
◆会員誕生日 佐々木秀明 朝比奈勝也

大成 義彦

◆配偶者誕生日 大田 嘉弘 坂田 武文

森 照明 荒谷 隆文

夜船 正昭 小田 邦治

小坂 啓子

◆結婚記念日 金澤 節生 荒谷 隆文

小田 邦治 小坂 啓子

◆事業所創立 佐渡 文武 坂田 武文

２月９日第２３２２回

◆ソング：それでこそロータリー

◆ゲスト：2710地区米山学友会

会長 島崎 高志 様（東広島RC)

◆会員誕生日 …三好

◆配偶者誕生日…坂田

◆結婚記念日 …荒谷

◆事業所創立 …荒谷

◆特別スマイル

・米山学友会 会長 島崎高志様

・2月5日竹原ロードレース大会には多くのメンバー

の協力のもと無事にぜんざい提供の事業を終え

ることが出来ました。有難うございました。

(鴨宮弘宜）

幹事 朝比奈勝也

・チャリティ茶会御案内

平成24年3月25日(日) 大広苑

国際ソロプチミスト竹原

・次週はロータスインまとばに於いて職場例会を

行います。

会長 下山 生修

皆様のお手元のとおり、東広島のロータリアンで

あり、2710地区の米山学友会の会長である島崎高

志様をお迎えして卓話をして頂きます。有難うご

ざいます。島崎様ようこそお越し頂きました。大

いなる歓迎を致します。テーマは「私と米山奨学

金、そして米山学友会」というお話です。島崎様、

後程宜しくお願い致します。

TAKEHARA ROTARY CLUB ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2710

WEEKLY BULLETIN 竹原ロータリークラブ週報

会 長 下山 生修
会長ノミニー 荒谷 隆文
副 会 長 木村 安伸
幹 事 朝比奈勝也
副 幹 事 三好 静子
会 計 小田 邦治
Ｓ Ａ Ａ 夜船 正昭

副ＳＡＡ 金澤 節生
直前会長 佐々木秀明
管理運営 藤中 保
会員組織 佐藤 守幸
奉 仕 森 照明
広 報 大成 義彦
Ｒ財米山 吉本きよ子

＜事務局＞〒725-0026竹原市中央4丁目6－18樋ノ口屋おおぎビル203号
TEL 0846-22-7570 FAX 0846-22-7651
Email:rc-take@estate .ocn.ne .jp
URL :http ://www5.o cn.ne .jp /~ rc-tak e/

＜例会場＞〒725-0021竹原市竹原町3591－1 大広苑
TEL 0846-22-2970

＜例会日＞毎週木曜日12：30～13：30 発行：クラブ広報委員会

２０１２年３月１日発行 NO.２３

2011-2012年度 国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

今週のプログラム ３月１日 次週のプログラム ３月８日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕 生 該 当 者 会 員 卓 話 社会奉仕委員会担当例会

