
■ソング：それでこそロータリー

■ビジター：次年度G9ガバナー補佐

村上 清司 様（尾道ＲＣ）

龍山 俊曉 様（三原ＲＣ）

スマイルボックス

■会員誕生日 ・・・土居

■結婚記念日 ・・・坂田、吉岡

■配偶者誕生日・・・久藤

■特別スマイル

・本年度は財団寄付ではお世話になりました。

（吉本きよ子）

・中川会長杯取り切りゴルフコンペにて優勝させ

て頂きました。有難うございます。（久藤孝仁）

・本年度地区目標寄付一人あたり15,000円以上を

クラブとして達成致しました。皆様のご協力感

謝申し上げます。 （荒谷隆文）

・村上次年度ガバナー補佐を歓迎いたします。

（本庄純夫）

クライングボックス

・バッジ忘れました。 （円山啓壮）

幹 事 報 告

次年度幹事 尾野 剛章

・口蹄疫被害救済支援について

ガバナー 岡田幹矢

会 長 の 時 間

次年度会長 佐々木秀明

6月6日(日)吉岡さんが第二期RLI-2710分科会研修

パートⅡに参加されました。ご苦労様でした。

又パートⅢは8月1日です。宜しくお願い致します。

6月は何かと行事がございます。24日(木)お別れ例

会、27日(日)リフレッシュ瀬戸内統一行動(的場清

掃)、竹原ＲＣ担当の4クラブゴルフコンペ、リー

ガロイヤルホテル広島で行われる女性ロータリア

ンの集いには三名の女性会員が参加されます。

会長エレクト部門研修資料「クラブ会長の役割と

責務」ガバナーエレクト前田茂より、“ロータリー

は、現在世界で200以上の国と地域に33,000以上の

クラブを擁し、120万人の事業、専門職分野のリー

ダー的存在の会員が、地域社会や世界のために時

間と労力を傾けて奉仕活動を展開しています。そ

の中で重要なことはロータリアン同士の親睦と奉

仕が相調和していることであります。

お互いにロータリアンの絆を持つことこそ重要な

ことであり、そのためにはもっとロータリーを知

る必要があります。ロータリーの基本を理解し、

仲間を増やしましょう。あくなき情熱と先を見据

えた冷静な判断のもと実行していきましょう。こ

のことは、必ずや将来多くの実をつけ、次代へむ

けて花開く礎となると信じます。ロータリーの組

織の基本は各クラブにあります。地区はクラブを

支援し活性化する役割があります。各クラブが長

所、短所、特徴、課題になる事項をよく知り、地

区はそれに対して支援していかねばなりません。

地区内各クラブが一丸となり、互いに協力し合い

ながら進んでいくことこそ、今の苦難の時を乗り

越えていく礎となると確信しています。貴重な時
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本日のプログラム ６月１７日
本年度を振り返って（会長）

