＲＣ創立45周年記念例会

２００９年１１月１９日第２２２３回(委員会席)例会記録



ましてはよく理解されていると存じますが、今一

度復習の意味も含めまして研修を行いたいと思い

ますので、どうぞ宜しくお願い致します。

委 員 会 報 告

■次年度指名委員会 委員長 土居 敏昭

本日例会終了後に次年度理事役員の選考委員会を

開催致します。宜しくお願い致します。

■羅東扶輪社来訪について 幹事 梶谷 寛康

羅東扶輪社より日本訪問行程表、参加者（18名）

の名簿が届いております。

羅東扶輪社をお迎えしての竹原ＲＣ創立45周年記

念例会は12月3日（木）フォレストヒルズガーデン

に於いて行います。登録料3,000円です。宜しくお

願い致します。

■親睦活動委員会 委員長 木村 安伸

10月8日（木）黒浜で開催した月見例会決算の報告

が行われました。

■ロータリー財団 委員 堀越 賢二

以前お願いをしたロータリーカードの件ですが、

再度のお願いを致します。現在竹原では2名5.6％

の利用状況です。最低10％を目標に推進したいと

思いますので宜しくお願い致します。

ライラ参加報告

三幸食品工業株式会社

武田 新 様

こんにちは。三幸食品工

業の武田です。この度は

ロータリー青少年指導者

養成プログラム、通称ラ

イラに参加させて頂きま

して誠に有難うございま

す。参加させて頂いただけでも大変光栄なことで

すが、多くのことも学ばせて頂きました。今回は

福山ロータリークラブがホストとなって行われた

もので、広島・山口両県の各地区・各クラブから

合計188名の参加者が集まりました。私は一般の参

加者ということになりまして、こちらは20代の若

者が殆どでしたが、ロータリアンの方も多数参加

しておられましたので実に幅広い年代の方々と交

流の機会を持つことができました。

さて、ライラは地域や企業で活躍するリーダーを

育てることを目的として、幾つかのセミナーや講

演が開催されました。その内容についていくつか

お話させて頂きます。

一日目は福山大学准教授の三宅幹子先生による基

調講演とワークショップが行われました。テーマ

は「ピア・サポート、人と人をつなぐ」というも

ので、お互いを認め合い助け合うことがコミュニ

ケーション能力を高めるということに繋がるとい

うことを教えて頂きました。

ワークショップでは福山大学の学生の方を交えて、

グループ単位でレクリエーション的なものが行わ

れとても楽しく学ぶことができました。

次に研修インストラクターの塩飽政幸先生による

セミナーが行われました。このセミナーは二日間

にわたって合計三度開かれましたが、こちらも大

変ユニークな内容で、三分間という制限時間の中

でできるだけ多くの人と握手しなさいとか、隣に

座っているほぼ初対面の人に「いないいないばあ」

と赤ちゃんを相手にする時のような変な顔をしな

さいといったもので、なかなか恥ずかしいものも

ありました。

また、テーマを設けたグループ討論を通じてリー

ダーシップの意味を考えるということも行われま

した。これらのセミナーを通して、何事に対して

も何気なくではなく、常に目標を持って臨むこと、

広い視野を持つことの大切さを教えて頂きました。

初日の夜は夕食とセミナーの後に懇親会が行われ、

様々な業種の方との交流がありました。

特に若い方々の間では名刺交換が盛んで、私も手

持ちの名刺がなくなるのではないかと心配したほ

どです。

二日目は社会奉仕活動の一環として、朝七時から

福山駅周辺の清掃を行い、セミナーを経て、最後

に福山ロータリークラブのパストガバナー天野肇

様による「ロータリーの目指すもの」と題する講

演が行われました。ここではロータリークラブの

歴史・理念・活動内容を若い一般の参加者の為に

解り易く説明して頂きました。

特に印象深かったのが「社会に対する精神的貧困

からの脱却を目指す」「変わらずに生き残るため

には変わらなければならない」といったお言葉で

す。

この後、閉講式、修了証授与などを以ってライラ

は閉幕いたしました。ここでは言い尽くせないほ

どのいろいろなことがあり、長く感じましたが実

りの多い二日間でありました。私の印象は研修の

内容も充実していたのですが、参加者の方々の態

度や表情が生き生きしていたということです。私

は内気で恥ずかしがりな方ですが、周囲の方々の

パワーをもらって少しは積極的に変われたのでは

ないかと思います。因みに、このライラは翌日新

聞に掲載されるほど注目を集めたイベントで、私

自身勉強になりましたし、良い思い出にもなりま

した。竹原ロータリークラブの皆様方には私にこ

のような機会を与えて頂いたことに大変感謝致し

ております。改めまして今一度厚く御礼を申し上

げます。

また、一人では右も左も解らず、不安だった私に

色々と親切にご教示頂きました尾野様にも大変感

謝致しております。この場を借りて厚く御礼申し

上げます。皆様本当にありがとうございました。

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２８名 ４名 ２名 ３名 ８８．２４％