２０１２年２月 ９日第２３２２回(自由席)例会記録
２０１２年２月１６日第２３２３回(自由席)例会記録
２０１２年２月２３日第２３２４回（自由席）例会記録



先週の5日は厳寒の中、竹原ロードレース大会・サ

ポートにご家族合わせまして総勢28名、大勢の御

参加有難うございました。鴨宮新世代奉仕委員長

はじめ、特に市川ファミリーの皆様の多大なるご

協力に心から感謝致します。

さて、三月は家庭集会と銘打ったIDM（インフォー

マル・ディスカッション・ミーティング）即ち、

炉辺会合が予定されております。かつては、炉辺

談話とか情報集会とも呼ばれた時期がありました

が、今ではこの言葉は「手続要覧」に載っておら

ず、クラブでまちまちの名称で集会が行われてお

ります。当クラブも４班に分かれて実施して頂き

ますが、親睦委員長にテーマを差し上げましたの

で、このテーマに沿って議論を戦わして下さい。

それは「あなたは、ロータリー生活をどのように

エンジョイしてますか」です。私も幹事共々、出

席させて頂く予定です。

尚、来る12日(日)には御足労ながら木村副会長に

は広島の地、広島都市学園大学でのRLIに御出席、

御苦労様です。パート1だそうで、あと2回も宜し

くお願い致します。

女性会員の皆様からバレンタインデーのチョコレー

トを頂いております。どうも有難うございます。

◆親睦活動委員会 委員長 堀越 賢二

IDM一人あたり、クラブから1,000円補助が出ます。

各班メンバーで日程調整をされて有意義なIDMが出

来ますよう宜しくお願い致します。

◆SAA 夜船 正昭

2012年1月5日(木）大広苑に於いて開催した新年互

礼会の決算について報告が行われました。

◆新世代奉仕委員会 委員長 鴨宮 弘宜

2月5日(日)竹原ロードレース大会ぜんざいサービ

スには多くの会員の皆様に協力頂きまして有難う

ございました。特に市川会員にはご家族を含めま

して非常に献身的なご奉仕を頂き心から感謝申し

上げます。各会員の奥様方にもお世話を頂きまし

た。また水内元会員の奥様にもお手伝いに来て頂

まして、翌日改めてお礼に参らせて頂きました。

お陰様で大盛況の内に終えることが出来ました。

有難うございました。

2710地区米山学友会 会長 島崎 高志様

2710地区学友会は1998年、平成

10年当時の仁田ガバナー指導の

もと、杉井米山地区委員長と数

人の学友先輩達が準備を重ね、

翌年1999年5月9日に正式に設立

されました。2009年は10周年を

迎え、今年は12周年になります。

設立趣旨は奨学期間終了後もロータリアン又は会

員同士の交流を継続し、日本と母国の架け橋にな

り、国際理解と平和のロータリー理念を推進する。

会員は4つに分けられます。

正会員は本地区に勤務又は在学、在住する元奨学

生、準会員は現役の米山奨学生、賛助会員は本会

を賛助するロータリアンの皆様、特別会員は帰国

した元米山奨学生、役員会は名誉顧問仁田パスト

ガバナー、名誉会長は当年度ガバナー、顧問は杉

井様、庄子様、あとの役員は学友から選出されま

す。事務局は会長所在地に置く。

活動内容は卓話の参加、通訳の手伝い、企業訪問、

研修旅行など。年間活動を纏めた会報を年度末に

発行しています。

帰国した学友は様々な分野で働き、何れもロータ

リーで学んだことを忘れずに活躍しております。

2009年は中国学友会も設立されました。これで韓

国、台湾を加えて海外の学友会は三つになりまし

た。一番驚いたのは東京で、米山学友を中心に、

東京米山友愛ロータリークラブが誕生しました。

創立会員22人のうち、外国人が15人、日本人会員



も留学経験のある人が多く、非常に国際色が豊で

す。米山学友は14人、平均年齢37歳という新世代

中心のクラブです。このタイプのクラブは韓国、

台湾にもあります。ロータリアンになったと報告

もあります。台湾のロータリークラブ入会者が53

人と最も多く、次いで日本のロータリークラブに

入会した人が18人、韓国が18人、以下ネパール3人、

バングラディシュ3人、インド2人、マレーシア2人、

スリランカ1人の順となっています。既に100人を

超えています。

駐日韓国大使を務める米山学友、權哲賢(クォン・

チョルヒョン)さん(1984－87/佐野RC)、台湾学友

会の許國文パストガバナー(1975－77/徳島RC) 、

沢山の学友が自国で活躍しています。米山奨学金

の恩返しで台湾の学友会は、台湾に留学を希望す

る日本人留学生の奨学金制度があります。学友会

は微力ながら米山記念事業にも手伝いたい、何と

してもこの日本で誕生した偉大な事業を末永く輝

かさなければいけません。近年、地球上の天災が

各地で発生しています。いつか国を超える援助の

時代がやってくる、私の尊敬するカウンセラーは

亡くなるまで云いました「国境を取り除けば皆兄

弟だ」学友会もこのようなグローバルな平和を求

めたい。学友会は現在全国に30、海外に3、私たち

はロータリーの皆様の背中を見て歩みたい。どう

かご指導ご鞭撻宜しくお願い致します。

スライドで米山学友会の活動が報告されました。

パソコン・プロジェクターを的場会中川会員より借

用させて頂きました。機器の取扱いなど、的場会上

西様にお手伝い頂きました。

◆日時 平成24年2月9日(木)

