
◆会員誕生日 ：市川

◆配偶者誕生 ：土居、澤原

◆事業所創立 ：菅、本庄

◆就任スマイル：佐々木、下山、朝比奈、藤中、

市川、夜船、佐藤、吉本、荒谷、木村、本庄、

吉岡、鴨宮、澤原、堀越、中川、川本、大田、

小坂、原田、大森、今井、佐渡、円山、梶谷、

土居、久藤、菅、森

◆４０年連続 ：菅

◆１００％出席：荒谷、藤中、土居、吉岡、木村、

夜船、川本、下山、本庄、市川、朝比奈、梶谷、

佐渡、佐藤、森、堀越、吉本、佐々木、尾野

◆特別スマイル：

・100％出席、最多スマイル賞、健康管理賞のお礼

として。 （円山啓壮）

・白内障の手術をしました。お蔭で皆様のお顔も

はっきり見えるようになりました。（夜船正昭）

・6月29日義母が亡くなり、7月1日に家族葬を営み

ました。 （木村安伸）

・校正ミスごめんなさい。 （朝比奈勝也）

・米山記念奨学会理事会緊急決議について

寄附金一人目標15,000円を16,000円とする

・新体力テスト・ふれあいスポーツ大会後援依頼

吉名町スポーツ振興会

日時 平成23年9月25日(日)

場所 吉名町小学校体育館及び芝生グラウンド

内容 新体力テスト・健康診断・スナッグゴルフ

スポーツ吹き矢・ユニカール

・東日本大震災支援原田真二チャリティコンサート

in竹原後援及び協賛金依頼

ぶちぇぇ竹原おやじバンドバトル実行委員会

日時 平成23年7月26日(火)19：00～20：30

場所 竹原市民館 協賛 一口30,000円

・活動計画書Ｐ25予算書日付訂正

7月記念日を代表して土居会員よりお礼の言葉が延

べられました。
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2011-2012年度 国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

