
2009年11月5日第2221回例会

■ソング：国歌・奉仕の理想

■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

■配偶者誕生日・・堀越

■結婚記念日・・・大森、佐藤、梶谷、三好

尾野

■特別スマイル

・金婚式 （佐藤守幸）

・金婚式 （梶谷寛康）

・政府より11月3日（文化の日）の日付で2009年秋

の叙勲受章者の発表がありました。このたび私

の家内が保護司を拝命して30年を迎えた今日、

法務省官房長官より顕著な功績を挙げたことで

瑞宝双光章の伝達がありました。授賞式は11月9

日に法務省であり皇居に行くことになっており

ます。本人は身に余る光栄と感謝しております。

（水内 繁）

クライングボックス

・大森寛（おおもり ゆたか）会員のお名前を間違

えて紹介しました。 （原田一平）

記念日代表謝辞

佐藤会員より、11月記念日

を代表してお礼の言葉が述

べられました。

佐藤会員、梶谷会員が金

婚式を迎えられました。

おめでとうございます。

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創設者

シスター黒田氏を囲む会参加お礼

Ｇ9ガバナー補佐 本庄純夫

・聖恵授産所より、今年の聖恵文化祭は新型イン

フルの影響を考え、止むを得ず中止されるそう

です。

・例会終了を理事会を開催致します。

会 長 時 間

会長 中川 康子

2009-2010年度の竹原ロータリークラブの運営方針

にもしております会員増強についてお話させて頂
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きます。会員増強はクラブの方針だけでなく、200

