
■ソング：それでこそロータリー

各会員各記念日（５月）

■会員誕生日 佐渡 文武 三好 秀樹

吉本きよ子

■結婚記念日 大田 嘉弘 菅 義尚

坂田 武文 朝比奈勝也

吉本きよ子

■配偶者誕生日 三好 秀樹 佐藤 守幸

鴨宮 弘宜 松浦 一志

■事業所創立 三好 秀樹 吉本きよ子

堀越 賢二 吉田 卓司

スマイルボックス

■会員誕生日・・・大田

■結婚記念日・・・佐々木

■事業所創立・・・大田、久藤

■特別スマイル

・4月3日のＩＭでは皆様に大変お世話になり有難

うございました。 （本庄純夫）

・4月15日に開催した花見例会は39名の参加者で盛

会裏に終えることが出来ました。中でも中川会

長、吉本会員、三好(静)会員にビンゴゲームの

副賞を、市川会員にはロールケーキをご提供い

ただき誠に有難うございました。 （木村安伸）

・4月3日のＩＭでは会員皆様のご協力のお蔭で懇

親委員長としての重責を果すことが出来たかな

と思います。感謝申し上げます。 （木村安伸）

・4月3日のＩＭが無事終了することが出来、皆様

ご協力有難うございました。奉仕プロジェクト

事例報告も少し時間がオーバーしましたが良かっ

たと思います。 （市川重雄）

・過日のＩＭは皆さんの献身的なご協力により成

功裏のうちに終了することができました。改め

て心から感謝申し上げます。 （藤中 保）

・4月18日賀茂川清掃奉仕のときに我がクラブに関

係する爽やかな話が2題ありました。（原田一平）

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・4月27日(火）ＩＭ反省会を行います。出欠の方

宜しくお願いします。

・例会終了後、理事会を開催致します。今回は審

議の内容都合上今年度次年度合同で開催させて

頂きます。宜しくお願い致します。

会 長 の 時 間

会長 中川 康子

2710地区Ｇ9ＩＭも皆様方の一致協力のもと、ホス

トクラブとして無事終えることができ感謝してい

るところでございます。

さて、今月は雑誌月間でございます。私は雑誌だ

けでなく本を読むことが好きです。知識やスキル

を向上させる為に最も身近な方法であるのは読書

であると思います。いかにして本を選び、そこか

らどういったヒントを得れば良いか、先ずは今自

分が疑問を持ったり関心があったりすることを解

決するための本を多く読んで自分の知識レベルを

上げることを考えます。自分のスキルアップの手

段として読書は有効であると思います。著者が一

冊の中に重要なエッセンスを纏めてくれているよ

うに思います。雑誌月間にあたり読書について考

えを話させて頂きました。

TAKEHARA ROTARY CLUB ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2710

WEEKLY BULLETIN 竹原ロータリークラブ週報

会 長 中川 康子
会長ノミニー 佐々木秀明
副 会 長 下山 生修
幹 事 梶谷 寛康
副 幹 事 堀越 賢二
会 計 森 照明
Ｓ Ａ Ａ 原田 一平

副ＳＡＡ 坂田 武文
直前会長 土居 敏昭
管理運営 藤中 保
会員組織 鴨宮 弘宜
奉 仕 佐藤 守幸
広 報 夜船 正昭
Ｒ財米山 吉本きよ子

＜事務局＞〒725-0026竹原市中央4丁目6－18樋ノ口屋おおぎビル203号
TEL 0846-22-7570 FAX 0846-22-7651
Email: rc-take@estate.ocn.ne.jp
URL: http://www5.ocn.ne.jp/~rc-take/

