
■ソング：国歌・奉仕の理想

■ロータリー綱領：水内会員

スマイルボックス

■会員誕生日 … 吉岡、森、小坂

■配偶者誕生日… 菅、市川、朝比奈、下山

■傘寿スマイル… 吉岡

■古希スマイル… 森

■還暦スマイル… 小坂

■年賀状…大成、三好(静)、藤中、朝比奈、円山、

土居、今井、市川、原田、菅、大森、小坂、

佐渡、大田、森、夜船、佐藤、梶谷、本庄、

佐々木、川本、尾野、中川、水内、堀越、

木村、鴨宮、荒谷、久藤、吉岡

■特別スマイル

・2011年いぶすきフルマラソン大会、ランニング

仲間と完走目指し、私事鈍足ランナー何とか時

間内にゴールに辿り着くことが出来ました。

（今井敏明）

・343回たけの子会コンペ優勝しました。優勝賞品

はステーキ3枚でした。5人家族で2枚不足でした。

（土居敏昭）

・年末は山火事でご迷惑を掛けました。今年の出

初式も無事に終りました。今後共宜しくお願い

します。 （久藤孝仁）

・年男のお祝いを頂き有難うございます。

（佐々木秀明）

・年男を祝って頂き有難うございます。

（木村安伸）

・年男の記念品を頂き誠に有難うございました。

（市川重雄）

ロータリー財団指定スマイル

・昨年末に体調を悪くし円山先生のスムーズな対

応で命拾いをしました。皆様には大変ご心配頂

き有難うございました。やっと気力も快復して

きました。今後共宜しくお願い致します。

（市川重雄）

クライングボックス

・年賀状失礼致しました。 （小田邦治）

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・拉致被害者家族連絡会に対する支援金協力について

一人当たり一口100円 ガバナー 前田茂

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

皆様こんにちは。2011年のロータリー活動が本格

的に始まりました。各委員会の皆様は委員会活動

の点検をされ、計画を実行して頂くよう宜しくお

願致します。私も後半に向けて最後まで会長の責

務を果たし皆様と共に行動し、力強く前進したい

と思っております。再度ご協力をお願い致します。

1月8日(土)成人式へのご案内を頂き出席致しまし

た。13時30分から式典が始まり竹原市長、竹原市

議会議長、広島県議会議員、の三名の方が大人の

義務についてのお話を交えながらの祝辞を述べら

れ、次に新成人を代表し男女２名で新成人誓いの

言葉を宣誓、その後アトラクション、記念撮影な

どをして終了致しました。竹原市の新成人は303名
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(男135名女168名)です。私が気になったことです