9-2010年度の国際ロータリー第2710地区の長期計

画にも“地区会員組織の基盤の強化を図る”とい

う項にも、クラブ会長が一人の新会員を推薦する

ことを要請し、クラブが1名ないし会員数の3％増

を達成するよう指導する。又、女性会員の増強を

図り、地区内女性会員数の達成目標を2010年100名

とする。と計画にはあります。

本日、午前中に会員組織委員会会員増強委員長の

吉岡さんと一緒に市内の女性で一企業の責任者で

あり、素晴らしい仕事をされている方へアプロー

チして参りました。いろいろとロータリーについ

て話をし、今年度のロータリーの友8月号を是非読

んで頂きたくお渡ししました。8月号は会員増強拡

大月間の記事が多く載っております。私達の願い

がどうぞ実現しますようにと祈る気持ちでロータ

リーの友を手渡ししました。良い返事が頂けるこ

とを願いつつ、今日の例会へ出て来ました。

これで会長の時間を終ります。

委 員 会 報 告

■社会奉仕（新世代）委員会 委員長 尾野剛章

11月7日(土)8日(日)、ライラへ出席致します。7日

の土曜日午後1時30分受付開始で、夜遅くまで勉強

し、8日のお昼に解散予定です。8日の早朝には福

山駅周辺の清掃もプログラムにあります。武田さ

んと楽しく勉強して参りたいと思います。

■ライラ参加：三幸食品工業株式会社

武田 新 様

皆様こんにちは。このた

びロータリークラブのラ

イラに参加させて頂くこ

とになりました。今回こ

のような機会を与えて頂

きましたので、しっかり

吸収して、地域の力になれるよう頑張りたいと思

います。宜しくお願い致します。

■45周年実行委員会 委員長 尾野剛章

45周年実行委員会組織表を本日配布いたします。

ロータリー財団・米山奨学会担当例会

米山奨学会委員長 荒谷 隆文

今月はロータリー財団・米山奨学会担当月ですの

で、さらに皆様へご寄付のお願いをして参りたい

と思います。ご協力宜しくお願い致します。

今年度地区目標は、年次寄付一人110ドル以上、米

山は一人あたり15,000円以上を設定されておりま

す。公式訪問の際にも岡田ガバナーより是非目標

への達成をして欲しいと強調されました。又今年

度は当クラブからガバナー補佐が選出されており

ます。是非とも目標に達成したいと思います。財

団・米山共に毎年の寄付の積み重ねにより、ポー

ルハリス・フェロー、米山功労者等になります。

どうぞ皆様ご協力宜しくお願い致します。

本日は「心つないで、世界へ ロータリー米山記念奨

学会の学友たち」のDVDを上映致します。内容は日本

で米山奨学生となり、感性を高められ、母国に帰

られ実践されている様子、日本との架け橋になっ

ている様子などが紹介されております。是非とも

米山への理解・見識を高めて頂きたいと思います。

理 事 会 報 告（１１月）

■日 時 平成21年11月5日（木）

■場 所 大広苑

■出席者 12名

■議 題

①月見例会決算の件 承認

②職場例会の件 承認

竹原中央幼稚園へ御礼記念品教材費として3万円

③WCS・ロータリー財団クラブ研修会の件 承認

日 時 11月27日（金）16:30～19:30

場 所 大広苑

ゲスト パストガバナー 川妻二郎様

地区財団委員長 伊賀訓之様

11月26日（木）の例会を振替

④羅東扶輪社社員を迎えての竹原RC創立45周年記

念例会 承認

日 時 12月3日（木）

場 所 フォレストヒルズガーデン

羅東：45周年予算の予備費利用

記念品の手配をする

⑤外部卓話 承認

2月18日（木）国立広島商船高等専門学校

清田耕司氏（一等航海士）

⑥クラブ活性化対策特別委員会設置の件（仮称）

承認

⑦新入会員推薦の件 承認

出 席 報 告

2009年11月12日第2222回例会

―職場例会―

ソング：それでこそロータリー

ゲスト：学校法人本長寺学園

中央幼稚園 園長 鴨宮 錦様

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２９名 ３名 ２名 ３名 ９１．１８％

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２８名 ５名 １名 ３名 ８５．２９％



会 長 時 間

会長 中川 康子

皆様こんにちは。

本日は職場例会ということで竹原中央幼稚園様の

会場を提供して頂きまして、このように開催させ

て頂きました。お忙しい中を有難うございます。

宜しくお願い致します。

昨日、阿修羅様へお会いするため奈良の興福寺へ

行って参りました。雨の中を二時間ほど並んでお

会いする事ができました。

いつも私は高齢者のお世話をさせて頂く身であり

ますが、昨日は逆で、並んでおりましたら興福寺

の若いお寺の方々にテントに入れていただいて、

“ここで待ってください。順番が来たらお連れし

ますから”と本当に親切にして頂きました。

車椅子に乗って行ったのですが、仮本堂の中へ抱

えていただいて、ゆっくりと拝顔をさせて頂きま

した。阿修羅様は皆様ご存知のように、先般まで

東京、九州と回って皆さんとお会いされた仏様で

ございますが、今回興福寺へ帰って来られて仮本

堂のお釈迦様の前に安置されておりました。写真

でご覧になった皆様は大変厳しいお顔をなさって

いるのを観られたと思いますけれど、お釈迦様の

前でお釈迦様に見下ろされるような位置におられ

て、お釈迦様の温かい眼差しのもとで立っておら

れ、厳しいお顔は全然感じませんでした。拝顔し

ている内に和やかな心に何かを秘めているような

感じを受け感動して帰って参りました。

色々読みますと、インドでは軍神と言って、喧騒

をするような神様だったらしいのですが、お釈迦

様の八部衆というお弟子になられて人民を守る状

態に変わられたようです。詳しいことはよく分か

りませんけれども、お顔を見ていますと温かい慈

