
■ソング：国歌・奉仕の理想
■ロータリー綱領 (大田会員)

スマイルボックス

■会員誕生日 ･･･市川
■配偶者誕生日･･･土居
■事業所創立 ･･･本庄、菅
■就任スマイル･･･円山、原田、土居、藤中、大森、
金澤、今井、菅、本庄、夜船、梶谷、吉岡、荒谷、
森、木村、下山、市川、佐々木、朝比奈、鴨宮、
中川、佐渡、佐藤、尾野、大成、三好(静)、水内、
大田、堀越、川本、小田

■特別スマイル
・会員純増一名の必達を期し頑張ります。会員各
位のお力添えをお願い致します。 （川本照夫）

・長女が6月20日結婚しました。 （尾野剛章）
・最多スマイル賞、記念品を頂きました。誠に有

難うございました。 （本庄純夫）

誕生月代表者謝辞

7月誕生日を代表して市川会員よりお礼の言葉が述
べられました。

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章
・ふれあい夏祭り協力のお願い

あきつの福祉をすすめる会夏祭り実行委員会
日時 8月21日(土)
場所 東広島市役所安芸津支所

・竹原市国際交流協会平成22年度総会のご案内
日時 7月9日(金) 場所 大広苑

・第54回芸南学童水泳大会後援名義使用について

日時 7月24日(土） 竹原市長
場所 大乗小プール

・竹原市まつり協会会費納入のお願い
・2011-12年度青少年交換派遣奨学生募集について
・例会終了後、定例理事会を行います。

会 長 の 時 間

会長 佐々木秀明
新しい年度2010－11年度の例会がスタート致しま
す。責任の重大さを痛感し身の引き締まる思いで
いっぱいであります。歴代の会長の方々が築いて
こられた業績、伝統を汚すことなく微力ながら一
生懸命会長の職務を務めてまいりますので一年間
宜しくお願い致します。活動計画書が皆様のおか
げで出来上がりました。計画書に基づき実行でき
るようお願い致します。
6月27日(日)的場海岸清掃には9名の方が参加され
ました。大成会員の奥様、市川会員のお孫さんも
お手伝い頂きました。有難うございました。また
参加された会員の皆様ご苦労様でした。佐藤会員
にはジュースの提供を頂き有難うございました。
女性ロータリアンの集いに参加された皆様ご苦労
様でした。ご報告よろしくお願い致します。
今日は会長方針がありますので会長の時間はこれ
で終わります。

委 員 会 報 告

■社会奉仕委員会 前委員長 尾野剛章
6月27日(日)の的場清掃には9名の皆様にご参加頂
き有難うございました。
■直前会長 中川康子
6月27日(日)に行われた女性ロータリアンの集いに

ついての報告が行われました。
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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 ７月８日 次週のプログラム ７月１５日

各委員会計画発表 クラブ管理運営委員会担当例会

２０１０年7月１日 第2250回(誕生席)例会記録



会長幹事方針発表

会長 佐々木秀明

本年度のレイ・クリンギン

スミスRI会長は RIテーマ

として「地域を育み、大陸

をつなぐ」を揚げられ、第2

710地区前田ガバナーはその

信条として「ロータリーの

絆をもとう、―あくなき情

熱と冷静で」を揚げられま

した。私達は新たに意欲的な活動を展開しクラブ

に積極的に係わることによって、会員同志の絆を

深めロータリーについてより多くのものを学び、

活性化に寄与しなければなりません。我々は先輩

の育ててくれたこのクラブの歴史と伝統を守りな

がら未来に向かって、より時代のニーズに即した

クラブに育てる責務を有し、ロータリーの心と原

点を大切にして魅力あるクラブ作りと基盤の強化

を目指すこと、そしてその為には奉仕活動を通し

てロータリーの公共イメージを高め、次世代を担

うロータリーの親睦と友情を深めるよう一年間活

動して行く所存ですので会員の皆様、ご家族の皆

様のご協力を宜しくお願い致します。

活動目標は、①親睦と友情を深めクラブがより充

実発展するように努める。②会員増強、退会防止、

女性会員の拡大。③地域に密着した奉仕活動に取

り組む。④ロータリー財団・米山奨学会の目標達

成。以上、今年度の会長方針です。一年間宜しく

お願い致します。

幹事 尾野剛章

幹事の任務は会員の記録を整

理保管し、会合に於ける出席

を記録し、クラブ理事会及び

委員会の諸会合の通知を発送

し、議事録をつくって保管す

ると竹原ＲＣ細則にあります。

クラブの運営が円滑に行くよ

う努力したいと思います。一年間どうぞ宜しくお

願い致します。

誕生該当者会員卓話

会員 市川 重雄

広島で開催されることとなった第26回全国菓子大

博覧会について卓話が行われました。

広島では1921年に広島県商品陳列所（現原爆ドー

ム）で開かれて以来、92年ぶりとなります。

▽名 称：第26回全国菓子大博覧会・広島

▽愛 称：ひろしま菓子博2013

▽開催期間：2013年(平成25年)４月19日～5月12日

▽開 催 地：広島県立総合体育館、広島市民球場跡地

とその周辺

▽テーマ(仮)：笑顔をむすぶお菓子は平和の架け橋に

▽目標入場者数：百万人

▽経済波及効果：二百億円

▽事業予算：15億円

3分間スピーチ

会員 鴨宮弘宜

大相撲の名古屋場所が開催されることになりまし

た。続いてきた大相撲の不祥事はここに来て一番

大きな問題を抱えましたが結局来場所は開催され

ることになりました。私はこのことを聞いたとき

に高校野球を思い出しました。青春を野球づけで

一生懸命頑張って、やっと掴んだ甲子園出場。そ

の出場を目前に一部の部員が不祥事を起こし、そ

の時によく下される処分が甲子園出場を諦める、

断念する。何もしていない子供達も連帯責任の名

の下に大人達はその夢を奪ってきた。子供達にそ

ういった厳しい措置をする大人が一つの公益法人

である文科省が認めている国技といわれる相撲の

世界でこれだけのことをしたにもかかわらず開催

をするのか。私はとても残念だと思いました。こ

れをＮＨＫは放送するのかどうか、一場所約５億

円の放送権料を相撲協会に支払っているそうです。

勿論これは私達の視聴料からです。ＮＨＫがどう

判断をされるのか、私は勇気を出して放送はしな

いという英断を下して欲しいと思います。

いよいよ夏の甲子園の予選が始まります。この子

達の姿を見る度に大相撲の問題を考えるのではな

いかと思います。

理事会報告（７月）

■日 時 平成22年7月1日(木)

■場 所 大広苑

■出席者 13名

■議 題

①芸南学童水泳大会の件 承認

②安芸津 ふれあい夏祭り協力の件 承認

③納涼例会の件 承認

日時 平成22年8月 場所 大久野島国民休暇村

④津軽三味線公演の件 承認

・入場整理券発行枚数

・会場保険の加入

・駐車場警備 セコム子会社 スリーエス

・支出はスマイル使用

・ポリオ撲滅に関する寄付コーナー設置

・出席(参加)会員はメイクとする

・ロビー、井坂社中及び円山会員お孫さんへ花

・井坂社中へ祝儀

・受付,会場,駐車場,会計,来賓接待,救護,写真等

⑤まつり協会会費納入の件 承認

⑥中川会員休会届の件 承認

⑦国際交流協会総会懇親会出席の件 承認

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

37名 30名 2名 1名 4名 93.94％