2011年7月７日 第2295回(誕生席)例会記録

今週のプログラム ７月１４日 次週のプログラム ７月２１日

各委員会計画発表 クラブ管理運営委員会担当例会



会長 下山 生修

先ず、先週の７月１日幹事と

共に小坂竹原市長、前原教育

長に就任挨拶をして参りまし

たことをご報告申し上げます。

これは社会通念上の儀礼的な

訪問であります。特に前原教

育長より一連の新世代奉仕に関しまして、竹原ロー

タリークラブの協力方に深い感謝の念を申されま

した。

続いて、ここに私は能力の及ぶ限り当クラブの定

款・細則に則って会員の任務にあたることを誓い

ます。

さて、一ヶ月間リハーサル月間を頂きまして本日

より、いよいよ本番に入ります。会長たる私も、

幹事も、ＳＡＡも一ヶ月間頑張ってきましたが、

尚一層の楽しくて有意義な例会に致したいと張り

切っておりますが、どうか会員の皆様の格別のご

協力を賜わりますようお願い申し上げます。

さて、6月の2週間に亘り、クラブアッセンブリー

として各委員長さんに決意の程を延べて頂きまし

たが、ここに改めて私の本年度の活動方針につい

て延べさせて頂きます。

2011－12年度カルヤン・パネルジーＲＩ会長は、

会長テーマを「こころの中を見つめよう 博愛を

広げるために」とされ、ＲＩ2710地区田村ガバナー

は、その信条として「ロータリーを楽しもう」を

掲げられました。

私は、この流れを受け、本年度の当クラブ運営方

針を『地域に愛を・人に愛を!』とし、重点目標を、

1.もっとロータリーを知り、ロータリーをエンジョ

イしょう。

『クラブ内研修を繰り返すこと、そしてロータリ

生活を楽しむことです。』

2.ロータリーのイノベーションを推進しクラブを

活性化しょう。

『会員の増強は当クラブにとって喫緊の課題であ

ります。ピーク時の55名は、はるかなる目標で

すが、当クラブのエリアたる竹原市内全域、大

崎上島町、東広島市安芸津町、呉市安浦町、豊

町まで対象を広げて会員候補者をノミネートし

てください。私は先頭に立って会員募集の任に

あたる所存であります。』

3.フェローシップとファミリー精神を涵養し、参

加して楽しいクラブを創造しょう。

『仲間意識 と家庭的雰囲気を醸成することにあ

ります。』

4.地区協議会の副題を尊重し、東日本大震災への

対応を図る。

としましたので、会員の皆様のご理解とご協力を

切にお願いいたします。

幹事 朝比奈 勝也

クラブ幹事の最も重要な役割

はクラブが効果的に機能する

よう援助することです。

記録、報告はもとより、会長

方針および理事会の意向が会

員に理解され、委員会活動が

より活発に、クラブ運営が円滑に進むよう努力致

します。皆様一年間どうぞよろしくお願いいたし

ます。

『2011－2012年度下山会長杯』の優勝カップが下

山会長よりたけの子会へ贈呈されました。

会長エレクト 荒谷 隆文

2011年6月26日(日)広島都市学

園大学に於いてRLI-2710分科

会研修パートⅡが開催され出

席致しました。参加者は、82

名の研修者、前田ガバナー、

南園RLI日本支部委員長、川妻・

諏訪パストガバナー、金子地

区研修リーダー、田村地区ガバナーエレクト、大

之木ガバナーノミニー、ガバナー補佐21名、地区

外見学者2730地区伊藤ガバナー(鹿児島)他、名古

屋から4名が参加されました。

◆分科会１

「効果的な会合の持ち方とリーダーシップ」

クラブ活性化の為にRIはCLPの導入を推奨し、より

簡素化された委員会構成で効果的なクラブつくり

を提唱しておりますが、小規模でも出来る「質」



と「量」共に優れた効果的な奉仕活動を可能にす

る委員会構成とその活動に関して討議されました。

＊CLPの委員会構成でより「効果的なクラブ（会員

基盤を維持、拡大が出来るクラブ、地域のニーズ

を取り上げ実施し成功させるクラブ、財団を支援

し指導者を育成できるクラブ）」となるためには、

それぞれのクラブに必要な要素を取り組んだ長期

計画立案が不可欠で、それにより各年度の重点項

目が絞られることで委員会の簡素化が諮られて、

内容が充実していくのではないか。

◆分科会2「職業奉仕の理念と実践」

ロータリーに於ける職業奉仕とはあらゆる職業に

携わる中で、奉仕の理想を活かしていくことをロー

タリーが育成し、支援する方法と理解いたします。

ここでは職業奉仕とは「何を、どう実践するのか？」

を討議を通して学んでください。

＊職業奉仕とは、シェルドンが提唱した「最もよ

く奉仕するもの、最も多く報いられる」をモットー

とし、各自の職場において、個人的に奉仕をする、

そしてクラブにおける職業奉仕はクラブで、会員

が自己の職業上の手腕を発揮できるようなプロジェ

クトを開発し、実践していく。

◆分科会3「会員組織と新会員勧誘」

新会員誘の具体的手法、新会員セミナー、新会員

によるクラブの活性化、それぞれのクラブが抱え

る課題と効果的な会員増強について討議がされま

した。

＊会長の強い気持ちの下で、2年間の増強計画によ

り、目標立案の上、全員参加で9名増員を達成され

たクラブがありました。

◆分科会4「ロータリー財団での寄附金と補助金の

流とについて」

◆分科会5「米山記念奨学事業の現状と事業の将来

を考えよう」

◆分科会6「クラブ運営の分析と評価」

100項目を超える質問が用意され、各自回答し、自

己評価結果を踏まえてクラブの現状と理解度を評

価、査定、向上案を討議する。

会員 市川 重雄

メディア等で多少ご存知かと

思いますが、平成25年に広島

で菓子博が開催されます。そ

のことについて少しお話しさ

せて頂きます。

テーマは『世界に届け笑顔を

結ぶお菓子の力』、サブテーマに“人々を幸せに

するお菓子の力”として、県立体育館及び旧市民

球場跡地を会場に4月19日から5月12日の24日間、

総予算16億円で開催されます。広島県に対する経

済効果が160億円あるといわれていますが、先ず竹

原にはメリットはないかと考えています。

ですが私共組合員は理事が年9万円で4年間、一般

組合員は年12,000円の4年間…たまたま私は理事を

していたものですから相当出費がかさむようです。

姫路で見られた方もおられると思いますが、菓子

博のメインは工芸菓子です。広島県は世界遺産の

宮島を工芸菓子でメイン会場の正面に飾ります。

今、息子達は宮島の紅葉の葉っぱを約2万枚つくる

ために頑張っております。これから来年にかけて

非常に忙しくなるのではと思っています。

皆様にお願いがあるのですが、私のところに前売

り券が350枚あります。皆さん方、自治会等いろん

な団体で行かれると思います。前売り券は第一期

が1,500円、第二期が来年5月から1,800円、当日券

は2,000円です。どうぞ宜しくお願い致します。

◆日 時 平成23年7月7日(木）

◆出席者 13名

◆議 題

①ロータリーソング・君が代ＣＤ購入の件 承認

②芸南学童水泳大会の件 承認

日時 平成23年7月23日(土)

場所 大乗小学校

水泳大会の後援、トロフィー購入予算、

メイク、ロータリー賞通帳解約一般会計へ繰入

③東日本大震災原田真二チャリティコンサート後

援協賛の件

30,000円 スマイル助成金より 承認

④米山記念奨学会 一人目標16,000円に 承認

⑤毎月一回800円程度の食事実施(経費節約) 承認

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ３０名 １名 ２名 ２名 94.12％


