
■ソング：それでこそロータリー

■ゲスト：広島ホスピスケアをすすめる会

竹原支部代表 大石 睦子様

各会員各記念日（１０月）

■会員誕生日 原田 一平

夜船 正昭

小田 邦治（還暦）

■結婚記念日 佐渡 文武（金婚式）

市川 重雄

下山 生修

堀越 賢二

三好 静子

■配偶者誕生日 水内 繁

金澤 節生

■事業所創立 大森 寛

水内 繁

市川 重雄

スマイルボックス

・第340回たけの子ゴルフコンペ(瀬戸内ゴルフク

ラブ)は良い天気で優勝させてもらいました。お

肉の美味しいのを頂きました。 （森 照明）

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・安芸津町敬老会実行委員会よりお礼状

・例会変更（三原ＲＣ）

10月12日(火)→例会取り消し

10月26日(火)→職場例会

・例会変更（尾道ＲＣ）

10月8日(金)→2日(土)尾道東ＲＣ主催公開講座

10月29日(金)→例会取り消し

・プレ公式訪問について Ｇ9村上ガバナー補佐

日 時 平成22年10月28日（木）

来訪者 村上清司Ｇ9ガバナー補佐

山本 修 〃 幹事

12:00～ 会長幹事会

12:30～ 例会 ガバナー補佐卓話30分

ＲＬＩによりクラブフォーラム

「ＩＭへの評価」「ガバナー補佐の役目」

13:40～14:50 クラブアッセンブリー

活動計画の目標と問題点

14:50～15:00 会長幹事との打合わせ

＊出席義務者は役員,理事,各委員長,入会の浅い会員

ですが、そのほかの皆様も出席をお願い致します。

・公式訪問について ガバナー 前田 茂

日 時 平成22年11月11日（木）

来訪者 前田 茂 2710地区ガバナー

村上清司Ｇ9ガバナー補佐

小田聡之随行幹事

山本 修 〃 幹事

11:30～ 会長幹事懇談会

12:30～ 例会 ガバナー卓話30分

13:40～15:10 クラブフォーラム

クラブの実情と問題点の説明、自由討論

・2010年7月大水害支援に関する報告 前田ガバナー

支援総額 ￥2,965,272

特に甚大な被害を受けられた庄原地区へ送金

・10月10日(日)の地区大会の参加の有無に変更が

ありましたら至急ご連絡下さい。
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今週のプログラム １０月７日 次週のプログラム １０月１４日

誕生祝・各会員各記念日祝

誕 生 該 当 者 会 員 卓 話
月見例会 “黒浜”
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会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

今日は健康管理の日です。円山先生よろしくお願

い致します。また、地区補助金が決定いたしまし

た、本日はノートパソコンの贈呈式です。

去年は地区補助金が一時は決定したのに後で却下
され大変悔しい思いを致しましたが、今年は無事
認められ大変嬉しく思います。奉仕プロジェクト
委員会の市川さん、社会奉仕の堀越さん、ロータ
リー財団の朝比奈さんご苦労様でした。これから
も地区補助金を利用したいのですが地区補助金に
対する審査が非常に厳しくなっております。地区
補助金は人道的補助金プログラムの１つで、全て
のプロジェクトは、人道的支援（健康、飢餓、貧
困など）に直接的に取り組むものであり、困窮し
ている地域社会、グループ、人々（例えば低所得
層､ハンディキャップを持つ方々、老人など）に恩
恵があるものでなければなりません。基本的にマッ
チング・グランドと同じです。違うのは地区補助
金において地域美化/環境に関するプロジェクトが
認められている点です。認められなかった例とし
て、去年竹原ロータリーが申請しました
・施設のお年寄りをクルージングに招待するプロ
ジェクト。過度な支援にあたるということで認め
られませんでした。
・一般の小学生を環境問題について学ぶためにキャ
ンプに連れて行くプロジェクト。（これがハンディ
キャップのある子供たちであれば、適格となりま
す。公園清掃、植樹、誰でも参加できる無料の環
境セミナー、駅前にベンチを設置するなど、地域
全体のためになる美化/環境プロジェクトに補助金
を使うことは認められています。）以上が地区補
助金の受給基準です。補助金で購入する品目の金
額はほとんどのクラブは１７万円です。来年度も
是非チャレンジをしてみてください。以上で会長
の時間を終わります。

委 員 会 報 告

■親睦活動委員会 委員長 吉本きよ子
10月14日(木)18時30分より黒浜に於いて月見例会
を開催します。バスの時間等後日ご案内致します
ので宜しくお願い致します。
■ロータリー情報委員会 委員長 吉岡一眞
本日9月30日(木)18時30分より大広苑に於いて新入
会員研修会を開催します。私と、本庄さんのお話
をし、そして新会員の皆様の意見を中心に伺いな
がら話し合いの場を持ちたいと思います。その後
懇親会を行います。宜しくお願い致します。
■副会長 荒谷隆文
9月20日会長代理で安芸津町の敬老会へ出席して参
りました。当日は昭和8年生れの77歳以上の方が対
象で、安芸津中学校の体育館がほぼ満席でした。
女性会実行委員長、蔵田市長、市会議員の挨拶の
後、演芸が行われました。参加された皆様は本当
に楽しい時間を送られていたようです。

出 席 報 告

地区補助金活用による支援

広島ホスピスケアをすすめる会

竹原支部代表 大石 睦子様

私の今の夢は、子供達に命の

大切さを伝えていくことです。

現在、自殺者は癌死と同人数

の3万人いると言われていま

す。今の子供達は、自殺、い

じめなど、自分や他人の命を

粗末にしているのではないかと感じ、子供達に命

を大切にしなければならない、命のバトンを渡し

たいと、母として祖母として最後の仕事として命

の大切さを伝える活動を行っています。

子供だからといって子供向けの話はしません。で

すが、子供達は一生懸命に話を聞いてくれていま

す。涙を流して聞いてくれる子供もいます。講演

後には感想文を頂くのですが、私の話を凄く聞い

てくれていることがよく分かります。可愛い文章

もあります。「今は反抗期だからお父さん、お母

さんに生んでくれてありがとうと言えないけど、

これが過ぎたら絶対言うからね」「大きくなった

ら大石さんのような仕事がしたい」とか、子供達

が素直に受け止めてくれていることが凄く嬉しい

んです。

10月23日大広苑に山崎章郎先生を迎えて5回目にな

る講演会を行います。集大成として誰にでも出来

るスピリチュアルケア（心のケア）の勉強をしま

す。是非出席してください。3回目に来られた柳田

邦男先生は、私達の両手は大切な人を抱きしめる

ためにあると教えて下さいました。私はこの両手

を使って人を抱きしめ一杯の愛をあげたいと思っ

ています。

なかなか「ありがとう」「愛してる」が言えませ

ん。命には限りがあります。心に思っているだけ

では伝わりません。勇気を出して今日帰られたら

実行してみてください。

毎週木曜日がん患者、家族、遺族のいやしのサロ

ン「つむぎの路」を開設しています。笑い声の絶

えない不思議な空間です。竹原駅前の中央マンショ

ンで、申し訳ないほどの家賃で借りています。沢

山の人の好意と愛に支えられて続けることが出来

ております。

いただいたパソコンは大切にホスピスマインド伝

道の為に使わせていただきます。本日は有難うご

ざいました。

健康管理の日

円山会員のご協力により健康管理の日が実施され
ました。皆様日頃の体調管理にお気をつけ下さい。

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３７名 ２８名 ４名 １名 ４名 ８８．８９％