◆場所 大広苑

◆議題

①澤原会員退会、松浦さん再入会の件 承認

２月１６日第２３２３回

職場例会：ロータスインまとば

◆ソング：我等の生業

幹事 朝比奈勝也

・2012-13年度PETS&地区チーム研修セミナー案内

ガバナー 田村 泰三

日 時 平成24年3月18日(日)

場 所 グランヴィア広島

・賀茂川を美しくする実行委員会開催について

日 時 平成24年2月20日(月) 竹原市観光協会

・竹原ロードレース大会お礼状 竹原市

・2012-13年度地区補助金申請について

ガバナーエレクト 大之木精二

・2月18日(土)IM。13時に会場へ各自ご集合下さい。

会長 下山 生修

本日は中川理事長のご配慮でこの“ロータスイン

まとば”で職場例会を開かせて頂くことになり、

大変感謝致しております。

後程、ご担当の方より卓話を頂戴できるそうで重

ねてお礼申し上げます。こういった施設が今日の

社会においては勿論、地域にとって正に不可欠な

る存在で、高齢化社会形成の今、その使命は大な

るものがあります。どうぞ、益々のご活躍をお願

いしてお礼の言葉と致します。

◆3班IDM リーダー 鴨宮 弘宜

3班IDMを3月12日(月)18時30分より竹原シーサイド

ホテルに於いて開催します。

◆1班IDM リーダー 三好 静子

1班IDMを3月1日(木)18時30分より竹原シーサイド

ホテルに於いて開催します。

ロータスインまとば

ケアワーカー副主任 新原里江 様

皆様こんにちは、本日は“ロータ

スインまとば”にお越し頂き有難

うございます。私はこちらの一階

の介護予防のデイサービスで相談員をしておりま

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３６名 ２８名 ０名 ６名 ２名 82.86％



す副主任の新原と申します。どうぞ宜しくお願い

致します。

この“ロータスインまとば”は的場会の八番目の

事業として、一階は介護予防のデイサービス、在

宅でお過ごしの高齢者の方で要支援1,2の比較的お

元気な方を対象とした介護予防で、リハビリ・レ

クレーション・入浴をサービスする施設で午前25

名、午後25名の定員で運営しています。2階はショー

トステイで25名の定員です。3,4階はサービス付き

高齢者向け住宅です。こちらは介護保険の事業で

はありません。40部屋ございまして複合事業とし

て昨年4月にオープンしました。高齢者、単身、ご

夫婦世帯が安心して居住できる賃貸の住まいとなっ

ており、竹原市では始めての事業でご利用頂ける

か心配しておりましたが、お陰様で10ヶ月目で40

室満室となりました。

今年の4月には三年に一度の介護保険の改正が医療

保険と同時に改訂となります。平成24年度の介護

保険報酬の改訂に於いて地域包括ケアシステムを

掲げておられます。国の方針として、地域包括ケ

アシステムとは、可能な限り住み慣れた地域にお

いて連続して住み続けることが出来るように、医

療、介護、介護予防の推進、見守り、食事、生活

の支援サービスなど、様々な高齢者の日常生活の

場において具体的に提供していこうという考え方

です。

1.地域包括ケアシステムの基盤強化

2.医療介護の役割分担

3.施設・職種間の連携強化

4.認知症に相応しいサービスの提供

この4つを基本的な考え方として、サービス事業者、

行政、地域における連携をこれまで以上に強め、

高齢者の生活を支えていく考えのもとに事業を展

開させて頂いております。この考え方と当法人の

中川理事長の思いもありまして、このサービス付

き高齢者向け住宅、介護予防のデイサービス、ショー

トステイ、クリニックという形での複合ビルを建

設された次第です。

高齢化が進み竹原市の高齢化率は32.6％と云われ

ています。全国の23.2％を先行する状況です。

様々な課題がありますが今後益々介護を予防する

ことが重要であると考えております。介護保険の

事業もですが、高齢になってもお元気で暮らせる

ように、今月から介護予防のデイサービスの営業

休みの水曜日を利用して、ロータスクラブと名前

を付け60歳以上の方で介護保険の認定を受けられ

ていない方を対象にサービスを提供しております。

2月1日に始まり、運動、食事、食生活の改善、皆

様との交流を図り、介護を予防する考えのもとに

実施しております。介護保険外の事業ですが地域

社会への貢献を目的に行っております。

今後も社会福祉法人の存在意義、意味を考えた仕

事を行って参りたいと思っております。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３６名 ２６名 ３名 ５名 ２名 86.11％

