
各会員各記念日（７月）

■会員誕生日 市川 重雄

松浦 一志

■配偶者誕生日 土居 敏昭

■事業所創立 菅 義尚

本庄 純夫

２０１０年６月１７日第２２４８回

■ソング：我等の生業

スマイルボックス

■配偶者誕生日・・・松浦

クライングボックス

・例会開始の“会長点鐘”の案内を忘れました。

（木村 安伸）

会 長 の 時 間

次年度会長 佐々木秀明

今日からクールビズ、例会の出席も軽装ですが公

的な例会はこの限りではありませんのでネクタイ

の着用を宜しくお願いいたします。本格的な梅雨

に入りました。これから鬱陶しい日が続きますが

体調に気をつけてください。サッカーのワールド

カップは南アフリカ大会で日本は勝利いたしまし

たが私は海外で若者が日の丸を振って応援する姿

を見ると大変うれしくなります。決勝トーナメン

トへ進んでいってもらいたいです。

先週に続きガバナーエレクト前田さんの文章を紹

介いたします。ロータリーは常に変革を求めて進

んでいかなくてはなりません。今、ロータリーは

制度疲労を改善する必要があるかもしれません。

ポール・ハリスはすでに1927年に「ロータリーが

適正な運命を理解するとしたら、ロータリーは必

ず進歩しなければなりません。時には革命が必要

かもしれません。常にはじめからロータリーは変

化を求めるべき運命だということであります。」

と述べています。魅力あるクラブを作るために、

クラブ管理運営と奉仕プロジェクトをもう一度見

直しましょう。特に社会奉仕、国際奉仕が寄付だ

けになっていないでしょうか。若い人たちに奉仕

の理念をわかってもらっているのでしょうか。達

成感に充ちたR財団、米山記念奨学会の存在を充分

ご理解いただいた上で、プログラムへの参加と支

援が必要と考えます。広報のあり方というのは、

自分たちの宣伝ではなく、ロータリークラブはこ

んなにすばらしいということを若いひとたちが理

解できるものでなければなりません。以上が会長

エレクト研修セミナーと地区協議会のガバナーエ

レクト前田さんの報告です。

地区協議会報告

地区協議会ロータリー財団部門について朝比奈会

員より報告が行われました。

委 員 会 報 告

■創立45周年実行委員会尾野剛章委員長より、ク

ラブ創立45周年についての決算報告が行われま

した。

■ＩＭ実行委員会藤中保委員長より、2009－2010
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年度Ｇ9ＩＭの決算についての決算報告が行われ

ました。

■三味線実行委員会 副委員長 市川重雄

三味線公演を45周年事業としてさせて頂きますこ

とをご了解頂きますようお願い致します。本日ポ

スターチラシを持ち帰っていただき、知り合いの

方に宣伝して頂きますようお願い致します。

■副ＳＡＡ 坂田 武文

次週6月24日(木）は18時よりお別れ例会を開催致

します。昼間の例会はございません。

臨時理事会報告

■日 時 平成22年6月17日（木）

■場 所 大広苑 ■出席者 11名

■議 題

①創立45周年決算の件 承認

②ＩＭ決算の件 承認

出 席 報 告

２０１０年６月２４日第２２４９回

☆お別れ例会☆

■ソング：国歌・奉仕の理想

■参加者：会員32名、配偶者15名、事務局 計48名

スマイルボックス

■特別スマイル

・私共同級生の会が“いぬい会員喜寿の祝作品展”

