
■ソング：国歌・奉仕の理想

スマイルボックス

■会員誕生日 ・・三好（静）

■配偶者誕生日・・夜船、森、大田、小田

■結婚記念日 ・・森、松浦、鴨宮

■事業所創立 ・・土居

■年賀状 ・・松浦

■特別スマイル

・銀婚式スマイル （鴨宮弘宜）

・2月2日に60才を迎えました。60才をスタートに

一年一年を有意義に楽しく明るく健康に過ごせ

たらと思っております。 （三好静子）

円山久子基金

・幻のダイヤモンド婚式（22．2.11）になりまし

た。残念です。 （円山啓壮）

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・国際ソロプチミスト竹原チャリティ茶会ご案内

日 時 平成22年3月22日（月）

場 所 大広苑

・国際大会ご案内 ～カナダモントリオール～

日 時 2010年6月19日（土）～25日（金）

・スナッグゴルフ研修会の開催について

竹原市教育委員会

日 時 平成22年2月21日(日）10時～12時

場 所 バンブー公園芝生広場

・賀茂川を美しくする実行委員会開催について

日時 平成22年2月17日（水）

・2010～2011年度会長エレクト＆地区チーム研修

セミナー開催ご案内

日 時 平成22年3月20日（土）

場 所 ホテルグランヴィア広島

登録料 10,000円

・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

平成22年も早2ヶ月が過ぎ立春を迎えました。昨日

は皆様のご家庭でも節分の豆まきが行われたこと

と存じます。節分については皆様子供の時から良

くご存知と思いますが少しお話させて頂きます。

節分は季節変わり目、それぞれの四季の分かれる

日、立春・立夏・立秋・立冬の前日のことを言う

そうです。特に立春の前日、冬から春になるとき、

古くは一年の境として考えられていました。

この夜、鰯の頭を焼いて、ヒイラギの枝に刺し、

節分の豆を豆と称して炒った大豆を厄払いの行事

として行ってきたと言われています。

何はともあれロータリアンの皆様にとって今年一

年が無病息災で例会に出席でき、それぞれの委員

会活動が活発に運営されることによって、RI会長

のテーマ「ロータリーの未来はあなたの手の中に」

のように、ローリアンの一人一人に大きな期待が

かかっており、竹原ロータリークラブでも充実発

展に努めたたいと改めて思うところでございます。

皆様と共に頑張りたいと思いますので宜しくお願

い致します。
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本日のプログラム ２月１８日
卓 話

広島商船高等専門学校

助教(広島丸一等航海士)清田 耕司氏

次週のプログラム ２月２４日
４クラブ合同例会

― フォレストヒルズガーデン ―

広島空港RC

２０１０年１月２８日第２２３１回(指定席)例会記録



誕生月代表者謝辞

2月お誕生日を代表して三好静子会員よりお礼の言

葉が述べられました。

委 員 会 報 告

■社会奉仕（新世代）委員会 委員長 尾野剛章

2月7日（日）竹原ロードレスー大会においてぜん

ざいサービスを行います。道具をお借りする会員

の方、参加してくださる方宜しくお願い致します。

■IM実行委員会 委員長 藤中 保

各委員会に於かれましては委員会を開催して頂い

て各人の役割分担の把握をお願い致します。各委

員会の概算予算額の提出を2月20日頃までにご提出

願います。

■45周年 記念誌委員長 土居敏昭

45周年記念誌作成の原稿の提出をお願い致します。

■家庭集会2班 リーダー 水内 繁

2月25日（木）18時より大広苑に於いて行います。

宜しくお願い致します。

■家庭集会1班 リーダー 木村安伸

本日2月4日(木）18時より大広苑に於いて行います。

宜しくお願い致します。

■スナッグゴルフについて 会員 久藤孝仁

2月21日（日）10時よりバンブー公園に於いて竹原

RCが市へ寄贈しましたスナッグゴルフを使っての

事前研修会が行われます。お時間がございました

らご出席下さいますようご案内申し上げます。

理事会報告（２月）

■日 時 平成22年2月4日（木）

■場 所 大広苑

■出席者 14名

■議 題

①IMの件 承認

・ガバナーへのお礼 各クラブ10,000円

・奉仕活動報告 発表者 佐藤守幸会員

・登録料 各12,000円

竹原RC会員の登録料は、地区大会等積立金

及びブルキナファソ栄養失調児回復センター

支援中止に伴う返金分を活用し、これを一

人あたり各4,000円分充当。残8,000円を各々

徴収する。

・クラブ会計IM予算10万円 IM会計へ充当する

②2月18日卓話お礼及び交通費の件 承認

広島商船高等専門学校 助教 清田耕司様

③ハイチ地震対応の件 承認

義援金 各一人当たり1,000円

竹原市へ設置の募金箱へ

④4クラブ合同例会開催に伴う例会日変更 承認

2月25日（木）→2月24日（水）

⑤会長エレクト＆地区チーム研修セミナーの件

日時 平成22年3月20日（土） 承認

場所 ホテルグランヴィア広島

出席 佐々木会長エレクト

誕生該当者会員卓話

会員 鴨宮 弘宜

結婚記念日と銀婚式のお祝

い有難うございます。また

先ほどはバレンタインのチョ

コレート、酒クリームを頂

き有難うございました。

結婚記念日というのは覚え

ておりましたが銀婚式とは想像もしておりません

でした。振り返れば長女が今年の3月で24歳になり

ますので、25年経ったんだなと改めて時の経つ速

さを感じております。

長女は今、私共の幼稚園で先生として家を助けて

くれております。大阪の方に素敵な彼氏がいるよ

うで毎月会いに出かけています。必ず私が迎えに

行くようになっているんですね。娘の方から『迎

えに来てね』とハートマーク付きのメールが来ま

すと父親としては複雑な気持ちではありますが最

終の新幹線に間に合うように迎えに行っています。

早く片がつけば良いのになと思っております。

それから長男は関東の大学4年生ですけれども、こ

れからどうするのかと彼からの知らせを待ってい

るところです。次女は鹿児島の大学2年生です。半

年くらい前に彼氏ができたらしく、これが又宮崎

の人で困ったな、遠くだなと思っておりましたら

宮崎の彼氏がやって参りまして、お嬢様とまじめ

にお付き合いしていますと言われました。未だ娘

は20歳にもなっていないのにと心の中で思いなが

らも、娘から又会ってねと言われますと、はいと

返事をしてしまう、これが親父の弱いところです。

次男は次女と同じ鹿児島の大学１年生です。後を

継ぐのかどうかわかりませんが元気で頑張ってい

る様子です。

家内と私は20歳の時に出会いました。私は東京の

立正大学へ通っておりましたので目黒区の成人式

に出席しました。その後の懇親会へスタッフとし

てきていた家内に一目惚れをしました。それから

は苦難の連続でした。家の方へ連れて参りました

が反対され、家内のほうへ私の父から結婚しない

でくれと手紙まで送られました。家内は東京の杉

並の生まれと育ちですので、東京育ちの都会の子

が竹原の田舎のしかもお寺という特別な家庭へ嫁

いでくることへの不安、又年令が私より8つ年上で

したので親も色々と考えたのだと思います。

これからも銀婚式を機会に人生を一生懸命歩んで

参りたいと思っております。有難うございました。

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ３０名 １名 ３名 ３名 ９７．０６％