☆1班IDM
日 時 平成24年3月1日（木）18時30分
場 所 竹原シーサイドホテル
登録料 3,000円
メンバー三好、今井、大森、梶谷、吉岡、木村、

堀越、大成
☆2班IDM
日 時 未定
場 所
登録料
メンバー本庄、金澤、円山、菅、川本、中川、

吉本、小田、福本
☆3班IDM
日 時 平成24年3月12日（月）18時30分
場 所 竹原シーサイドホテル
登録料 3,000円
メンバー鴨宮、藤中、原田、坂田、佐藤、森、

荒谷、小坂
☆4班IDM
日 時 平成24年3月15日(木)18時
場 所 竹原シーサイドホテル
登録料 3,000円
メンバー土居、佐渡、大田、市川、佐々木、

久藤、夜船、吉田
☆４クラブ合同例会
日 時 平成24年3月14日(水)
場 所 瀬戸田市民会館
出席者 本庄、吉本、佐藤、荒谷、土居、久藤、

市川、三好、金澤、藤中、梶谷、坂田、
木村、鴨宮、佐々木、川本、中川、
大成、堀越、小坂、朝比奈、夜船、重友



２月２３日第２３２４回

国際交流例会

◆ソング：国歌・奉仕の理想

◆ゲスト：

Melody SOHERBY様（カナダ）

竹原市教育委員会（市立中学校）

石原クエン様 （ベトナム）大広苑

Rose O.S.E. MANTIRI様（インドネシア)広島大学

◆特別スマイル

・先週のロータスインまとばでの職場例会有難う

ございました。 (森 照明）

・孫の石川真帆が2月19日NHKのど自慢福山大会に

出場し今週のチャンピオンになりました。

いろんな経験を積んで将来は皆さんに夢と感動

を与えられるようなプロシンガーになることを

夢見て頑張っております。応援宜しくお願いし

ます。 (森 照明)

幹事 朝比奈勝也

・IMお礼状 G9ガバナー補佐 上田隆治

・たけはら国際芸術祭2012オープニングクラシッ

クコンサート後援依頼(名義使用依頼)

