
第２２２６回
■ソング：国歌・奉仕の理想
■ゲスト：竹原市教育委員会

生涯学習課体育振興係 櫻井 保秀様

スマイルボックス

■会員誕生日・・・梶谷、下山、久藤、藤中
堀越

■結婚記念日・・・今井、藤中、土居
■事業所創立・・・小田、尾野
■特別スマイル
・12月3日羅東扶輪社の方々をお迎えしての記念例

会を無事開催することができました。皆様のご
協力のお蔭でございます。有難うございました。

（中川康子）
・11月27日WCS・R財団研修例会、12月3日羅東RC歓

迎例会、会員各位のご協力に感謝し厚くお礼申
し上げます。 （川本照夫）

・観光協会主催のなんでも鑑定団の出展に本日現
在110点になりました。ご協力有難うございまし
た。 （下山生修）

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支援
活動終結について

Ｇ９ガバナー補佐 本庄純夫
・ブルキナファソ栄養失調児回復センターマッチ
ンググラント支援金返金について

Ｇ9ガバナー補佐 本庄純夫
2008-09年度ガバナー補佐 松本邦雄

・例会終了後、定例理事会をおこないます。

会 長 の 時 間

2009-2010年度の活動前半を振り返って
会長 中川 康子

会長就任前4月23日に股関節の手術を行い、6月16
日退院致しました。6月はリハーサル月間として大
切な月であるにもかかわらず、役員の皆様をはじ
めとして会員の皆様に大変なご迷惑をお掛けし、
その後今日まで何とお詫びして良いかわからない
程の数々のご迷惑をお掛けし助けて頂きましたこ
と、心よりお礼を申し上げます。
さて、会長へ就任をして今日までの6ヶ月、責任の
重さをいつも痛感するばかりで、クラブ運営方針
に掲げております「クラブの活性化を図ること」
「会員の増強と会員の研修」は、常に頭の中には
あるものの、できているだろうかと、いつも疑問符
ばかりがよぎって参ります。
7月からの竹原ロータリークラブの週報を読み直し、
一つ目のクラブ活性化を考えてみました。
7月30日の例会で藤中会員の卓話の中に、国際ロー
タリージョンケニーＲＩ会長メッセージ“ロータ
リーの未来はあなたの手の中に”と云われており
ます。今年のこのテーマを選んだ理由として次の
ように述べられています。
「私の目標の一つにロータリーをロータリアンに
返したいということがあります。それは単純なこ
とです。21世紀に於いて、そしてこの先のロータ
リーの発展は個々のロータリアンが行う奉仕に委
ねられています。ほかでもない私たち一人一人に
かかっているのです。同様に個々のクラブがロー
タリーを固めていくものだと信じています。もし
クラブが何もしなければ何も起こらないのです。
私はロータリアンを信頼しています。この組織の
最大の資産は会員です。私たちには地域社会や国
際的な奉仕をする責任やビジネスのリーダーを会
員に迎えることによってクラブの能力を伸ばして
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いく責任があります。又、私生活に於いての倫理
的に振舞いクラブや地域社会でもリーダーとして
行動することが私たち一人一人の責任として求め
られています」とジョンケニー会長は述べておら
れます。
次に、岡田ガバナーはその信条「ロータリーには
まろう」の設定にあたり、「その心は、ロータリー
をもっと知ろう、ロータリーをもっと味わおう、
ロータリーにもっと入れ込もう」にあると述べて
おられます。
この様に、テーマ信条の方向性を受けて、私もク
ラブの活性化、会員増強、研修の充実を竹原ＲＣ
運営方針に掲げさせて頂きました。私達のクラブ
には五つの委員会（クラブ管理運営委員会、会員
組織委員会、クラブ広報委員会、奉仕プロジェク
ト委員会、ロータリー財団米山記念奨学会委員会）
と役員、理事会があります。夫々の委員会が活動
計画を立てられています。それが十分に機能して
いないように思います。私の思いだけでしょうか。
もしそうだとしたらお許しください。
後6ケ月あります。会員増強は一月にお一人入会し
ていただく予定となっています。研修でございま
すが、本年はＧ9ガバナー補佐本庄様、補佐幹事と
して市川様が任命されガバナー公式訪問の随行、
その前にはガバナー補佐プレ公式訪問があり本庄
ガバナー補佐様から研修に価する沢山のお話を受
け勉強させて頂きました。又11月27日にはWCS・ロー
タリー財団についての研修も大変勉強になりまし
た。しかし先ほど勝手なことを言わせて頂きまし
たが委員会活動について理事役員の面々ともっと
議論する余地があるように思います。と言います
のは、それによって会員間の親睦が深まっていく
ように思います。それともっと会員間の連絡を蜜
にしたいと考えます。今年は記念すべき45周年の
年であります。皆様にとって思い出深い年度とな
るよう、後半も頑張りたいと思います。何卒ご協
力を頂きますようお願い申し上げます。

