
■ソング：国歌・奉仕の理想

■ロータリー綱領：原田会員

■ゲスト：ライラ参加者

三幸食品工業株式会社 村上 彰 様

スマイルボックス

■結婚記念日 ･･･大森、佐藤、梶谷、尾野

■配偶者誕生日･･･堀越

■特別スマイル

・先週のプレ公式訪問は皆様のご協力有難うござ

いました。来週の公式訪問も宜しくお願い致し

ます。 （佐々木秀明）

・ロータリアンの深い友情に感謝します。有難う

ございました。 （夜船正昭）

記念日代表者謝辞

11月記念日を代表して梶谷会員よりお礼の言葉を

述べられました。

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・奄美地方豪雨災害義援金について

ガバナー 前田茂

・11月13日(土)、14日(日）周南市でライラが開催

されます。本日出席いただいております村上様、

ロータリーからは大成会員に参加して頂きます。

宜しくお願い致します。

・例会終了後、理事会を行います。

・次週11日(木）はガバナー公式訪問例会が行われ

ます。例会後フォーラムが開催されますので宜

しくお願い致します。フォーラムの参加の出欠

について回覧しておりますのでご記入下さい。
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2010－2011年度 国際ロータリー会長

レイ・クリンギンスミス

今週のプログラム １１月１１日 次週のプログラム １１月１８日

ガバナー公式訪問
ロータリー財団・米山奨学会担当例会

米山奨学生卓話

２０１０年１１月４日 第２２６５回(委員会席)例会記録

国際ロータリー第２７１０地区

歓迎 前田茂ガバナー公式訪問
＜2010年11月11日（木） 於：大広苑＞

ガバナー 前田 茂様（三次ＲＣ）

Ｇ９ガバナー補佐 村上清司様（尾道ＲＣ）

地区副代表幹事 小田聡之様（三次ＲＣ）

Ｇ９ガバナー補佐幹事 山本 修様（尾道ＲＣ）



会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

先週のプレ公式例会では皆様には大変御世話にな

りました。来週は2710地区前田ガバナーをお迎え

しての公式訪問例会です。会員全員出席でお迎え

したいと思います。フォーラムも出来るだけ大勢

の方に出席していただきたいと思いますので宜し

くお願いいたします。

11月はロータリー財団月間です。RI理事会と管理

委員会は、毎年11月はこの月間を尊守すること、

月間中クラブは少なくとも一つのクラブ・プログ

ラムを財団のために実施することを決定しました。

月間中はロータリー財団補助金受領者その他（例

えばロータリー財団国際親善奨学生など）がクラ

ブ例会や教育機関が地域社会の会合でロータリー

財団について講演するよう示唆されています。財

団の奨学金事業および人道的諸事業についての知

識と理解を深め財団の推進に役立つプログラムを

実施してください。11月18日には朝比奈委員長の

お世話で米山奨学生台湾の黄郁芩(ファンユウチン)

さんの卓話を予定しております。来週は大変気を

遣う公式訪問、また予定として11月23日には聖恵

文化祭のお手伝い、11月25日は大久野島支配人義

本さんの卓話、また家庭集会、と11月はいろいろ

と行事があり忙しい月になりますので健康管理を

宜しくお願致します。以上で会長の時間を終わり

ます。

クラブアッセンブリー

間近の事業など各委員会において検討してくださ

い。フォーラムでの質問等もございましたらご検

討下さい。

理事会報告（１１月）

■日 時 平成22年11月4日（木）

■場 所 大広苑

■出席者 12名

■議 題

①忘年家族例会の件 承認

日 時 平成22年12月4日(土)18時より

場 所 大広苑

登録料 会員 5,000円

奥様 3,000円

中学生以上 3,000円

小学生以下 1,000円

(その他内容については親睦一任とする)

②月見例会決算の件 承認

③聖恵授産所文化祭ボランティアの件 承認

日 時 平成22年11月23日(火)8:00～(メイク)

④Ｇ9会長幹事会の件 承認

日 時 平成22年12月3日(金)

場 所 尾道国際ホテル

登録料 10,000円(一人)

出席者 会長、幹事、副会長

⑤奄美地方豪雨災害義援金の件 募金箱 承認

⑥公式訪問お土産の件 承認

⑦新会員小坂さん所属委員会の件 承認

クラブ管理(親睦)

⑧社会奉仕(新世代奉仕)委員会提案小学校を対象

にした卒業記念のジュニアバレーボール大会へ

の支援の件 10万円 承認

(支出について承認、その他については今後）

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊

ライラへ参加される村上様にご

挨拶を頂きました。“高校から

大学7年間、合気道をしていま

した。分らないことも多いと思

いますが、ライラへ参加して自

分自身の研鑽に励み良き社会人

に成れるよう努力したいと思い

ます。”

ロータリー情報

＜ロータリーの父＞

ロータリー財団の始まりといえば、アーチ Ｃ. ク

ランフを思い出される方も多いでしょう。彼がど

のような経歴の持ち主かご存じですか？

『奉仕の一世紀 国際ロータリー物語』には、

その男、アーチ・クランフは驚くべき人物だった。

1869年にペンシルベニア州カヌートビルの貧しい

家庭に生まれ、まだ幼少の頃、両親と2人の兄はオ

ハイオ州クリーブランドに移住した。家計の足し

にするために、12歳で学校を辞めて仕事に就いた。

16歳の時、クヤホガ材木会社の使い走りになった。

自分の考えで夜間学校に入学し、1日の大変な仕事

の後、電車賃を節約するために、片道4マイルの距

離を歩いて学校に通った。会社の経営が危なくなっ

た時、クヤホガ材木会社はクランフをマネージャー

に昇格した。彼は会社の経営を好転させ、米国中

西部の材木業界で最も収益性の高い企業の1つにま

で発展させた。独学の元使い走りの少年はその後、

同社を購入し、さらに銀行や汽船会社など、数々

の企業の社長や副社長に就任した。18歳のとき、

クランフはフルートの演奏を独学で学んだ。3年後、

フルートの名手となった彼はクリーブランド・シ

ンフォニー・オーケストラのフルート演奏家とな

り、その後14年間シンフォニーで演奏を続けた。

1911年「材木――卸売ならびに小売」の職業分類

でクリーブランド・ロータリー・クラブの創立会

員となったクランフは、ロータリーでも事業や私

生活におけるのと同じ素晴らしい業績の道をたどっ

た。1912年にはクラブ会長になり、1916－17年度

国際ロータリー・クラブ連合会会長になった。

と、彼の生い立ちについて書かれています。

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３８名 ３０名 ３名 １名 ４名 ９１．８９％


