
■ソング：奉仕の理想

スマイルボックス

■会員誕生日・・・吉岡

■配偶者誕生日・・市川、朝比奈、菅

■年賀状 ・・・原田、大成、吉本、藤中、金澤、

佐々木、三好(秀)、大森、久藤、水内、市川、円山、

今井、川本、菅、土居、佐藤、朝比奈、尾野、木村、

本庄、中川、下山、荒谷、梶谷、吉岡、佐渡、

堀越、夜船

■特別スマイル

・忘年家族会に総勢9名参加し、有難うございまし

た。市川会員ごめんなさい。 （本庄純夫）

・創立45周年記念式典で25年連続出席の表彰を頂

き有難うございました。 （市川重雄）

・記念誌が残っていますが45周年が無事終わりホッ

としています。皆様ご協力有難うございました。

また年男の祝いを頂き有難うございました。

（尾野剛章）

・年末のたけの子会ゴルフコンペに優勝できまし

た。また年始の出初式も無事済みました。

もう一つ、妻が2月14日中国女子駅伝に竹原チー

ムでの出場が決まりました。 （久藤孝仁）

クライングボックス

・抗がん剤の副作用で頭の髪の毛が抜けて丸坊主

になりました。頭が寒いです。 （三好秀樹）

・年賀状失礼致しました。お詫びします。

（川本照夫）

誕生代表者謝辞

1月お誕生日を代表して吉岡会員よりお礼の言葉が

述べられました。

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・第16回国際ロータリー第2710地区ガバナー杯ロー

タリークラブ親善野球大会開催のご案内

・例会終了後、定例理事会を行います。

会 長 の 時 間

会長 中川 康子

皆様こんにちは。1月11日の鏡開きの日には老人ホー

ム、ディサービスをご利用の高齢者の皆様は鏡餅

の入ったぜんざいを嬉しそうに食べられ昔ながら

の風習を楽しまれました。昔からの良い風習は大

切に残していきたいものです。

さて1月はロータリー理解推進月間です。ロータリー

を理解するということは、今一度ロータリーの歴

史を振り返り、現在あるロータリーの存在をしっ

かり受け止め会員全員の横の繋がりを強めなくて

はなりません。何時の会だったかに「新幹線効果

論」の話を聞きました。ロータリアンもリーダー

だけで引っ張るのではなく一人一人が新幹線の一

つ一つのエンジンの付いた車両と同じような考え

で、皆が団結し前進することを考えていかねばな

りません。そうすることがクラブを活性化し、先

ほど吉岡会員より言われた魅力ある強いクラブに

繋がり、地域の方々にも認められ会員増にも繋が

るのではないでしょうか。一人一人がエンジンの

付いたリーダーになりクラブの充実発展に努めて

いきましょう。
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本日のプログラム １月２１日

クラブ決算報告（前期分）

次週のプログラム １月２８日
職業奉仕卓話

「太陽光発電について」

２０１０年１月１４日第２２２９回(誕生席)例会記録



委 員 会 報 告

■奉仕プロジェクト委員会 委員長 佐藤守幸

ふれあい航海、職場例会、ＷＣＳ／ロータリー財

団勉強会の収支報告が行われました。

誕 生 月 卓 話

会員 森 照明

本日はお誕生日をお祝い頂き有

難うございます。このところ特

に足腰が弱ったのか少しの段差

などでもつまずいて打ち身をし

ます。少し鍛えた方が良いかと

電動ウォーカーを購入しました。

使用して一ヶ月くらいですが、テレビを見ながら

なんとか続けております。ただ正月には遊びに来

た孫達のおもちゃになってしまいました。

正月と言えば、私の妹一家、娘達、孫達が来るの

が恒例行事となり、好みそうな正月料理を作り皆

が来るのを楽しみに待ちます。今年も総勢19人大

変賑やかな正月でした。色々と注文が多くスーパー

に買出しに行く次第です。レストランに行ったよ

うな盛り付けをしてやると喜びます。一番小さい

孫は小学一年生の女の子ですが、この子の食べっ

ぷりが良く一人前をペロッと食べてびっくりさせ

られました。

また話は戻りますが、最近は健康について考える

ことが多々あります。先ずは禁煙です。これが実

行できれば一番良いことは分かってはいるのです