次週のプログラム ６月２４日
お 別 れ 例 会

２０１０年６月１０日第２２４７回（委員会席）例会記



間を大切に、有意義に効果のある年度となるよう

頑張っていかねばなりません。どうか、英知を結

集し、行動を起こし、今の現実を乗り越えて前進

しようではありませんか。”会長として、ロータ

リーを勉強しロータリーの基本を理解し、親睦、

奉仕活動、会員増強に力を入れこの一年間会長を

務めていきますので宜しくお願いいたします。

臨 時 総 会

竹原ロータリークラブ細則第9条(委員会)の一部を

次のとおり改正する。

次年度地区運営方針にある“各クラブはクラブ研

修リーダーを選任する”という項目に基づき当ク

ラブの会則について一部改正をする必要が生じ、

梶谷幹事より改正について説明が行われた。

細則改正の為、会長を議長として臨時総会を開催。

中川会長が議長となり、臨時総会の議題“竹原ロー

タリークラブ細則第9条の改正”について諮り、第

9条委員会の一部改正を総会の同意を頂き決議。拍

手をもって承認されました。

平成22年6月10日 改正

平成22年7月 1日 施行

出 席 報 告

委 員 会 報 告

■Ｒ財団・米山奨学委員会 委員長 吉本きよ子

Ｒ財団・米山、皆様のご協力のお蔭で目標を達成

できました。有難うございました。

■米山奨学会 委員長 荒谷 隆文

今年度は本庄ガバナー補佐が地区へご苦労される

こともあり、是非とも財団・米山の寄付をお願い

しますと申しましたところ皆様に快く応じて頂き

目標を達成することが出来ました。有難うござい

ました。

■津軽三味線実行委員会 委員長 佐渡 文武

津軽三味線公演について、要旨・予算書等の資料

を配布し詳細な説明が行われました。竹原ＲＣ創

立45周年記念津軽三味線井坂斗絲幸社中「日本の

唄まつりコンサート」。日時：平成22年8月8日

（日）開場10:00、開演10：30。場所：竹原市民館。

入場：無料。

■たけの子会

6月6日(日)チェリーゴルフクラブで行われた中川

会長杯取り切りコンペに於いて久藤会員が優勝さ

れ、中川会長よりカップの授与が行われました。

次年度Ｇ９ガバナー補佐ご挨拶

次年度Ｇ9ガバナー補佐 村上 清司

先般5月23日の地区協議会に

は大勢の方にご参加いただ

き有難うございました。前

田ガバナーエレクトから年4

回のクラブ訪問を行いなさ

いと言われており、本日は

クラブ活動を協議される時

に一緒に勉強させて頂けれ

ば又地区の情報をお伝えで

きればこの上なく有効でないかと思い、今日はオ

ブザーバーで参加させて頂きますので宜しくお願

いします。地区協議会で各クラブ研修リーダーの

設置を言われておりましたが、理事会のご承認い

ただき前向きに捉えていただいていることに感謝

致します。次年度会長の方針の中に前田ガバナー

エレクトが言っております“ロータリーの絆を持

とう”と言われています。いま社会に於いても家

庭に於いても絆がだんだん失われていると思いま

す。ロータリーに於いての絆とは、皆さんが活動

いただく過程によって築かれていくものだと思い

ます。次年度も一層のご活躍を頂きたいと思いま

す。又、地区へのご協力も宜しくお願い致します。

クラブアッセンブリー

次年度会長 佐々木 秀明

活動計画・予算について提出していただき有難う

ございました。今日は次年度の活動について更な

る協議をお願い致します。総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２６名 ５名 ２名 ４名 ８４．８５％

（改正前）
第９条 委員会

（前 略）
常設委員会の任命は次のとお
りである。

●会員組織委員会
この委員会は、会員の勧誘と
退会防止に関する包括的な計
画を立て実施するものであり、
特に「会員増強（職業分類・
会員選考）」「ロータリー情
報」に関する小委員会を置く。
①会員増強委員会（職業分類・
会員選考）委員会
この委員会は、絶えず本クラ
ブの充填、未充填の職業分類
表を検討し、未充填の職業分
類を充填するために、適当な
人物の指名を理事会に推薦す
るよう積極的に努めなければ
ならない。
②ロータリー情報委員会
この委員会は、会員候補者に
ロータリークラブ会員の特典
と責務に関する情報を提供し、
会員にあらゆるレベルのロー
タリーの歴史、綱領、活動に
関する情報を提供し、入会し
てから最初の1年間新会員の
オリエンテーションを監督す
るものとする。
とあるを

（改正後）
●会員組織委員会
この委員会は、会員の勧誘と
退会防止及び会員の研修に関
する包括的な計画を立て実施
するものであり、特に「会員
増強（職業分類・会員選考）」
「ロータリー情報」に関する
小委員会及び「研修リーダー」
を置く。
①会員増強（職業分類・会員
選考）委員会
この委員会は、絶えず本クラ
ブの充填、未充填の職業分類
表を検討し、未充填の職業分
類を充填するために、適当な
人物の指名を理事会に推薦す
るよう積極的に努めなければ
ならない。
②ロータリー情報委員会
この委員会は、会員候補者に
ロータリークラブ会員の特典
と責務に関する情報を提供し、
会員にあらゆるレベルのロー
タリーの歴史、綱領、活動に
関する情報を提供し、入会し
てから最初の1年間新会員の
オリエンテーションを監督す
るものとする。
③研修リーダー
a)研修リーダーは、ロータリー
情報委員長をもって充てるも
のとする。
b)研修リーダーは、新入会員
及び現会員に対する研修を担
当するものとし、適時・適切
かつ効果的な研修を企画立案
し、理事会の承認を得てこれ
を実施するものとする。