＜例会場＞〒725-0021竹原市竹原町3591－1 大広苑
TEL 0846-22-2970 FAX 0846-22-7822

＜例会日＞毎週木曜日12：30～13：30 発行：クラブ広報委員会

2010年５月13日発行 NO.32

2009～2010年度 国際ロータリー ジョン・ケニー

本日のプログラム ５月１３日
誕生祝・各会員各記念日祝

誕 生 該 当 者 会 員 卓 話

次週のプログラム ５月２０日

次年度クラブアッセンブリー

２０１０年４月２２日第２２４２回（指定席）例会記録



委員会報告

■Ｇ9ガバナー補佐 本庄 純夫

4月3日(土）賀茂川荘に於いて開催されたＧ9ＩＭ

では皆様大変お世話になりました。多くの方々の

ご支援ご協力により無事成功裏に終えることが出

来ました。ガバナーより大変充実した良いＩＭで

あったと高い評価を頂いたことをお伝え致します。

■社会奉仕委員会 委員長 尾野 剛章

4月18日(日)賀茂川清掃に参加下さいました皆様有

難うございました。佐藤奉仕プロジェクト委員長

には飲み物をご提供頂き有難うございました。

広報担当例会卓話

会員 久藤 孝仁

私の職業について少しお話しさせていただきます。

広島県石材工業協同組合の現在の組合員数は110店

舗ですが、36年前には、230店舗が加入していたそ

うです。また、現在に広島県で石材関係の小売店

は、およそ500店舗は有ると思われます。その中で、

国家試験の石材技能検定を所有している店舗は50

店舗位しかないのが現状です。グラインダー作業

さえ出来ない石材屋さんも、恥ずかしながら存在

します。使用石材の中国製品の比率も7割強までに

のぼり、国内製品の使用比率が激減している現状

がございます。中国製品の加工技術も上がり人件

費の安さも有りますが、もっと国内の製品需要を

高めていかなくては技術の伝承等にも影響が及ぼ

される事に危惧しております。今後とも地元の石

材店や広島県石材工業協同組合の発展の為、微力

ながら頑張っていかなくてはと思っております。

以前から、製品寸法の数字の中に1.6とか、その倍

数が良く使われていることに何故かなと思ってい

た時に、西洋からの黄金比の数字に偶然なのか驚

いています。エジプトのピラミッドやパルテノン

神殿、身近では名詞、ハガキ等、多くに約1.618の

比率が使われているようですが、墓石にも前幅を1

とすると、高さは2.59（1.61×1.61）その下の台

の幅は1.61など、多くに1.6の数字が見えてきます。

古くには大和比（白銀比）と言うものが存在し、

法隆寺等、古代の日本建築には1.4と言う比率が数

多く使われていたそうです。墓石の寸法にも古く

には1.4の比率が使われていました。近代の美しい

と感じる比率が黄金比に変わってきたのが墓石に

まで使われていることに少しの驚きを覚えていま

す。皆さんのお仕事の中にも1.61が隠れていませ

んか。愛媛県の大島石、香川県の庵治石など日本

を代表するすばらしい石材が近隣に存在する事を

もっとアピールし、また日本製品の良さを再確認

し地域の中で使っていただけるようにお願いをし

ていきたいと思っております。私もまだまだ若輩

ですので何事にもチャレンジし勉強していきます

ので皆様方のご指導をお願いいたします。

３分間スピーチ

会員 小田 邦治

私どもアヲハタ(株)とマヨネーズで知られている

キユーピー(株)とは、(株)中島董商店を起点とす

る兄弟の会社であります。その起点となる中島董

商店の創業者は中島董一郎と申します。中島は大

正元年に農商務省海外実業練習生としてロンドン

に渡り、そこでオレンジママレードを知り、ママ

レードの製法を研究いたしました。そうこするう

ちに第一次欧州戦争が始まり英国では勉強も出来

ない状況になり、アメリカに渡る事になりました。

アメリカではサラダが非常に良く食べられ普通サ

ラダにはマヨネーズをかけておりました。そこで

マヨネーズを調べているうちに野菜だけでなくハ

ムや魚にもかけますので、これは日本人にも好ま

れると思ったようであります。英国でオレンジマ

マレードを、米国ではマヨネーズを調べたのであ

ります。本日は、この中島の体験の中から生まれ

たアヲハタブランドの由来についてお話してみた

いと思います。

中島がロンドンに居た時にボートが非常に好きで

ありまして、ケンブリッジとオックスフォードの

ボートレースをテームズ河に見に行きました。こ

の両方ともボートの先端にブルーフラッグ(青い旗)

を立てておりました。ただ違うのは、ダークブルー

とライトブルーの差であり、これが中島には強く

印象に残ったようでありました。それからイギリ

スからアメリカに渡るとき、第一次大戦の最中で、

ドイツの潜航艇が盛んにイギリス船を沈めており

ました。しかしアメリカは当時、まだ参戦してお

らずアメリカの船は沈めませんでした。いよいよ

リバプールから出発する日にアメリカ船とイギリ

ス船が同時に出航することになっておりました。

中島は「アメリカ船は恐らく満員だろう」と思い、

イギリス船に乗り込みました。その船は1万8千ト

ンほどのベルギーの船で、当時ベルギーはドイツ

に占領されていたために運営をイギリスに委託し

ておりました。そして無事にアメリカに着く事が

出来ました。その船が掲げておりました旗が白地

に赤い星のついたものでありました。それでブルー

フラッグ(青い旗)にスター(星)をいれた今のアヲ

ハタができたと聞いております。アヲハタブラン

ドが誕生した由来のお話でございました。

今年度次年度合同理事会報告（４月）

■日 時 平成22年4月22日（木）
■場 所 大広苑
■出席者 21名
■議 題
①津軽三味線演奏計画実行委員会立上げ 承認
②地区協議会 承認
③ガバナーエレクトを囲む会会長幹事会 承認
④デジタルカメラ購入 承認
⑤2010－2011地区補助金申請 承認

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％


