
■ソング：国歌・奉仕の理想

■ロータリーの綱領：坂田会員

スマイルボックス

■会員誕生日 …佐渡、吉本

■配偶者誕生日…佐藤

■結婚記念日 …菅、大田、朝比奈、吉本

■事業所創立 …堀越、吉本、小坂

■年賀状 …吉田

■特別スマイル

・たけの子会ゴルフコンペ大雨の中、ご苦労様で

した。 （佐々木秀明）

・たけの子会雨の中、無事終了しました。また、

優勝させて頂きました。有難うございます。

（久藤孝仁）

・5月3日フラワーフェスティバル歌のコンテスト

決勝大会に孫が出場し優勝しました。（森照明）

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・創立50周年記念式典出席礼状 三原RC

・次年度第1回G9会長幹事会お礼

次年度ガバナー補佐 上田隆治

・本日、臨時総会を実施

・例会終了後、定例理事会

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

皆様こんにちは、5月は一年で一番過ごしやすい季

節です。5月の会員誕生日に三好秀樹会員の姿が無

いのは大変寂しく思います。心よりお悔やみ申し

上げます。

早いもので2010～11年度もあと二ヶ月となりまし

た。新年度に向けて本格的に準備が行われており

ます。本年度の活動も最終的な時期になっており

ます。各委員会におかれましては本年度活動計画

の実施をお願致します。

4月19日後期家族集会を1班が飯兵衛で、2班、3班

が大広苑で行い、各班とも大変盛り上がりました。

親睦も深まりクラブ活性化に繋がる意義のある会

です。4班も17日に行われますが、宜しくお願致し

ます。

5月15日(日)に2011－12年度地区協議会が広島国際

会議場で開催されます。地区協議会の目的は次期

指導者が任務に備えて準備する為のものです。

また、次期クラブ指導者に各自の責務と奉仕の機

会についての理解を深めさせる活動を与え、ロー

タリー知識を伝えクラブの管理業務を教示するこ

とを目的に開催されますので出席義務者の方は新

年度に向けて準備にあたっていただきますよう宜

しくお願いします。また、出席者の方は来週の例

会には報告をよろしくお願いします。

以上で会長の時間を終わります。
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委 員 会 報 告

■次年度幹事 朝比奈勝也

5月10日(火)ガバナーエレクトを囲む会へ下山次年

度会長と共に出席しました。次年度について何点

か重要なことがありますので報告します。2710地

区の活動目標に今年度の“東日本大震災復興支援”

を引き続き次年度もサブテーマとして復興支援を

加えて一年間活動します。義援金も年間1人当たり

10,000円目標でお願いがきています。地区大会は

懇親会を自粛することがほぼ決定しているそうで

す。上田ガバナーー補佐及び中川補佐幹事が6月16

日(木)ビジターとしてクラブへ訪問されますので

宜しくお願いします。

本日12日(木)次年度理事役員委員長会議、15日(日)

地区協議会への出席宜しくお願い致します。

■２班家庭集会 リーダー 川本 照夫

テーマを会員増強に設定して行いました。今後の

増強を考えたときに具体的に数名の方の候補予定

者が発掘できましたので理事会へ提出したいと思

います。会員増強について如何に行うべきか。ロー

タリーの魅力の向上が大切である。会員自身がロー

タリーを知ること、会員候補者へそれを伝えるこ

と。一人一人がロータリーを学びロータリーの魅

力を向上させて、会員増強を実践しましょう。

■３班家庭集会 リーダー 市川 重雄

会員増強についての話を主に行いました。入会年

数の浅い方に特に増強へ取り組んでいただくのも

よいのではと感じました。

■4班家庭集会 リーダー 久藤 孝仁

5月17日(火)午後6時30分よりがんこ寿司において

行います。宜しくお願いします。

臨 時 総 会

〇細則変更の臨時総会

4月28日に資料を配布していますが、簡単に説明し

ます。これは次年度からの依頼によりの変更です。

今までは、社会奉仕（新世代奉仕）委員会でした

が、社会奉仕委員会、新世代奉仕委員会と分かれ

ます。奉仕プロジェクト委員会は、職業奉仕、社

会奉仕、新世代奉仕、国際奉仕の4つの委員会とな

ります。以上、細則16条により3分の2の賛同を得

て了承されました。

誕生月代表者謝辞

５月お誕生日を代表して佐渡会員よりお礼の言葉

が述べられました。

誕生該当者会員卓話

会員 吉本 きよ子

4月24日(日)三原ロータリーク

ラブ創立50周年記念事業で、

三原のポポロで行われた辻井

いつ子様の『子供の才能の見

つけ方、伸ばし方（明るく・

楽しく・そして諦めない）』

講演会に出席させて頂きまし

た。私の子育て時期を思い出しながら、素晴らし

い教育方法を学ぶことが出来ました。

いつ子さんの長男 信行さんが生後間もなく全盲と

わかり絶望と不安の中、手探りで子育てをスター

トされました。そして、常に子供の可能性を信じ、

よく見て、褒める（親ばか）子育てをされ、生後8ヶ

月で信行さんの音楽の才能を見つけられました。

CDでショパンのピアノ曲をいつもかけておられた

そうです。とても機嫌良く過ごされ、ある日、違

う曲をかけると、ぐずり、不思議に思われたそう

です。同じ曲でも演奏者が違うというのを気付い

いたのではと感動されたそうです。

2歳3ヶ月のとき、母いつ子さんが毎日の生活スタ

イルの中で、鼻歌でクリスマスのジングルベルを

歌っていたとき、信行さんがおもちゃのピアノで

聞いただけで、ジングルベルを弾かれたそうです。

そしてそれからプロピアニストへと二人三脚で歩

まれました。

全盲で色が分らない生活でしたが、普通の子供の

ように教育・しつけをされたそうです。桜の季節

には花見へ連れて行き、桜の花びらがひらひら落

ちるのも肌で体験させ、花火大会にも行かれ、色

の表現、物には色があるということを食べ物で教

育されたりしたそうです。

理事会報告（５月）

■日 時 平成23年5月12日(木)

■場 所 大広苑

■出席者 １０名

■議 題

①三好家よりの志 三好基金とする 承認

②水内会員退会届の件 5月末 承認

③退会者への退会記念品の件 承認

④地区協議会の件 承認

⑤クールビズの件 5月19日より9月末 承認

⑥新入会員推薦の件 承認

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３７名 ３３名 ０名 １名 ３名 １００％