が、国歌斉唱の際、来賓の方々はよく声を出され

ていたのですが、新成人の皆さんは口パクの方が

多く元気が無いように思われ残念でした。国歌斉

唱は自信を持って歌ってもらいたいものです。い

ま日本は大変な経済不況で景気悪化の中大変な就

職難ですが、新成人の皆様にはこの状況に負けず

自信を持って立派な社会人になってもらいたいも

のです。

またロータリークラブでは毎年会員が減少してお

ります。経済不況により竹原の町も冷え込みが厳

しく大変です。この時期に会員増強は大変ですが

皆様のご協力必要です。後半は一人でも多くの方

に入会していただきたいものです。増強委員会の

方宜しくお願致します。

2011年は卯年です。跳躍力に優れた兎にあやかり

飛躍の年に成るようお互いに頑張りましょう。以

上で会長の時間を終わります。

誕生月代表者謝辞

1月お誕生日を代表して吉岡会員よりお礼の言葉が

述べられました。

委 員 会 報 告

■次年度幹事 朝比奈勝也

本日、次年度理事会を開催し、次年度理事の担当

委員会を決定しましたのでご報告致します。

クラブ管理委員長 藤中会員

会員組織委員長 佐藤会員

クラブ広報委員長 大成会員

奉仕プロジェクト委員長 森会員

Ｒ財団・米山委員長 吉本会員

担当役員 クラブ管理 荒谷会長ノミニー

会員組織 木村副会長

副幹事 三好(静)会員

副会計 坂田会員

副ＳＡＡ 金澤会員

会計監査 松浦会員

誕生該当者会員卓話

会員 小坂 啓子

ロータリークラブに入会させて頂

きまして三ヶ月が経ちました。私

にとりましては良い時に良い出会

いをさせて頂いたと思っておりま

す。本当に有難うございました。

私のありのままの姿を知ってもら

い、自然体でお付き合いをさせて頂きたいと思っ

ておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

私は、とても人見知りが激しく引っ込み思案な上、

口下手でおまけに筆不精…とにかく人付き合いが

大の苦手です。これから先も失礼なことが多々あ

ろうかと思いますがお許し頂きまして、長い目で

見て頂きますよう宜しくお願い致します。

こんな私が皮肉にも商売人のしかも一人息子と知

り合ってしまいました。

当時、父の知人で私のことは勿論、主人の事も、

主人の家の事もよく知っておられた方が、絶対に

やめるように、辛抱できるわけがないからと事あ

るたびに何度となく足を運んで下さいましたが、

世間知らずな上、反骨精神だけは人一倍持ってい

たらしく反対されればされる程、というところも

あったのでしょうか、周囲から猛反対され一転二

転しながらも縁があったのでしょう、今日に至っ

ております。

両親には本当に苦労をかけ、数知れない程の心配

をかけてしまいました。特に母にはこの39年間、

言いようのない辛い思いをさせてしまいました。

想像した以上に本当に大変でした。性に合わない

ということも本当に辛いことです。しかし、「弱

音をはくわけにはいかない」その一心で自分に課

せられた宿命と思ってがむしゃらに頑張ってきま

した。しかも自分ひとりが頑張っているみたいに

思って…、それは大きな勘違いでした。

最近になって人にはどうすることも出来ない運命

がある！ということを思うようになりました。

主人の両親を先に見送らせてもらったことで少し

の間でしたが父の世話が出来たこと、一人になっ

た母にも少しは親孝行の真似事が出来るようになっ

たこと、なども合わせて自分の力ではどうするこ

とも出来ない現実を改めて実感し、また感謝もし、

我を強くしてはいけない、大勢の人に支えられ助

けられて自分がある。本当にそう思えるようにな

りました。

還暦を間近にし、何かを変えて行かなければ、そ

う思っていた矢先の出会いでした。しかもロータ

リークラブという素晴らしい組織に。私にはもっ

たいない話でした。運命みたいなものを感じつつ

も厳しい現実と根強く住み着いている性格が邪魔

をしてなかなか決心がつきませんでしたが、下山

様からの度重なるお誘いを頂き、皆様方からお声

をかけて頂き、そして社員が後押しをしてくれた

お蔭で決心することが出来ました。今では入会さ

せて頂いて本当に良かったと思っております。何

の取柄もなくご迷惑ばかりおかけすることと思い

ますが、背伸びせずに自分の出来ることを人並み

以上に努力してお役に立てるように一生懸命頑張っ

ていきたいと思っております。こんな私ですが末

永くご指導下さいますよう宜しくお願い致します。

三分間スピーチ

会員 中川 康子

私は2003(平成15)年4月に入会しま

した。7年9ヶ月という年月があっ

という間に経ち、その間、皆様の

優しいご協力・いろいろな援助で

助けて頂きました。特に前年度会

長を務めた時には、私は何も出来

ないような状態で足の手術をしたりということで

皆さんのご協力で何とか責務をこなすことが出来

ました。本当に有難うございました。

私は老人福祉の仕事をしています。その老人福祉

の仕事に入る前は主人が造船業をやっておりまし

