
各会員各記念日（１月）

■会員誕生日 吉岡 一眞

森 照明

小坂 啓子

■配偶者誕生日 菅 義尚

市川 重雄

朝比奈勝也

下山 生修

１２月１６日 第２２７０回
■ソング：それでこそロータリー

スマイルボックス

■会員誕生日…下山

■特別スマイル

・今年最後の行事忘年例会が無事に終りました。

親睦委員会の皆様にはお世話になりました。

（佐々木秀明）

・先日の家族忘年例会では歌の好きな孫の為に時

間を作っていただきとても喜んでおりました。

有難うございました。 （森 照明）

クライングボックス

・忘年例会では私の不注意で燗をし過ぎたお酒を

出し申し訳ありません。お詫び致します。

（原田一平）

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・賀茂川を美しくする実行委員会案内

日時 23年1月26日(水)13：30～

場所 観光案内処

・訃報 前田ガバナーご母堂様ご逝去

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

皆様今日は。12月4日の忘年家族例会は総員96名多

数の参加有難うございました。会員、ご婦人の皆

様、ご家族の皆様に心より感謝いたします。親睦

活動委員会の皆様にはいろいろとお世話下さり有

難うございました。佐藤会員より缶酎ハイ・ジュー

ス、原田会員よりアイスクリーム、市川会員より、

ケーキをご提供頂きました。誠に有難うございま

した。会員を代表して厚くお礼申し上げます。

12月3日には2710地区グループ9会長・副会長・幹

事会が尾道国際ホテルで行なわれました。

議題はIM開催要項（決定事項と要望）、開催日は、

平成23年2月19日（土）場所は、尾道国際ホテル、

時間は13：30からです。開催主旨は、講演型から

対話型のIMを開催行うことで、尾道・三原・竹原・

三次各市長の4名と、前田ガバナー村上ガバナー補

佐コーディネーターに手塚実行委員長で対話が行

われます。要望は、クラブ登録 会員2,000＋登録
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会員は8,000で竹原は会員60％以上の登録を要望し

