
4月1日第2238回

■ソング：国歌・奉仕の理想

スマイルボックス

■会員誕生日・・・円山、大森、本庄、荒谷

鴨宮

■結婚記念日・・・本庄、木村、大成

■配偶者誕生日・・大森、梶谷

■事業所創立・・・夜船、森、三好(静)

今井、円山

■古希スマイル・・本庄

■特別スマイル

・第335回たけの子会ゴルフコンペで久しぶりに優

勝を致しました。パートナーの皆さん有難うご

ざいました。 （荒谷隆文）

円山久子基金

・孫娘が医師国家試験に合格。本日より秋田市立

総合病院に研修生として勤務。／45年連続出席

（円山啓壮）

クライングボックス

・祖母の葬儀の際は大変お世話になり有難うござ

いました。無事送ることができました。

（堀越賢二）

誕生月代表者謝辞

4月誕生日を代表して大森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

・4月3日(土）賀茂川荘に於いてG9IMを開催します。

当日バスは安芸津、忠海共に10時に発車します。

賀茂川荘へ到着後、昼食を済ませ各担当の配置に

ついていただきＩＭを実行したいと思います。4月

8日(木)は3日(土)に振り替えますので休会です。

・本日は理事会ですが次回に繰り延べをさせて頂

きます。尚、例会終了後ＩＭ実行委員会の委員長

会議を行います。各委員長さんは宜しくお願いし

ます。

会 長 の 時 間

副会長 下山 生修

健康について円山先生の啓発を頂いておりますが、

東京の聖路加国際病院の理事長をなさっている日野

原重明さんというドクターがおられます。先生は

円山先生よりも一回りお年の97歳。今も矍鑠とさ

れ現役のお医者さんです。明治44年生まれ、97歳

の日野原先生は各界でよく講演をなさっているの

ですが、どういう生活態度、どういう信条をお持

ちなのかご紹介したいと思います。先ず食事です
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本日のプログラム ４月２２日

クラブ広報委員会担当例会

次週のプログラム ５月１３日
誕生祝・各会員各記念日祝

誕 生 該 当 者 会 員 卓 話

２０１０年４月 １日第２２３９回（誕生席）例会記録
２０１０年４月 ３日第２２４０回（指定席）例会記録
２０１０年４月１５日第２２４１回（自由席）例会記録



が、朝食はオレンジジュースとオリーブ油をつけ

たパン一切れ、昼食は牛乳にクッキー、夕食は130

0kCalをたっぷり食べるそうです。腕立て伏せを毎

日20回、腹筋運動40回、お風呂の中で首を上下左

右と運動されているそうです。信条は、人間60才

で人生の後半が開始である。70才で新しいことを

始める。80才で大いによく歩く、そして大いに若

者と接する。90才心の赴くままに行動する。 後

はありがとうの念（気持ち）で終えたいとおしゃっ

ておりました。寝るときは仰向けでなくうつ伏せ

で寝る。そうすると短時間で十分睡眠が取れると

おしゃっておりました。

以上会長の時間を頂戴致しました。

委員会報告

■IM実行委員会 委員長 藤中 保

いよいよIMが明後日となりました。各委員会ごと

にそれぞれの関係部門の準備を進めていただき、

概ね万全の準備ができたところまでになりました。

例会後委員長会議を行い現状の確認をして来るIM

に備えたいと思いますので宜しくお願い致します。

■親睦活動委員会 委員長 木村 安伸

15日(木)花見例会は18時30分より大広苑に於いて

行います。多数のご参加をお願い致します。

誕生該当者会員卓話

4月お誕生日の吉田卓司会員より卓話が行われまし

た。

出 席 報 告

**********************************************

4月3日第2239回
Ｇ９ＩＭ 於：賀茂川荘

出 席 報 告

*********************************************

4月15日第2240回
花見例会 於：大広苑

■出席者 会 員 29名

配偶者 9名

事務局 1名 計39名

■ソング 我等の生業

スマイルボックス

■結婚記念日・・・原田

■事業所創立・・・原田

■金婚式スマイル・原田

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・2010～2011年度地区協議会開催のご案内

日時 平成22年5月23日（日）

場所 広島国際会議場、ANAクラウンプラザホテル

会 長 の 時 間

会長 中川 康子

皆様こんばんは。本日は冬の再来のような冷たさ

を感じます。先般4月3日皆様のお力で良いIMが開

催されました。有難うございました。今日は奥様

をお迎えし皆様と共々花見例会を和気藹々とした

一時を過ごしたいと思います。

委員会報告

■社会奉仕委員会 委員長 尾野剛章

4月18日（日）賀茂川清掃が行われますので宜しく

お願い致します。

■ＩＭ実行委員会 委員長 藤中 保

4月3日(土)ＩＭでは会員の皆様には献身的且つ積

極的にご協力頂いて有難うございました。お蔭を

もちまして盛会裏の内に実行できたことに感謝致

します。

出 席 報 告
総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ３２名 ２名 ０名 ３名 ９４．１２％

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ３０名 ３名 １名 ３名 ９１．１８％

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２６名 ５名 ３名 ３名 ９４．１２％



国際ロータリー第2710地区 2009～2010年度
グループ9インターシティーミーティング

2010年4月3日(土) 於：賀茂川荘

講 師：三菱UFL証券株式会社

チーフエコノミスト 水野 和夫 様

ご来賓：ガバナー 岡田 幹矢 様（周南西RC)

パストガバナー 川妻 二郎 様（広島南RC)

地区副代表幹事 伊賀 訓之 様（徳山東RC)

地区幹事 蔵清 正一 様（周南西RC)

G9次年度ガバナー補佐 村上 清司 様（尾道RC）

登録数：広島空港RC ２０名

因島RC １４名

三原RC ３４名

尾道RC ３４名

尾道東RC ２８名

瀬戸田RC ９名

竹原RC ３７名

プログラム：

第一部 13:00～

開 会 式

点 鐘 ガバナー補佐 本庄純夫

国歌斉唱 「君が代」

ロータリーソング「奉仕の理想」

開会の言葉 実行委員長 藤中 保

歓迎の言葉 ホストクラブ会長 中川康子
ガバナー紹介 ガバナー補佐 本庄純夫
来賓紹介 ガバナー補佐 本庄純夫
参加クラブ紹介 ホストクラブ幹事 梶谷寛康
ガバナー挨拶 ガバナー 岡田幹矢
ガバナー補佐挨拶 ガバナー補佐 本庄純夫
お知らせ

第二部 13:45～
記念講演

15:25～
奉仕プロジェクト活動報告会

第三部 16:50～
閉 会 式
講 評 ガバナー 岡田幹矢
謝 辞 ガバナー補佐 本庄純夫
ガバナーへの記念品贈呈
次年度ガバナー補佐挨拶 尾道RC 村上清司
閉会の言葉 ガバナー補佐幹事 市川重雄
点 鐘 ガバナー補佐 本庄純夫
お知らせ

第四部 17:30～
懇親会
開宴の挨拶 副会長 下山生修
乾 杯 パストガバナー 川妻二郎
ロータリーソング「手に手つないで」
閉会の挨拶 次年度会長 佐々木秀明
お知らせ

2010年４月22日発行 NO.31-②