が今までも何度も挑戦しましたが情けないことに

失敗の繰り返しです。私がクラブに入会して7年に

なりますが、その間禁煙された方が土居さん、川

本さん、荒谷さん、梶谷さん等おられます。皆さ

ん意思が強く尊敬する次第であります。私はもう

これだけはいっそ死ぬまで喫煙した方が良いかと、

この意思だけは強いのであります。これからの若

者達には初めから喫煙しない人生にして欲しいと

願うばかりです。体に良いことといえば笑うこと

が良いそうです。腹の底から大声を出して笑えば

きっと体に良いに違いないと思います。

昨年9月のシルバーウィークに夫婦二人で京都奈良

へ二泊三日の珍道中に行って参りました。二人で

旅行へ行くのは久しぶりでした。一週間前に新幹

線の切符を手配しましたが宿は予約せず出発しま

した。行きはグリーン車で快適でした。京都に着

くまでの二度お絞りが配られ、グリーン車とはこ

ういうものかと思いました。京都駅について駅の

案内所で宿を探し、どうにか駅近くの宿が見つか

りました。宿へ手荷物を預けて京都散策の始まり

です。駅前からバスを乗り継ぎ清水寺、銀閣寺、

平安神宮と巡りました。初めてのシルバーウィー

ク、大勢の観光客の数に驚かせられました。

二日目は近鉄特急で奈良へ行き、先ず奈良駅の案

内所で今夜の宿探しです。今回も駅に近いホテル

に決め、手荷物を預けてから奈良公園へ歩いて散

策、東大寺大仏様、五重塔、春日大社など大勢の

観光客について歩きました。東大寺では鹿たちが

寄ってくるので鹿せんべいを何度も買い写真を撮っ

たりと楽しく過ごしました。大仏様は遠い昔小学

校の修学旅行でお目にかかって以来、なんだか懐

かしさを感じました。奈良では乗り物を使わず、

ずっと徒歩での散策でした。道中、家内は迷子に

ならないよう私の皮ベルトを持って歩きました。

三日目、近鉄で京都に帰りバスで映画村に行きま

した。私は時代劇が大好きですのでドラマのセッ

トなど見て回りながら銭形平次のセットや暴れん

坊将軍の馬など写真を撮ったりしました。道など

舗装していないので凄いほこりでした。

映画村でうどんを食べていたら「森さん」と声を

掛けられ振り向くと良く知ったご近所さん一家で

した。世間は広いようで狭いものです。本当に驚

きました。映画村をあとにし、地元の人にバス停

を尋ねたらバスだと渋滞して時間がかかって大変

ですからと歩いて10分先にある花園駅を教えて下

さり大変助かりました。

今回の旅では懐かしい小学校の修学旅行のことな

ど思い出しました。国鉄の貨物車と貨物車の間に

客車をはさみ、中では新聞紙などを敷いての旅で

した。トンネルから出たら鼻の穴が真っ黒になっ

ていたことや小遣いが300円だったことなどいろい

ろと思い出し現代とは違う大変な時代でした。

旅行から帰りますと北広島の娘一家が来ておりま

したので、その日は夜遅くまで土産話に花が咲き

ました。

理事会報告（１月）

■日 時 平成22年1月14日（木）

■場 所 大広苑

■出席者 13名

■議 題

①4クラブ合同例会の件 承認

日時 平成22年2月24日（水）

場所 フォレストヒルズガーデン

登録料 8,000円 交通 バス

②ＩＭ委員会構成及び各委員会委員長の件 承認

副委員長、委員については三役一任とする

③Ｇ9会長幹事会の件 承認

日時 平成22年1月20日（水）

場所 三原国際ホテル 登録料 5,000円

④田阪会員退会届の件 平成21年12月末日 承認

⑤竹原ロードレース大会ぜんざいサービス 承認

日時 平成22年2月7日（日）

⑥第二期RLI-2710分科会研修パート1の件 承認

日時 平成22年2月7日（日）

場所 広島都市学園大学 出席者 吉岡一眞会員

⑦竹原青年会議所新春互礼会の件 祝1万円 承認

⑧三好静子会員 所属 クラブ管理（親睦） 承認

⑨プログラム 承認

1月21日 前期決算報告

1月28日 職業奉仕卓話 太陽光発電について

出 席 報 告
総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２９名 ４名 １名 ３名 ８８．２４％