悲の気持ちになるようなお顔をいただいて帰りま

した。

それかどうか分りませんが、今朝仕事場に行きま

して、二年前に入られた入居者の方がいらっしゃ

るのですが、その方は市内の養護施設から変わら

れて来たのですが、今までどんな声を掛けても横

を向いて、 初来られた際には、「ここらの人の

言葉を本気にすな。騙されるぞ」と言葉を言われ

て、二年間いろんな言葉を掛けて参りましたけれ

ども、本当に厳しいお顔だったんです。だんだん

顔は柔和になってきましたが、今朝、“おはよう

ございます。今日はどうですか。”と言いました

ら、顔を見てニコっと笑われ、初めて“おはよう

ございます”と言って頂きました。とっても嬉しゅ

うございました。阿修羅様にお会いしたお蔭かな

と朝からとても良い気持ちになりました。雨の中

行きましたが大変良い気分で帰りまして、今日の

例会に出席をさせて頂きましたので、お話させて

頂きました。有難うございました。

職 場 例 会

学校法人本長寺学園中央幼稚園

園長 鴨宮 錦 様

今日は当園を御来訪い

ただきまして有難うご

ざいます。中央幼稚園

は昭和30年9月、25名の

園児で発足致しました。

第一回目の卒園生は3名

でございました。この

幼稚園ができました理由は、当時、西幼稚園、東

幼稚園の二つがございました。その他には保育所

もございましたが、幼稚園に行かせたいお父さん

お母さん方のお気持ちがあり、定員というものが

ございまして、定員に落ちた方が何とかならない

かなというお話の中に、ここは本業がお寺ですの

で、お寺へ行って昔は寺小屋というのがあったの

だからどうでしょうかと信者の一人の方が来られ

まして、先代と色々話された結果、お母さんが霊

感をお持ちの方でしたので身延山本山に行かれ、

二十一日の願を掛けて下さったんです。寺小屋ら

しい保育でよいから子供を預かるところをという

お話の結果、中央幼稚園が生れました。

25名から始まり、それからは朝も夜も無いくらい

先代と頑張りました。園児は100名、150名、200名、

250名と増えて、 高で381名の年もございました。

今は少子化でだんだん園児の数も減り、現在は130

名になりました。お預かりしている子供は１歳か

ら年少、年中、年長さんです。

子供が少なくなって、社会も豊かになりましたの

で、子供が大事に育てられて、我慢ということが

少なくなってきています。せめて中央幼稚園にご

縁があるお子さんには我慢ができる子、頑張るこ

と、を目標に毎日を頑張っております。

初代の有原市長さんとご縁があり、よく園の行事

に参加して下さってお話して下さいました。

未だに印象深いのですが、“「三つ子の魂百まで」

園長さんそういう言葉があるんじゃんけんの、幼

稚園が一番大事な時期なんじゃ、だからしっかり

頼むぞ”。そういうお言葉を常に聞かせて下さい

ました。そうだなと思いながら、若い時はとにか

く頑張ろうという気持ちでしたが、年齢を重ねる

と共にその言葉通りでして、今はわがまま、気ま

ま、そして食生活もインスタント時代でスーパー

に行けば出来合いもありますし、至れり尽くせり

の社会です。子供達も我慢しなさい、と云っても
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意味が分らないんですね。幼稚園で寒くなってき

たから健康の為にもマラソンをしますと、“しん

どい”という子供がおり、皆しんどいんだから頑

張ろうねと声を掛けますと、“お母さんがしんど

かったら、しなさんなって言ったもん”、それが

今のお子さんの言葉なんですね。

どういうふうにしたら頑張る子供にしてやれるか

と日夜考えておりますけれども、それはどこに原

因があるのかと毎日が反省でございます。そうい

う社会ですが、中央幼稚園にご縁のある子だけで

も中央幼稚園らしい保育をして、立派に小学校へ

送り出そうというのが私の気持ちでございます。

若い先生と常々、難問題はあります、悩みもあり

ます、涙をこぼす先生もおりますけれども、頑張

ろう、頑張るしかない。中央幼稚園に来てよかっ

たなといわれる保育をしよう、それしかないんだ

からと手を取り合って頑張っております。

先代までは社会へ出る保育をして参りました。竹

原市で行事がある時には鼓隊を叩いて町内を歩い

たり、何かがあれば踊りをさせて頂いたりしてい

ましたが、何かそれは欠けているのでは、何か足

りないところがあるのではないか、と考えまして、

今年度から内部の保育の内容、保育のあり方、子

供の目線に立って、もっと心の保育をするべきで

はと思うようになり、昨年より少しずつ外部に出

ることを控えまして、幼稚園内で子供の目線、気

持ちに立って、家ではできない保育を責任を持っ

てさせて頂いております。そういう中央幼稚園で

ございます。まだまだ足りないところがあると思

いますが、皆様のお力を頂きながら本当に皆さん

に助けていただいて今日までやって参りましたが、

今年で５５年迎えます。その５５年頑張ってきた

保育の中で今私が考え、気になることは健康でご

ざいます。子供も我がままになっていますので、

とっても弱いんですね。少し重たいものを持たせ

ますと、重たい、少しマラソンをすると、しんど

い、それをお家の方がどう理解されるかをお手紙

で、そして個人相談でお話させてもらって改善は

させてもらっているのですが、やはり健康が一番

です。元気な子供を育てなければ後のことは続き

ません。音楽、リズム、英会話、お習字、色々な

あらゆるアイデアを入れた保育はしておりますが、

その中でやはり健康が一番です。だから食生活、

そして運動、大事だと思います。どうぞロータリー

の皆様方も

健康に気をつけられまして、益々竹原市の為、社

会の為にご精進下さいますようお祈りしまして簡

単ではございますがお話とさせて頂きます。