た。主人が昭和50年に亡くなり、主人の両親と生



活しておりましたが私には造船業という男性的な

仕事は出来ない何か他の仕事をしないといけない

と思っておりました。私は幼少のときから私の父

が今で言う民生委員をしていましたのでよく父に

ついて高齢者の家庭、母子家庭等を周っていた記

憶が脳裏に残っておりました。私にはこういう仕

事が…という思いを舅に話をしたらやってみては

どうかということで私は一人で県庁に行きました。

県庁で私の思いを話をして、私は最初特別養護老

人ホームをやろうとしていたのですが、今、特別

養護老人ホームは広島県では順番待ちで貴方が59

番目ですよと言われました。そこで、経費老人ホー

ムをやってはどうですかという突然の言葉を頂き

ました。その時は経費老人ホームの知識は全くあ

りませんでした。経費老人ホームは介護の必要の

ない、必要はないけれども一人で生活がしにくい

人達が低費な料金で入って生活をする場で、広島

県には広島、三次、福山の三箇所にあり、丁度真

ん中の竹原にはありません。その近辺にもそうい

う人達は沢山おられますよと説明を受けました。

それから沢山勉強をしました。

昭和55年9月に社会福祉法人を設立しました。当時

は厚生大臣の認可ですが、現在は社会福祉法人の

認可は県知事が出しております。福祉の流れもい

ろいろと変化しています。

昨年法人30年周年を迎え、皆様のお蔭で30年間仕

事をさせて頂いたお礼も兼ねて何か記念に残るも

のをと考えまして、新開のところへ地域支援の多

機能施設を現在建設しております。私が立ち上げ

たときには国の税金を元に仕事をしておりました

が、国も財政困難になり、介護保険という税金で

運営をする方向に変わりました。それが平成12年

４月から介護保険になりまして、それから11年経

過をしますが、これまた介護保険、税金ではござ

いますが、全額保険ではありません。この中には

税金、国税、県税、市税が含まれています。使え

ば使うほど市町村の介護保険料が上ってきます。

自分の力だけではどうにもなりませんが、せめて

元気で介護保険の介護度が高くならないような高

齢社会、高齢者が元気で生活ができる何かをやら

なければの思いで高齢者住宅、介護要望のディサー

ビス、高齢者の健康状態を管理するクリニックを

入れた施設を立ち上げようと考えました。これか

ら先、日本の経済的な成長もなかなか高度成長と

いう社会がまた来るとは考えられないような状況

ですが、そういうものも考えながら元気で保険を

あまり使わなくてすむ生活が出来るように、いろ

んな方々の助言を頂きながら、私の最後の仕事と

して頑張ってみようと思っています。私自身が元

気でこの仕事を全うできるよう身体に気をつけて

頑張りたいと思います。私も高齢者の仲間として、

安心と楽しみをもらえるようなケアが出来たらと

色々構想をめぐらせていますが、日々があっとい

う間に経ち考えがまとまりませんが、若者の知恵、

若者の意見も聞きながら、ご利用になる方が少し

でも元気で長生きをしていただけるよう頑張りた

いと思っております。

私の職場では毎年行動規範を掲げています。これ

は社会福祉法人の使命を果たすためのものであり

ます。今年の行動規範は、『仕事に必ず、いかに

小さな仕事でも目標を持つ。そしてそれは目標だ

けでは駄目だ。実行する。挑戦する。目標を立て

たからには出来るまでやる。結果を出す。』

職員に今年一年これを念頭に於いて一緒に頑張ろ

うと2011年をスタートしました。

これから低成長の社会の中で大勢の高齢者が安心

して元気で生活できる、その努力を惜しまないつ

もりです。それには食事も大事です。運動・睡眠

も大事です。規則正しい生活をしながら今年一年

元気で笑顔溢れる一年にしたいと思います。

本年も宜しくお願い致します。

理事会報告（１月）

■日 時 平成23年1月13日(木）

■場 所 大広苑

■出席者 11名

■議 題

①４クラブ合同例会の件 承認

日時 平成23年3月17日(木）18：00～20：00

場所 ホテル賀茂川荘

登録 一人 8,000円

②忘年家族例会会計報告の件 承認

③竹原ロードレース大会ぜんざいサービスの件

日時 平成23年2月6日(日) 承認

北条様よりもち米60㎏頂いております

④ＩＭの件 承認

日時 平成23年2月19日(土）

場所 尾道国際ホテル

交通 バス（大崎汽船さんへ依頼）

⑤前田ガバナーへの記念品の件 1万円 承認

⑥竹原青年会議所新春互礼会 1万円 承認

⑦拉致被害者家族会支援金の件 承認

一口100円 募金箱回覧

次年度理事会報告

■日 時 平成23年1月13日(木)

■場 所 大広苑

■出席者 11名

■議 題

①次年度理事担当委員会の件 承認

担当理事(委員長)、担当役員、副幹事、副会計、

副ＳＡＡ、会計監査確定

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３８名 ２９名 ４名 １名 ４名 ８９．１９％


