
■ソング：我等の生業

各会員各記念日（４月）

■会員誕生日 円山 啓壮 大田 嘉弘

大森 寛 坂田 武文

本庄 純夫 荒谷 隆文

鴨宮 弘宜 吉田 卓司

■結婚記念日 原田 一平 本庄 純夫

佐々木秀明 木村 安伸

大成 義彦

■配偶者誕生日 大森 寛 梶谷 寛康

■事業所創立 円山 啓壮 大田 嘉弘

原田 一平 今井 敏明

森 照明 久藤 孝仁

夜船 正昭 三好 静子

スマイルボックス

■特別スマイル

・3月13日ジュニアバレーボール大会が大盛会の内

に終了致しました。ロータリークラブが初めて

後援致し主催者も大変感謝されてました。私共

も元気をもらいました。 （市川重雄）

・孫娘が忠海高校へ入学できました。（下山生修）

・孫が一ツ橋大学に合格しました。 （佐渡文武）

・たけの子会コンペ賞品を尾野肉店に限られた金

額で工面頂き有難うございました。（久藤孝仁）

・4クラブ合同例会が無事終わりました。皆様のお

蔭です。有難うございました。 （佐々木秀明）

◎米山指定スマイル

・4クラブ合同例会無事行うことが出来ました。有

難うございます。 （吉本きよ子）

◎R財団指定スマイル

・3月13日(日)開催したジュニアバレーボール卒業

記念大会が無事大成功しました。子供達、保護

者全てが喜び竹原RCに感謝していました。有難

うございました。 （堀越賢二）

クライングボックス

・東北関東大震災心からお見舞い申し上げます。

（久藤孝仁）

・先日の4クラブ合同例会では皆様に大変ご迷惑を

お掛け致しました。 （荒谷隆文）

・3月22日たけの子会コンペ「フロント9H・66」を

同伴者にお詫びします。 （川本照夫）

・ジュニアバレーボール大会に荒谷副会長に代理

を頼みご迷惑を掛けました。 （佐々木秀明）

◎支出の部

東日本大震災義援金 ￥５００，０００

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

皆様こんにちは、先日の東日本大災害から2週間が

過ぎようとする中、壊滅的な被害を受けられた多

くの方が避難生活を強いられております。あのよ

うな大災害に遭遇された方々に対し心よりのお見

舞いを申し上げますと共に一日も早い復興をお祈

り申し上げ、微力では有りますが皆さんと共に私

たちの出来ることをしていきたいと思います。

3月13日会長エレクト研修セミナー（PETS）に下山

会長エレクトが出席されました。お忙しい中ご苦

労様でした。次年度に向けて準備や行事など大変
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忙しくなると思いますが、会員一同力を合わせて

ロータリー活動に勤しみ充実感と達成感を味わう

ことの出来る一年になりますように心から念じて

おります。後ほど報告をお願い致します。

同日ジュニアバレーボール大会が行なわれました。

私は所用があり出席できませんでしたので荒谷副

会長に代理をお願いし大変ご迷惑をおかけ致しま

した。尾野幹事、市川さんにも出席頂き大変御世

話になりました。後ほど報告をお願い致します。

3月17日に竹原ロータリークラブがホストクラブと

して4クラブ合同例会が開催され99名の方々に参加

して頂きました。合同例会の目的に沿って他クラ

ブの会員との親睦・友情を深め面識を広めロータ

リーに関する情報交換をして頂き意義のある合同

例会になったと思っております。4クラブ合同例会

が無事に終わりました事は皆様のお陰と思ってお

ります。厚く御礼申し上げます。今後もこの4クラ

ブ合同例会を大切にして次年度の4クラブ合同例会

で他のクラブの皆様にお会いするのを楽しみにし

ております。

東日本大震災で被害が拡大している中、4クラブ合

同例会を開催することに、会員の中から中止か延

期にしてはどうか、懇親会だけ中止にしてはどう

か、懇親会でお酒を出すのをやめてはどうか、と

様々な意見が出ました。又批判も有ったと思いま

す。私も事の重大さは良くわかっておりました。

中止することなど色々考えましたが結局行うこと

と致しました。皆様には大変不快な思いをさせ大

変申し訳なく思っております。このことに対して

の全ての責任は私にあります。申し訳ありません

でした。これで会長の時間を終わります。

委 員 会 報 告

■社会奉仕(新世代)委員会 委員長 堀越賢二

ジュニアバレーボール卒業記念大会有難うござい

ました。参加した皆様にとても喜んで頂きました。

■副会長 荒谷隆文

3月13日(日)大乗小学校体育館で開催されたジュニ

アバレーボール卒業記念大会へ参加して参りまし

た。指導者が素晴らしい指導をされているのだと

実感しました。子供達の白熱したプレーが展開さ

れて見ていてとても楽しかったです。

3分間スピーチ

会員 佐藤 守幸

このたびの東北関東東大震災で亡くなられた方に

対しお悔やみを申し上げますと共に、また被害を

受けて毎日寒い中を耐え忍んでおられる方に御見

舞いを申し上げ、一日でも早く平生の活動ができ

るよう心より願っております。

臨時理事会報告

■日 時 平成23年3月24日(木)

■議 題 東日本大震災義援金の件 承認

PET'S報告

会長エレクト 下山 生修

去る3月13日(日)ホテルグラン

ヴィア広島に於いて会長エレク

ト研修セミナー及び地区委員会

別引継会議が開催されました。

その概要について報告申し上げ

ます。

■2011－12年度RI会長 カルヤン・バネルジー

Reach Within to Embrace Humanity

こころの中を見つめよう 博愛を広げるために

■2710地区2011－12年度ガバナー 田村 泰三

地区の信条「ロータリーで楽しむこころを学ぶ」

■2011－12年度RIテーマ

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために/

Reach Within to Embrace Humanity」日本語に直

訳すれば“自分の中に到達しなさい、人類愛を包

むために”ということになるでしょう。自分のこ

ころの中に潜在能力を見出し、博愛を広げようと

いう呼びかけだと思います。そのために3つの強調

事項を上げています。①家族を見つめ、家庭の平

和を築きましょう。②継続すること。③変化です。

単なる変化ではなく進歩することです。

■RI会長強調事項

最優先項目：ポリオ撲滅 青少年にかかわる活動

未来の夢計画の6つの重点分野を強調

１．平和と紛争予防/紛争解決

２．疾病予防と治療

３．水と衛生設備

４．母子の健康

５．基本的教育と識字率向上

６．経済と地域社会の発展

■地区目標

１．RI会長賞及び他のRI各賞へのチャレンジ

２．会員増強・維持

3年間で純増3％

各クラブ1名以上の純増目標

女性会員及び45才以下の会員増強

３．ロータリー財団

年次寄付：年次寄付１２０ドル/人以上

恒久基金：ベネファクター一人以上

使途指定寄付：ポリオプラスなどへの協力

ロータリー2億ドルチャレンジ

＊次年度が最終年度（15ドル/人）

４．米山記念奨学会 15,000円/人以上

特別寄付 1件/クラブ以上

５．地区内主要行事

地区協議会 5月15日(日)

地区指導者育成セミナー8月27日(土）

地区大会 10月14(金),15(土),16日(日)

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３８名 ３０名 ２名 ２名 ４名 ９４．５９％