ております。IMには多数の参加を宜しくお願致し

ます。

本日は今年最後の例会となります。2010年～2011

年度の中間点を迎えました。半年間のクラブの活

動と行事に対して皆様のご支援ご協力を心から感

謝いたします。有難うございました。

前半を振り返り、経過と成果の報告をいたします。

７月24日 第54回芸南学童水泳大会

８月１日 第二期RLI2710分科会研修パートⅢ

吉岡会員出席

８月２日 地区補助金承認通知170,000円

８月８日 竹原ロータリークラブ創立45周年記念

事業「津軽三味線日本の唄コンサート」

ポリオ募金108,235円財団へ寄付

８月22日 地区指導者育成セミナー

会長,幹事,会員組織委員長,財団委員長出席

８月24日 竹原市暴力団追放市民協議会運営委員会

８月26日 納涼例会 国民休暇村大久野島 43名出席

９月６日 広島県共同募金竹原市支会委員会出席

９月30日 健康管理の日 地区補助金活用による

支援ノートパソコン贈呈式

広島ホスピスケアをすすめる会

新入会員研修会（吉岡会員）

10月７日 新入会員小坂啓子さん入会

10月９日 地区大会会長幹事会

10月10日 地区大会出席者計23名

10月14日 月見例会 黒浜 出席者42名

10月28日 プレ公式訪問

11月11日 ガバナー公式訪問

11月13・14日三幸食品㈱村上彰様

国際奉仕大成委員長RYLAへ出席

11月18日 広島中央RC米山奨学生

黄郁芩（ファンユウチン）さん卓話

11月23日 聖恵授産所文化祭 11名参加

11月25日 年次総会 1斑2班の家庭集会

11月26日 4班家庭集会

12月１日 3班家庭集会

12月３日 会長・副会長・幹事会出席

12月４日 忘年家族例会 96名参加

以上が半年間のクラブの活動と行事です。

各担当委員会の活動の賜物です。心より感謝いた

します。2010年も後半月となりました。

会員の皆様には健康に留意されて2011年の輝かし

い新年を迎えられることを祈念申し上げまして、

今年最後の会長の時間を終わります。有難うござ

いました。

委 員 会 報 告

■4班家庭集会報告 リーダー 久藤孝仁

11月26日がんこ寿司に於いて開催しました。竹原

クラブの発展には、例会へ出席する、例会におい

ては私語を慎み発言者に不愉快な思いをさせない、

会員全員が安らぎを持てる例会にしなくてはなら

ない。各個人が自分を見つめ、ロータリアンたる

人格を高めることが、充実感のある品位ある例会

になる。欠席者には他クラブへのメイクを勧める。

他クラブを見ることで竹原の良いところを伸ばし、

正すところは正す。義務を遂行し会員同士が切磋

琢磨し品位あらしめる。四つのテストを始め、綱

領の実践を各人が果たして行くこと、基礎基本に

戻ることの大切さを認識できた家庭集会でした。

■親睦活動委員会 委員長 吉本きよ子

10月14日黒浜に於いて開催した月見例会の決算に

ついての報告が行われました。

■ＳＡＡ 木村安伸

キャリアスタートウィーク実行委員会へ参加され、

その報告が行われました。

三分間スピーチ

会員 久藤 孝仁

年末を向かえ最近は寒さが厳しく感じられますが

体調管理に気をつけられて、新年をお迎え下さい。

年末警戒、29、30日。消防出初式は1月9日(日)9時

から行われます。

今年の夏、中国漁船による尖閣諸島での問題が取

りざたされておりますが、石材業界にも影響が及

び、9月には関税の100％検品を行うという名目で

中国からの納品が１ヶ月ぐらい遅れることがあり

ました。それに、今日、商社から連絡があり来年

１月から中国製品を15～20％値上げをしてくるら

しいです。中国の税金？のアップ、物流コストが7

％程度アップ、人件費は30％程度のアップを行わ

ざるを得ない状況にあるようです。

そして中国の経済成長で石材加工に係わる職人不

足、いわゆる３Ｋ（汚い、キツイ、危険）の職業

が敬遠されているようです。そういった職業でな

い仕事でも、それなりの収入が得られる状況になっ

てきたようで来年の２月３日（旧正月）（旧正月

は通常２週間程度の休業）以降に、100％従業員が

帰ってこないのではという危機感を持たれている

そうです。日本と中国との経済関係は、切っても

切れない関係にある現状から今後の状況に冷静に

対応しなくてはいけないと痛切に感じております。

タバコの竹原市への還付税、例年約１億６千万、

タバコ税アップでどのように変化するのか、興味

があります。また、会員の方の禁煙状況には頭が



下がる思いです。今後、私も節煙から禁煙へと、

今後の努力が必要ですが…。

持ち回り理事会報告

■日 時 平成22年12月16日(木）

■議 題

①鴨宮会員休会届けの件 承認

出 席 報 告

２０１１年１月６日 新年互礼会 in 大広苑

■ソング：奉仕の理想

会 長 挨 拶

会長 佐々木 秀明

新年明けましておめでとうございます。

皆様には2011年の初春を元気で迎えられたことと

存じます。心からお慶び申し上げます。

昨年は色々とお世話になりました。新年になって

も暗いニュースが続き、政治問題、経済、社会面

にもあまり多く期待できない様です。１日も早く

不況から脱出し、本年が素晴らしい年になるよう

お互いに頑張っていきましょう。

本日より後半に入るわけですが私も精一杯会長と

して責務を果たし行ないたいと思っております。

皆様も後半に向けての活動計画を実行して頂くよ

うよろしくお願い致します。

今年一年間の皆様のご多幸､ご健康､ご繁栄を祈念

致しまして新年の会長の時間とさせて頂きます。

卯年生まれ

市川重雄 佐々木秀明 木村安伸 小坂啓子

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・Ｇ9ＩＭ開催について ガバナー補佐 村上清司

日時 2011年2月19日(土）13:00～登録受付

会場 尾道国際ホテル

日程 13:30～14:10 開 会 式

14:10～16:10 パネルディスカッション

テーマ：「ロータリーは街づくりの

応援団に成りうるか」

パネラー 尾道市長 平谷祐宏氏

三原市長 五藤康之氏

竹原市長 小坂政司氏

三次市長 村井政也氏

ガバナー 前田 茂氏

ガバナー補佐 村上清司氏

16:30～17:00 閉 会 式

17:20～18:50 懇 親 会

・前田ガバナーへの記念品の件について

・ロータリーレート 1月より1＄84円

・チャリティダンスパーティ案内

国際ソロプチミスト竹原

日時 2月11日(金)

場所 たけはら文化創造ホール

・平成23年成人式について

日時 平成23年1月8日(土）

場所 竹原市民館ホール

・第33回竹原ロードレース大会協力のお願い

日時 平成23年2月6日(日)

・新春互礼会案内 竹原青年会議所

日時 平成23年1月15日(土)19：00より

場所 大広苑

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３８名 ２９名 ３名 ２名 ４名 ９２．１１％

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３８名 ３０名 ２名 ２名 ４名 ９４．７４％