を6月5日、6日に大広苑で開き、中国新聞・プレ

スネットにも掲載され多くの市民の皆様に見て

いただくことができました。 （原田 一平）

2009－2010年度を振り返って

会長 中川 康子

1年を振り返ります前にお詫

びしなければなりません。

本来ならば“1年を振り返っ

て”ということで先週の例

会で話をさせて頂く計画と

なっていましたのを一週間

間違えており大変申し訳ご

ざいませんでした。お詫び

を申し上げます。

会長として昨年6月のリハーサル月間のときに入院

することとなり、6月の一ヶ月間は下山副会長さん

に代理をお願いし、梶谷幹事さん、前年度会長土

居さんを始めとして皆様方には大変ご迷惑とご心

配をお掛けし申し訳ございませんでした。私自身2

本の杖をつき、この年度を過ごしました。会員の

皆様には温かい友情と思いやりで後押しをして頂

き何とかこの1年を務めさせて頂くことが出来まし

た。心より感謝を申し上げます。

1年を振り返りますと、多くの活発な委員会活動を

行って頂きました。2009－2010年度国際ロータリー

ジョン・ケニーＲＩ会長のメッセージ“ロータリー

の未来はあなたの手の中に”の基本的な方針に沿っ

て2710地区岡田ガバナーの“ロータリーにはまろ

う”の地区心情を考えたとき、この二つの言葉は

同意語であり、竹原ロータリークラブの2009－201

0年度の運営方針もこの二つの方針を元に“クラブ

の活性化を図る”“会員の増強・会員の研修”を

掲げさせていただきました。

クラブの活性化を考えて見ますと、各委員会で活

発なそれなりの、動きをして頂きそれなりの成果

を上げていただきました。特に今年は竹原ロータ

リークラブ45周年にあたりました。45周年は身内

で祝い、50周年にガバナーをはじめ大勢の方に出

席をいただき盛大に祝いたいという思いを皆様に

理解していただき12月3日台湾羅東扶輪社をお迎え

しての45周年記念例会をフォレストヒルズガーデ

ンで行いました。又12月13日には大広苑に於いて

創立45周年記念式典を家族例会を共に開催を致し

ました。小規模ながら二度も会を催されたことは

私にとっても大変な思い出と記念日となりました。

これも会員のお一人おひとりが自分のこととして

それぞれの役割を着実に行われ、それが一つの輪

になり成功に連なって源となったと思います。

もう一つの大きな行事として今年はＩＭを竹原ロー

タリークラブがホストクラブとして4月3日賀茂川

荘に於いて開催されたことです。記念講演は「201

0年度の世界と日本経済」21世紀は陸と海のたたか

い という演題で三菱ＵＦＪ証券株式会社チーフ

エコノミスト水野和夫様に大変興味深い講演をし

て頂きました。又Ｇ9の各クラブより2009－2010年

の奉仕活動事例を出して頂き、パワーポイントに

よって紹介し、大変参考になり今までにないＩＭ

であったように思いました。岡田ガバナーからも

大変充実した良いＩＭであったと高い評価を頂き

ました。これも竹原ロータリークラブの会員が一

丸となって成功させようという気持ちの表れでは

なかったかと思います。このようにお一人おひと

りが自分のこととしてこの1年の行事に関わってこ

られたことがクラブ方針であります“クラブの活

性化”につながったものと確信しております。

会員増強は、三好静子さんが会員になられたこと、

大変嬉しいことでした。会員の研修については、

残念ながら最優先事項として掲げながら十分に実

行できなかったことを反省しております。6月17日

竹原ロータリークラブ臨時総会においてクラブ細

則の一部改正が会員全員の賛成で成立しました。

第9条の改正で会員の研修である研修リーダーを置

くこと、今後研修リーダーを中心に活発な研修が

持てることを期待いたします。

一年間皆様にはご協力を頂き心より感謝致します。

次年度も変わりなく宜しくお願い致します。皆様

と一緒に協力し、竹原ロータリークラブが益々繁

栄しますよう努力する覚悟でございます。一年間

の温かいご協力とご支援有難うございました。

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２９名 ３名 １名 ４名 ９０．９１％



ガバナー補佐挨拶

Ｇ9ガバナー補佐

本庄 純夫

2009－10年度年度末を迎え、

このほど何とかグループ9ガ

バナー補佐の職責を果し、よ

うやく任期満了の時期を迎え

ることができほっとしている

ところでございます。

振り返ってみますと、この一

年間中川会長、梶谷幹事を始め会員の皆様方には

ガバナー補佐輩出クラブとして、ＩＭをはじめと

するガバナー補佐の所掌業務に終始格別のご支援

とご協力を賜わりまして、お蔭様で各般にわたる

諸計画を全ての面において円滑に運営することが

でき誠に有難く厚くお礼を申し上げる次第でござ

います。

特に市川会員には公私共にお忙しい中にも関わら

ずガバナー補佐随行幹事をお務めいただき補佐会

議、各種研修会、クラブ訪問など多岐にわたる任

務を終始熱心にサポートしていただきまして誠に

有難うございました。この席をお借りしまして衷

心よりお礼申し上げたいと存じます。本当に有難

うございました。

また私にとりましてこの1年有余の期間はガバナー

補佐という立場からホームクラブを離れてグルー

プという一段と広いステージに立ってロータリー

にはまり、ロータリーを見聞し、同時にロータリー

の寛容と友情の心を体感させていただき19年とい

う私の短いロータリーライフの中ではありますが

何物にも変えがたい貴重な経験をさせていただき

きましたことを会員の皆様方に重ねてお礼申し上

げたいと存じます。

2008年9月第1回補佐会議の席上、地区代表幹事か

ら「補佐は交代できませんから健康には十分留意

するように」と云われた言葉が最後まで気になっ

ておりました。お蔭様で任期中はこれといった故

障もなく無事任務を全うすることができ有難く思っ

ております。

しかし、まだこれで全てから開放されたわけでは

なく、この月末には徳山で第6回補佐会議が、8月

にはＲＬＩ研修会が予定されておりまして、これ

が終らないと本当の意味での放免にはなりません。

もう少し頑張って最後まで責任を持って任務を遂

行したいと考えておりますので、いましばらく変

わらぬ御支援を賜わりますようどうぞ宜しくお願

い申し上げ、お礼のご挨拶にかえさせていただき

ます。この一年間本当に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 ２８名 ４名 １名 ４名 ８７．８８％

45年連続出席表彰おめでとうごいます

銀婚式おめでとうございます

金婚式おめでとうございます

中川会長、梶谷幹事 一年間大変お疲れ様でした

佐々木会長、尾野幹事2010－2011年度宜しくお願いします

本庄Ｇ9ガバナー補佐

大変お疲れ様でした


