
各会員各記念日（７月）

■会員誕生日 市川 重雄

■配偶者誕生日 土居 敏昭 澤原慎太郎

■事業所創立 菅 義尚 本庄 純夫

２０１１年６月２３日 第２２９３回

■ソング：四つのテスト

スマイルボックス

■特別スマイル

・たけの子会会長杯ゴルフコンペで私が優勝しま

した。申し訳ありません。 （佐々木秀明）

・竹原警察署協議会の会長に指名して頂きました。

2年間の任期を頑張ります。 （久藤孝仁）

クライングボックス

・先週例会欠席ご迷惑を掛けました。尾野幹事代行

有難うございました。 （朝比奈勝也）

幹 事 報 告

次年度幹事 朝比奈 勝也

・第55回芸南学童水泳大会後援名義使用依頼

日時 平成23年7月23日(土)9：00～

場所 大乗小学校プール

会 長 の 時 間

次年度会長 下山 生修

先ず、6月18日(土)竹原市民館で開催されました少

年の主張中学生話し方大会へ出席して参りました。

市内中学生11名が堂々と発表されて、とても感銘

を受けました。

次に、ロータリーの先人は問います。ロータリー

の三原則とは何ぞや！ 応えは

①綱領の順守・実践②クラブの自治③寛容の精神

これを三原則といいます。

私もこの基本原則を守っていこうと肝に銘じてお

ります。この中の綱領をみると、

第１ 奉仕により知己を拡げる

第２ 有用な業務は道徳的であり、これをもって

社会に奉仕する

第３ ロータリアンの生活すべてに奉仕の理想を

適用する

第４ 国際間の理解と親善と平和を推進する

以上４つが基本的でありますが、ここにきて新た

に新世代奉仕が加わることになりつつあります。

「クラブの自治」当然の権利です。当竹原ロータ

リークラブは何人にも犯されぬ、独立したクラブ

であります。「寛容の精神」言いえてなかなか難

しい。寛容とは心を広く、人の言をうけいれるこ

となのですが。凡庸にて、人間修養の出来てない

私には大変厳しいことですが、努力を重ねて参り

ます。皆さんも寛容の精神にてお許し下さい。
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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７日 次週のプログラム ７月１４日

