
10月7日第2261回

■ソング：国歌・奉仕の理想
■ロータリーの綱領：金澤節生会員

スマイルボックス

■会員誕生日･･･原田、夜船
■配偶者誕生･･･金澤、水内
■結婚記念日･･･佐渡、市川、堀越、下山、三好(静)
■事業所創立･･･大森、水内、市川
■金婚式 ･･･佐渡
■特別スマイル
・皆様にはご心配をお掛けしましたが元気になり
ました。これからも宜しくお願いします。

(中川康子）
・小坂啓子様のご入会、誠におめでとうございま
す。 （下山生修）

・第6回全国カラオケグランプリ2010年の中国地区
大会が10月2日に広島アステールプラザで行われ、
高校一年生の孫娘が出場し優勝しました。東京
中野サンプラザでの全国大会に出場します。そ
の模様はＴＢＳ系にて正月2日に放送されますの
で時間がありましたら見てやって下さい。

（森 照明）

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章
・竹原市暴力団追放市民総決起集会及び街頭パレー
ド参加のお願い
日時 10月16日(土)13:30～

・竹原市“道の駅たけはら”開所式典ご案内
日時 10月22日(金)11:00～

・パストガバナー土屋直裕様がご逝去されました。
・国際基督教大学東ケ崎潔記念ダイアログハウス
献金のお願い

・10月10日(日)地区大会 バス 忠海駅 7時発
・例会終了後理事会

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明
中川さん退院おめでとうございます。無事に例会
に出席され大変嬉しく思います。この後あまり無
理をしないようロータリー活動を続けてください。
小坂さん入会おめでとうございます。
ロータリーでは一人でも入会反対者がいると入会
することはできないのです。ロータリークラブか
ら入会を勧められたということはそのクラブ会員
全員があなたの入会を認めたという事になります。
その意味貴方は選ばれた人という事になります。
ロータリークラブは奉仕団体ですから地域貢献の
為に社会奉仕活動などを行なっています。ロータ
リークラブは出席を重視します。ロータリークラ
ブの年会費はクラブの運営に充てられます。年に
何度かは親睦を深めるための例会などもあり別途
費用が必要となります。基本的に一業種一人とい
う制度があり同業者の入会は認めていませんが最
近ルールが緩和され五名もしくは10％までOKとな
りました。そのことから会員は他の会員から期待
されます。ロータリーは定年制がありません、で
すから一生のお付き合いができます。概ね経営者
の集まりですから自分を高めていく良い環境にあ
りそれが最大のメリットになります。生涯の友を
得る事もメリットです。仕事にも繋がるとは思い
ますが自分がそのクラブの中で出席し奉仕活動に
参加するなど認められることが必要になると思い
ます。これからは、ロータリークラブの会員とし
て仲間として行動を共にして、ロータリー活動を
楽しんでください。
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地 区 大 会 報 告
プレ公式訪問

グループ９ガバナー補佐 村上清司様
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誕生月代表者謝辞

10月お誕生日を代表して小田会員よりお礼の言葉
が述べられました。

誕生日卓話

会員 原田 一平
自分の思い、最近感じている
ことをお伝えしたいと思いま
す。
物の考え方をハッキリしない
と人生は認められないのでは
ないか。自分勝手には生きて
はいけない。社会に認められ
る生き方をするには自分の物

の考え方が社会に受け入れられる理念倫理が大切
であると思います。特にこの頃、若い人を見ます
と何を考えて判断しているのかと感じることがあ
ります。『不易流行』という言葉あります。変え
てはならないもの、変えなくてはならないものが
あります。この頃の若い人は、変えてはならない
ものは変える、変えなくてはならないものは変え
ない、悪い習慣は変えない、良い習慣は変えると
いうことが見受けられます。ですから不易流行は
大切だと思います。
また、自分を磨くことが大切です。自分を磨くに
は友達、師との巡り合いが大切です。良き友、良
き師、良き先輩にめぐり合うことは人生のプラス
になります。我を張ってはいけません。素直に先
輩の言葉に自分が良いと思ったら「はい」と自分
のものにする、実行する、行動に起こす。頭で解っ
ているだけでは駄目なんです。理解して自分の身
体を動かすことが大切であろうと思っております。
もう一つ、地域で磨く。人間ではなく地域です。
竹原で磨く磨き方、大阪で磨く磨き方、ベトナム
で磨く磨き方、それぞれ違います。風紀、人を見
る、物の考え方を見る、そうすると学ぶべきこと
があります。地域が違うと考え方尺度が違います。
もう一つは、無形のものから読み取る、見取る、
聞き取ることが大切です。
目標を定めたら徹底的にやる。一旦思い込んだら
何が何でもやるんだという強い信念があれば必ず
成功する。その良い例がこのたびノーベル化学賞
を受賞された鈴木章さんと根岸英一さんです。自
分の考えをしっかりと持ち、目標を持つこと、と
ても大切なことだと思います。

新 会 員 紹 介

■お 名 前 小坂啓子（こさか けいこ）
■事業所名 竹原シーサイドホテル
■職業分類 旅館業

＜ご挨拶＞
皆様のお力をお借りして一生
懸命勉強し、今後何かのお役
に立てれるよう頑張りたいと
思います。ご指導宜しくお願
い致します。

理事会報告（１０月）

■日 時 平成22年10月7日(木）
■場 所 大広苑
■出席者 10名
■議 題
①ラビットクロカンin大久野島'10協賛 承認
②新入会員推薦の件 承認
③納涼例会決算の件 承認
④11/18米山奨学生卓話 承認

黄郁芩（ファン ユウ チン）様 台湾
世話クラブ 広島中央ＲＣ 交通費 5,000円

⑤11/25休暇村大久野島支配人義本英也様卓話
テーマ「もてなしの心」 承認

⑥ライラの件 承認
一般：三幸食品工業 村上彰様
ＲＣ：大成会員 （村上様11/4,11/18例会へ）

⑦道の駅たけはら開所式典 市川会員出席 承認
⑧月見例会 バス 安浦交通 33,000円 承認
⑨ガバナー補佐会計の件 承認
⑩忘年家族例会の件 12月4日(土)大広苑 承認

出 席 報 告 (10/7)

10月14日第2262回

■ソング：奉仕の理想
■出席者：会員25名,配偶者家族16名,事務局 計42名

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明
10月10日の地区大会に多数
の参加有難うございました。
朝早くから夜遅くまでお疲
れの事と思います、お疲れ
様でした。トラブルも有り
ましたが無事に終わりまし

たのも皆様のお陰です。地区大会の報告は来週の
例会でさせていただきます。今日は月見例会です。
会員・ご夫人の皆様、多数の出席を有難うござい
ました。私のお月様のイメージはウサギと団子で
ありましたが藤中さんが４つのテストが月にと言
われ、月のイメージはロータリーに変わり困った
ものです。本日は、親睦委員会の皆様、会場を提
供していただいた本庄さんのお
世話でこの黒浜で月見例会を行
なうことができます。心より御
礼申し上げます。市川さんより
月見団子を提供していただきま
した。有難うございました。

出 席 報 告 （10/14）
総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３７名 ２４名 ６名 ４名 ４名 ８２．８６％

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３７名 ２９名 ３名 ２名 ４名 ９１．８９％