委 員 会 報 告

■次年度幹事 尾野剛章
クラブ細則第三条2節に則り、先週次年度理事会を
開催。次年度SAAは木村会員に決定致しました。

誕生月代表者謝辞

12月お誕生日を代表して藤中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 久藤 孝仁
本日はお誕生日をお祝い頂きま
して有難うございます。この度、
竹原RC45周年記念事業のご提案
を受け、竹原市教育委員会と竹
原市体育指導委員協議会が共同
でご寄付のお願いを致しました
ところ、「スナッグ・ゴルフ」
用具のご寄付の決定を頂きまし

て誠に有難うございます。
先般、東広島市のスナッグゴルフ大会を視察致し
ました。子どもの躾、礼節の教育に大きな成果を

あげておられる現状を受け、当市でもスナッグゴ
ルフの普及指導において、子供達への礼節、教え
られる側、教える側のそれぞれの立場を理解し、
挨拶、礼節等子供達へ指導していけたらと思って
おります。ロータリー理念の中にあります「ロー
タリーが寄付をすることは奉仕活動のサンプルで
あって、いわば実習作業に過ぎない。寄付が主眼
ではなく寄付を出発点に会員各位がそのことにつ
いて感心を高め問題解決へ接近しよう」と言う観
点から、ご寄付頂いた経緯や意義についてお話さ
せていただき、今後ともご指導ご協力頂きますよ
うお願い申し上げます。
又、各学校への指導の時には、JGTO（日本ゴルフ
機構）LPGA、PGA、広島県アマチュアゴルフ選手権
優勝者の奥田様などの協力も受け、ご寄付頂いた
用具にて、指導が出来る事を中国新聞等メディア
による広報も計画致しております。期日等決定致
しましたら、お知らせさせて頂きますので恐縮で
はございますが、改めてご協力頂きますようお願
い申し上げます。今後は、竹原市内の全小学校へ
スナッグゴルフの普及、指導へと全力を注ぎたい
と思っております。有難うございました。では、
スナッグゴルフにつきまして生涯学習課体育振興
係の櫻井氏より、ご説明させて頂きます。宜しく
お願い致します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

竹原市教育委員会
生涯学習課

体育振興係 櫻井 保秀様

竹原ロータリークラブ様におか
れましては創立45周年誠におめ
でとうございます。
平素は竹原市の行事など、芸南

学童水泳大会での新記録賞のトロフィーの寄贈、
竹原ロードレース大会での参加者へのおもてなし
の振る舞いなど、大変感謝しております。
このたび、45周年事業として、生涯スポーツ「ス
ナッグ・ゴルフ」の用具の寄贈につきまして、ご
審議いただき誠にありがとうございます。
近年子どもの体力が低下している状況があり、そ
の原因として家の中で遊べるゲームの普及であっ
たり、外で遊ぶことで事故に遭う危険性を考える
と保護者も外に出ることに抵抗があったりと、さ
まざまな要因が体力の低下につながっているよう
に思います。
最近の子どもは思うようにならないと途中で投げ
出したり、ゲームでもスイッチを切ったりと我慢
してやりぬく事ができない子ども、また失敗した
時の原因を他人のせいにする子どもとさまざまで
す。
子ども達に、スポーツに触れる機会をこのスナッ
グ・ゴルフを活用したい。競技をしながら自分が
思うようにならなくても我慢できる子、一緒にプ
レーしている子に対しての思いやりや、マナー・
礼儀正しい子など、道徳観を養うことを目的とし、
市内の小学生に指導したいと考えております。
寄贈いただきました用具を十分活用していきたい
と思います。本日は大変ありがとうございました。



理事会報告（１２月）

■日 時 平成21年12月10日（木）
■場 所 大広苑
■出席者 12名
■議 題
①ふれあい航海決算、職場例会決算、
WCS・R財団研修会決算の件 承認

②新年互礼会 承認
日 時 2010年1月7日（木）18時より
場 所 大広苑
登録料 3,000円

③創立45周年記念式典の件 承認
創立会員,20年以上連続出席記念品3千円商品券
歴代会長（直前5代）表彰状

④ＩＭの件 承認
日 時 平成22年4月3日（土）
場 所 ホテル賀茂川荘
基調講演 講師 三菱ＵＦＪ証券株式会社

チーフエコノミスト水野和夫氏
パネルフォーラム 奉仕プロジェクト活動報告会

⑤ブルキナファソ栄養失調回復センターマッチン
ググラント支援金返金の件 承認

竹原RCへの返金額 42,900円 雑収入へ繰入

出 席 報 告

第２２２７回

2009年12月13日（日）大広苑に於いて竹原ロータ
リークラブ創立45周年記念式典及び忘年家族例会
が開催されました。
（式典に先立ち第2227回例会を開催）
■式典ゲスト

竹原市教育委員会 教育長 前原直樹様
■祝宴出席者 会員 31名

奥様 19名
成人 7名
子供 25名
ダディーズ（ギター演奏）5名
事務局 1名 合計 88名

持ち回り理事会報告

■日時 平成21年12月13日（日）
■議題 事務局年末年始休暇の件 承認

2009年12月28日（月）～2010年１月5日（火）

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２８名 １名 ５名 ３名 ９７．０６％

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２９名 ２名 ３名 ３名 ９４．１２％


