
■ソング：それでこそロータリー

各会員各記念日祝（４月）

■会員誕生日 円山 啓壮 大田 嘉弘

大森 寛 坂田 武文

本庄 純夫 荒谷 隆文

鴨宮 弘宜 吉田 卓司

■結婚記念日 原田 一平 本庄 純夫

佐々木秀明 木村 安伸

大成 義彦

■配偶者誕生日 大森 寛 梶谷 寛康

■事業所創立 円山 啓壮 大田 嘉弘

原田 一平 今井 敏明

森 照明 久藤 孝仁

夜船 正昭 三好 静子

スマイルボックス

■特別スマイル

・東京築地市場へ発出荷。人気が良くて市場最高

値がついたと報告がありました。 （佐渡文武）

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・前田茂ガバナーエレクトを囲む会

2010～2011年度会長幹事懇談会開催のご案内

2010～2011年度ガバナー補佐 村上清司

日時 平成22年4月23日（金）16時～19時

場所 尾道国際ホテル

登録 10,000円（一人）

会 長 の 時 間

会長 中川 康子

本日はあいさつの話をさせて頂きます。

私たちロータリアンは例会の時ロータリーソング

を歌います。その中の一つ“それでこそロータリー”

♪どこであっても やあと言おうよ 見つけた時にゃおい

と呼ぼうよ 遠い時には手を振り合おうよ それでこそロー

ローロータリー♪と歌います。この挨拶が若い人の

中にはできていない人が多く見られます。「おは

よう」「こんにちは」「こんばんは」これは私達

が日常的に使っている挨拶の一例です。人と人が

出会った時、手紙やメールでやりとりする際、何

らかの言葉を交わす挨拶は礼儀であり小さい頃か

ら親に教えられたマナーでもあります。この挨拶、

国語辞典で調べますと「挨」は「押す、背中を叩

く、開く、押し進む」。「拶」は「責める、迫る、

はさみつける、押し付ける」とあります。これは

元々禅問答における師匠と弟子とのやりとりを示

した言葉です。それがいつしか私達の日常生活に

溶け込み人と人が言葉を交わす時などの儀礼のこ

とを挨拶というようになったのです。交し合う挨

拶の中で素晴らしい言葉があります。元々は「あ

りえない」「あることが不思議だ」いう意味であ

り「ありがたい＝有り難い」と書き、神仏の徳を

称え「かたじけない」「もったいない」と感謝、

喜びの気持ちを表していた言葉が「ありがとう」

というお礼の言葉となったのです。私たちはご先

祖様に「ありがとう」と感謝を忘れていないでしょ
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うか。何よりも私達の生命の源、ご先祖様への感

謝あってこその人生と考えます。宗教ではありま

せん。親も先祖です。感謝を忘れず生活していき

たいものです。今日はこれで終ります。

委員会報告

■親睦活動委員会 委員長 木村 安伸

4月15日（木）午後6時30分より大広苑に於いて花

見例会を開催します。ご参加宜しくお願いします。

■ＩＭ実行委員会 委員長 藤中 保

昨日、奉仕プロジェクト報告会について各クラブ

より集まって頂き最終の打ち合わせ会を行いまし

た。ＩＭまで一週間となります。各委員会では打

ち合わせをして頂き微調整をするべきものがあり

ましたらお知らせ下さい。宜しくお願いします。

会長エレクト研修セミナー報告

次年度会長 佐々木秀明

3月20日（土）広島に於いて

会長エレクト研修セミナーが

開催され出席しました。9時3

0分受付、10時岡田ガバナー

の点鐘で始まり、岡田ガバナー

の挨拶に続いて前田ガバナー

エレクトによる来賓並びに役

員紹介の後、前田ガバナーエレクトの次年度RIテー

マと地区運営方針が発表されました。

2010－11年度国際ロータリー会長レイ・クリンギ

ンスミス氏は、今までのRIテーマの殆どはロータ

リアンだけに呼びかけるもので、ロータリアン以

外の人に何かを説明するテーマがなかったと述べ

ています。ロータリアン以外にロータリーの目的

を説明すること、自分たちの活動を再認識しても

らうこと、ロータリーの中核となる価値観（奉仕、

親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ）を分か

ち合うことから、

「地域を育み、大陸をつなぐ」

「Building Communities -- Bridging Continents」

という新年度のテーマを発表いたしました。

■RI会長強調事項

最優先項目：ポリオ撲滅 青少年にかかわる活動

未来の夢計画の６つの重要分野を強調

1．平和と紛争予防/紛争解決

2．疾病予防と治療

3．水と衛生設備

4．母子の健康

5．基本的教育と識字率向上

6．経済と地域社会の発展

前田ガバナーエレクトの地域テーマはロータリア

ンとしての絆をもち、あくなき情熱を心に秘め、

且つ冷静に未来を洞察していくことが、今のロー

タリークラブに必要であると私は確信しています。

次なる年度にあたり皆様がクラブ会長として地区

チームの一員として魅力を感じる効果的クラブ作

りに更なるリーダーシップを発揮されることを期

待してやみません。完全を求めるのではなく不完

全で欠乏を知ることで将来への闘志が湧いてくる

と思います。

■地区目標

◇RI会長賞およびその他のRI各賞へのチャレンジ

◇会員増強・維持

・3年計画として断続的に実行し純増3％を目標

・各クラブ1名以上の純増を目標にかかげる

◇ロータリー財団目標

・年次寄付・・・・110ドル/人以上

・恒久基金・・・・1人以上増

・使途指定寄付・・ポリオプラスなどへの協力

「ロータリーの2億ドルのチャレンジ」へ協力

◇米山記念奨学会

・15000円/人以上の達成

出 席 報 告

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％