誕生祝・各会員各記念日祝
会 長 ・ 幹 事 方 針 発 表
誕 生 該 当 者 会 員 卓 話

各委員会計画発表

２０１１年６月２３日 第２２９３回（自由席）例会記録
２０１１年６月３０日 第２２９４回（指定席）例会記録



後半を振り返って（会長）

2010年～11年度を振り返って

会長 佐々木秀明

今日で2010年～11年度の例会

が最後となります。この一年

間皆様のご協力のお陰でなん

とか会長の任務を務めさせて

頂くことができました。心よ

り感謝申し上げます。

昨年の3月20日に会長エレクト

研修セミナー(PETS)に出席したのが会長としての

出発点です。2010年～11年度国際ロータリー会長

レイ・クリンギンスミス氏のテーマは「地域をは

ぐくみ・大陸をつなぐ」を掲げられました第2710

地区前田ガバナーはその信条として「ロータリー

の絆を持とうーあくなき情熱と冷静で」を掲げら

れました。レイ・クリンギンスミス氏は「ロータ

リー以外の人々にロータリーの目的を説明するこ

と」と「ロータリアンにロータリーの原則の重要

性を再確認してもらうこと」この二つの目標を満

たす簡潔なテーマを揚げております。このテーマ

に沿って地域社会の中で、竹原ロータリークラブ

が何が出来るか、何を求められているかについて

精一杯意欲ある活動を実施して参りました。又竹

原ロータリークラブの存在感を印象付けることを

目的に各委員会は素晴らしい活動や事業を実施さ

れました。

今年度を振り返って見ますと、クラブ管理運営委

員会は竹原RCの平均出席率は91.18%で常に90%以上

を維持してまいりました。グループ9では常にトッ

プでした。新年度も更なる向上をお願致します。

親睦活動委員会は8月26日国民休暇村大久野島で納

涼例会、10月14日黒浜で月見例会、12月4日大広苑

での忘年家族例会には沢山の方に参加をして頂き

ました。花見例会は東日本大震災の影響で5月26日

に五月の会を行いました。又家庭集会を年二回行

いました。親睦も深まりクラブ活性化に繋がる意

義のある会でした。竹原RCの担当でホテル賀茂川

荘に於いて4クラブ合同例会が3月17日に行われ99

名の出席で無事終わりました。

プログラム委員会では外部卓話で9月9日広島県地

域社会女性団体連結協議会の副会長 仲嶋武子様、

11月18日米山奨学生 黄郁芩様（ファン ユウ チン

さん)、11月25日休暇村大久野島支配人 義本英也

様、4月28日広島商船高等専門学校教授 馬場弘明

様などの方々に卓話をして頂きました。又三分間

スピーチ、会員の卓話と佐藤プログラム委員長に

は一年間御世話になりました。

会員増強委員会は会員増強で小坂啓子さんが入会

され大変喜ばしいことです。しかし今年度は、三

好秀樹会員がご逝去され、水内会員、尾野会員の

退会で三名の減です。次年度は最低三名の入会が

目標です。

ロータリー情報委員会、研修リーダーは9月30日に

新入会員研修会を行われました。吉岡委員長はRLI

へ3回出席されました。大変ご苦労様でした。

奉仕プロジェクトは8月19日地区補助金承認通知を

17万円決定しました。

職業奉仕委員会は6月9日に福山自動車検査登録事

務所で職場例会を行い、23名の方が出席参加され

ました。社会奉仕(新世代奉仕)委員会、7月24日芸

南学童水泳大会が行われ新記録が三つ出ました。

8月8日、竹原ロータリークラブ創立45周年記念事

業「津軽三味線日本の唄コンサート」を行い会場

が満員になるという大盛況で終わり竹原RCの存在

を強く印象付けたと思います。

11月23日聖恵授産所文化祭に11名の会員の方がお

手伝いに参加されました。うどん・カレーコーナー

を市川さんの奥様、お孫さん、重友さんにお手伝

い頂きました。有難うございました。

2月6日竹原ロードレース大会では、ぜんざい・き

な粉餅のサービスを行いました。会員17名、ご夫

人6名、市川さんのお孫さん2名、重友さんと総勢2

6名の方に参加協力を頂きました。

3月13日ジュニアバレーボール大会は初めての後援

で主催者に大変感謝されました。4月7日賀茂川清

掃が行われ12名の方が出席されました。

国際奉仕委員会は11月13～14日三幸食品㈱村上彰

様と大成委員長は山口県周南市でのRYLAに出席さ

れました。ご苦労様でした。

ロータリー財団米山奨学会委員会は「津軽三味線

日本の唄コンサート」でポリオ募金108,235円を財

団に寄付されました。

10月30日地区補助金で広島ホスピスケアをすすめ

る会にノートパソコンを贈呈しました。

11月11日に中川会員がポールハリスフェロー賞を

前田ガバナーより授与されました。11月18日奨学

生の黄郁芩(ファン ユウ チン)さんを招き卓話を

していただきました。

8月22日地区指導者育成セミナーへ会長、幹事、会

員組織川本委員長、ロータリー財団朝比奈委員長

が出席しました。10月9,10日には三次市で地区大

会が行なわれ竹原RCからは22名が参加し、クラブ

表彰では会員増強拡大大賞で表彰されました。個

人ではガバナー補佐本庄さんが地区功労賞、又40

年以上100％出席者で45年の円山会員が表彰されま

した。

10月28日村上ガバナー補佐プレ公式訪問、11月11

