
◆ソング：国歌・奉仕の理想

◆ロータリー綱領：佐藤会員

◆結婚記念日…大森、佐藤、梶谷、川本

中川、三好

◆特別スマイル

・去る10月21日、東京明治座に於いて店舗が思っ

てもいなかった日食協会長表彰を受賞し、松下

由樹主演の芝居「大奥」を観劇させて頂きまし

た。 （本庄純夫）

・10月の例会を風邪のため休みました。体力も落

ちてつくづく年を感じております。 （吉岡一眞）

・一昨晩、杏竹館駐車場の車止めで不覚にも前に

つんのめり顔面を負傷致しました。皆様も暗い

所は足元をご注意下さい。 （下山生修）

・本日バッジを忘れてきました。衣替えの為うか

つでした。 （市川重雄）

幹事 朝比奈勝也

・創立50周年記念事業

『アンサンブ・ベルリン2011』開催のご案内

三原ロータリークラブ

日時 平成23年11月25日(金)18時30分より

場所 三原市芸術文化センター ポポロ

・創立45周年記念式典祝賀会御礼

社団法人竹原青年会議所

・新年互礼会 竹原商工会議所

日時 平成24年1月5日(木)11時より

場所 大広苑

・聖恵授産所文化祭ボランティアの出欠を回覧し

ます。

会長 下山 生修

今週は11月5日を含む一週間を「世界インターアク

ト週間」と申します。RI理事会はRCとIAC、つまり

インターアクトクラブを国際規模の活動に参加さ

せる意図をもっております。

インターアクトクラブは奉仕と国際理解に貢献す

る世界的友好精神の中で、それぞれ活動する機会

を青少年に与える為に結成されております。入会

できるのは高校に在学中の生徒または年齢14歳か

ら18歳までの若い人であります。

また別に、RIで認め提唱している組織としてロー

ターアクトクラブがあります。毎月のロータリー

の友に活動が紹介されておりますが、何れもRCの

存在する地区の青少年14歳～30歳迄を対象として

おり、正に新世代奉仕の一環としての活動機関で

あります。

つまり、ロータリークラブの養成機関として格好
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カルヤン・バネルジー

2011年11月10日 第2311回(誕生席)例会記録

今週のプログラム １１月１７日 次週のプログラム １１月２４日

ロータリー財団・米山記念奨学会担当例会 ライラ参加報告
年次総会 ・ クラブアッセンブリー



ネット
順位

グロス
順位

氏名 グロス ハンディ ネット

1 6 藤中　保 108 40 68

2 7 原田　一平 109 40 69

3 5 大森　寛 107 36 71

4 1 久藤　孝仁 89 16 73

5 3 大成　義彦 94 18 76

6 9 木村　安伸 118 40 78

7 2 森　照明 91 13 78

8 11 山本　義昌 129 50 79

9 4 佐々木秀明 95 16 79

10 10 土居　敏昭 121 38 83

11 8 川本　照夫 112 28 84

の組織です。当クラブとしても中長期的視野に置

いて、周辺地区の広島商船、竹原、忠海、豊田高

校との日頃の接触が必要と考えます。

また先日のJCの45周年記念行事に参加し、当クラ

ブへの入会促進の外交を展開致しましたが、これ

からは竹原商工会議所青年部との積極的接触も肝

要と考えます。私は当クラブへの自前の養成機関

としてのインターアクトクラブ及びローターアク

トクラブの設立への研究、試行模索が50周年へ向

けて必要な時期と考えます。関係委員会の皆様の

奮起をお願いします。

11月記念日を代表して梶谷会員よりお礼の言葉が

述べられました。

会員 大森 寛

座右の銘『備えを常に』

昭和23年、小学生のときか

らボーイスカウトに入りま

して一週間に一回程集会が

あり、あちらこちらとキャ

ンプに行かせて頂きました。

一番遠いところでは富士山

の山中湖にキャンプに行っ

た思い出があります。その

会合のたびに『備えを常に』と教えられ、今も

『備えを常に』という言葉が自然に身についてお

ります。座右の銘とはいきませんが、それに近い

大事な言葉であります。

◆日 時 平成23年11月10日(木）

◆場 所 大広苑

◆出席者 10名

◆議 題

①忘年家族例会の件 承認

登録料・進行等 親睦委員会一任

②月見例会決算の件 承認

③新年互礼会の件 承認

日 時 平成24年1月5日(木)18時30分

場 所 大広苑

登録料 3,000円

④新会員推薦の件(11/11持ち回り） 承認

たけの子会は、平成23年11月12日(土)に安芸C.Cに

於いて、『第350回記念たけの子会ゴルフコンペ』

を開催しました。参加者は11名。天候にも恵まれ

存分にプレーを楽しみました。皆様激闘の末、藤

中会員が優勝されました。おめでとうございます。

今後もゴルフで親睦と健康を促進しましょう。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２７名 ３名 ３名 ２名 91.43％