日前田ガバナー公式訪問、4月14日三好秀樹会員の

告別式で弔辞を読みました。まさか弔辞を読むこ

とになろうとは、いまだに信じられない思いです。

4月24日は「三原ロータリークラブ創立50周年記念

式典」に尾野幹事と共に出席、会長幹事会で尾道

へ2回出席致しました。以上が一年を振り返ってで

す。振り返ってみますと多くの活発な委員会活動

を行って頂きました。

次に、竹原ロータリークラブの活性化を考えてみ

ますと、会員増強の必要性です。クラブが発展、

前進し、クラブ活動を楽しく、魅力あるクラブに

するには一人でも多くの新入会員が必要です。

特に若い会員の増強が大事です。現在の経済不況、

景気低迷と、こんなときの入会は大変なことです



が、竹原ロータリークラブの活性化の為に会員全

員で取り組んで下さい。宜しくお願い致します。

次年度下山会長、朝比奈幹事の更なるご活躍と皆

様の一層のご協力をお願い致します。

最後に会員の皆様のご支援ご協力有難うございま

した。又尾野幹事、SAA木村会員、そして事務局の

重友さん一年に亘りご協力頂き心より感謝申し上

げます。

これをもちまして私の会長任務を終了させて頂き

ます。有難うございました。

委 員 会 報 告

■親睦活動委員会 委員長 吉本きよ子

5月26日(木)大広苑で開催した五月の会の収支につ

いて報告が行われました。

■たけの子会 幹事 久藤 孝仁

6月18日(土)佐々木会長杯取切りコンペを無事に終

了致しました。例会後たけの子会メンバーの方は

この場にお残り下さい。

■次年度親睦委員会 委員長 堀越 賢二

次年度記念品は会員誕生日は…お楽しみに。配偶

者記念日はお花。結婚記念日はケーキ又はお菓子

のどちらが良いか個別に希望を募ります。

■ＳＡＡ 木村 安伸

次週6月30日(木)は2010-2011年度お別れ例会です。

18時より例会、18時30分より懇親会を行います。

■幹事 尾野 剛章

竹原駅バリアフリー化への署名用紙を回覧します

ので、他団体で署名をされていない方がおられま

したら署名の方宜しくお願い致します。

次年度クラブアッセンブリー

先週に引き続き各委員長から思いを述べていただ

きました。

①クラブ広報委員長の大成理事、クラブ広報活動

の重要性について如何でしょう。②奉仕プロジェ

クト委員長の森理事、抱負を。③中川社会奉仕委

員長、認知症が地区の重点策にもなっていますが

どう展開しましょう。④新世代奉仕委員長の鴨宮

委員長、青少年の健全育成への取り組みが注目さ

れていますが、どこへ焦点を絞りましょう。⑤市

川国際奉仕委員長、姉妹クラブ台湾羅東クラブと

のマッチング・グラントを模索できますか。⑥ロー

タリー財団委員長の吉本理事、各目標達成できま

すでしょうか。⑦本庄委員長、米山記念奨学会に

関して重点策は。⑧ＳＡＡの夜船さん、例会の監

督としてＳＡＡの注意事項をどうぞ。

出 席 報 告

２０１１年６月３０ 第２２９４回 お別れ例会

■出席者 会員33名 配偶者14名 事務局 48名

会 長 挨 拶

会長 佐々木 秀明

今日はお別れ例会ということで2010～2011年度の

会長の挨拶も最後になります。

会員の皆様には精一杯意欲のある活動又事業に取

り組んでいただき成果を上げられました。改めて

感謝申し上げます。会員増強は小坂啓子さんが入

会され大変喜ばしいことではありましたが、今年

度は3名の減少となりました。クラブ活性化を考え

ますと会員の増強が必要です。特に若い会員の増

強が大事です。次年度は是非会員増強に力を入れ

てください。お願い致します。

この一年を通しまして記憶に残っておりますのは、

8月8日に行われた津軽三味線コンサートで900人余

りのお客さんの前での挨拶はいまだに記憶に残っ

ており、竹原RCの存在を強く印象付けたのではな

いかと思っております。もう一点は大変悲しい事

ではありましたが三好秀樹会員の告別式で弔辞を

読んだことが印象に残っております。一年間色々

ありました。

お蔭様で無事次の会長、幹事にバトンタッチ出来

ますことが一番の喜びです。下山会長 朝比奈幹

事が素晴らしい仕事が出来ますよう皆様のお力添

え宜しくお願致します。私は還暦を迎えた年に大

変良い経験をさせて頂けたと思っております。改

めまして竹原RCに感謝致します。

最後にこの一年間会員の皆様のご協力と御夫人方

のご支援のお陰で無事終えることができました。

有難うございました。又、尾野幹事、木村SAA、事

務局の重友さん一年に亘りご協力いただき心より

感謝申し上げます、皆様有難うございました。

持ち回り理事会

■議題 事務所冷蔵庫及び電話機購入の件 承認

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３６名 ２９名 ４名 １名 ２名 ８８．８９％

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３６名 ３１名 １名 ２名 ２名 ９７．２２％

２０１１年７月７日発行 ＮＯ.３８ー②



佐々木会長、尾野幹事

１年間、大変お疲れ様でした!

木村ＳＡＡ
１年間、大変お疲れ様でした!

2011-2012年度理事役員の皆様