たけはら国際芸術祭実行委員会

・下山会長体調不良により暫くの間、例会を欠席

されます。会長よりメッセージが届いておりま

すのでご紹介します。

副会長 木村 安伸

下山会長が体調不良となられましたので、当分の

間私が会長代行を務めさせて頂くこととなりまし

た。会員の皆さん宜しくお願い申し上げます。

2月18日三原国際ホテルで開催されたグループ9IM

にご出席された会員の方々お疲れ様でした。

パストガバナー南園義一氏の「クラブの活性化と

ロータリーの未来」の講演は、詳しく丁寧に説明

され、勉強になりました。また的川泰宣氏の「こ

の国とこの星と私たち」は、小惑星探査機”はや

ぶさ”の危機を乗り越えるための独創的なアイデ

アの秘密をユーモアを交えた話が存分に楽しめま

した。

さて、本日2月23日は、『ロータリーの創立記念日』

です。この創立記念日は、世界理解と平和の日

（Ｗorld Understanding and Ｐeace Ｄay)と定め

られ、各クラブはこの日、国際理解と友情と平和

へのロータリーの献身を特に認め、強調しなけれ

ばなりません。さらに2月23日に始まる１週間を

「世界理解と平和週間」と呼び、ロータリーの奉

仕活動を強調することを決議されています。

本日国際奉仕委員会の主催によるこの国際交流例

会は、正にグッドタイミングに開催されまして外

国人3名のゲストが招かれています。この機会に国

際理解、親善、平和を推進するための一助となる

べく、その出身国の人々、その文化、慣習、業績、

抱負、問題を認識することができるのではないか

と期待しています。どうか会員の皆様ゲストの方

を囲みながら和やかにご歓談され、この一時を有

意義にお過ごし下さい。これで会長の時間を終わ

ります。

Melody SOHERBY

（メロディ シャービー）さん

皆様こんばんは。私は竹原中学

校の先生をしています。

カナダから5年前に日本に来ま

した。最初は香川県高松市で英

会話学校の先生をしていました。私の夢は合気道

をすることでした。それから茨城県に一年半くら

い住み、合気会合気道の内弟子でした。その後、

昨年の2011年9月頃、竹原に来ました。日本は四季

があり凄く良いところだと思います。カナダは冬

がとても長く、8ヶ月くらいあります。昨日カナダ

のお父さん聞きましたら、私のホームタウンはマ

会員の皆様へ

突然、例会出席が出来なくなり皆様に大変ご迷

惑をお掛けすることとなり、申し訳ございませ

ん。

先般、私の不注意から駐車場で顔からつんのめ

る事故に遭い、恥ずかしい思いをしたのですが、

二ヶ月前から右手が指先から痺れてきてMRIの

検査により頚椎の神経損傷からの麻痺と判明致

しました。即ち転んだ時の後遺症、むち打ちの

ような症状です。そこで脊柱管拡張の入院手術

をすることになりました。大田先生のご紹介に

より広大医学部の田中ドクターの執刀を受ける

ことになりましたので、当分ご迷惑をお掛けし

ますが宜しくお願い致します。 下山 生修



イナス39度だそうです。

茨城にいる時の3月11日大きな地震に遭いました。

海の近くに住んでなかったのですが全て倒れ、全

て壊れました。とても怖かったです。日本人の人

にお米をもらったり食べ物をもらったりしてとて

も感謝しています。竹原の皆さんもとても優しく

て、皆さん声をかけてくれます。野菜をあまり買

うことがないくらいもらったり優しくしてもらっ

て感謝しています。竹原は良いところです。

Rose O.S.E. MANTIRI

（ローズ マンティリ）さん

皆様こんばんは。私はインド

ネシアのバナドウから来まし

た。2008年に日本にきました。

広島大学の水産学部の学生です。私が始めて学位

を取得したのはインドネシアで、その後カナダで

取得しました。次に目指すのが、日本での学位取

得です。

私は日本が好きです。日本人は大変厳格ですが、

大変礼儀正しいですね。カナダでは、皆さんすご

くフレンドリーですが、日本ではそうは出来なく

て、あまりフレンドリー過ぎると先生や目上の方

に叱られます。日本は大国で文化の継承もしっか

りされていますが、厳格でいて、親切で礼儀正し

い国で、私は大好きです。交通事情もスムースで

インドネシアとは、大違いです。

竹原の研究所ではオキアミについて勉強していま

す。海の近くで毎日過ごせて大変気に入ってます。

本日は、貴重な体験をさせて頂き、ありがとうご

ざいました。

石原クエンさん

皆さんこんばんは。私はベト

ナムから来ました。

2005年～2008年まで西条にあ

る車の部品を作る会社で研修制度で働きました。

その時に今の主人と知り合いました。

車の部品を作る会社でしたので男性が多い会社で

した。毎日一生懸命働いていました。日本では日

本語を勉強すること、一生懸命仕事をすることを

守って頑張っていました。

ただ一つ困ることがありました。寮から会社まで

自転車で30分かかります。9月の台風の時、友達が

自転車で倒れ3カ月入院しました。その時とても怖

い思いをしました。それから会社の方が心配して

バスを用意してくれました。ですが早く帰る時な

どはバスに乗れません。寮から会社まで１時間20

分泣きながら歩いて帰ったことがあります。そこ

で会社の上司が今の主人に早く帰る時にはクエン

さんを送るようにと云われ、それから主人と帰り

を共にしていました。2008年にベトナムへ帰る時

が来ました。その時に主人と会えなくなる事を寂

しく感じました。主人も私を愛していると云って

くれて、2010年5月に来日して6月に主人と結婚し

ました。日本に来てからの6ヶ月は家にいてお母さ

んの料理や日本の生活を勉強していましたがとて

も寂しかったです。そこでお父さんお母さんに仕

事がしたいと相談しました。ハローワークから紹

介してもらって2010年9月から大広苑で働いていま

す。日本語がまだ上手ではなかったので家族はと

ても心配していましたが、原田会長さんからOKを

頂いてとても嬉しかったです。ベトナム人で日本

語もまだ上手く出来ないのに会長さんからOKもらっ

て今はキーパーの仕事をしています。皆さんに感

謝しています。会長さんにとても感謝しています。

『心つないで、世界へ ロータリー米山記念奨学

会の学友たち』のDVDを鑑賞後、三名のゲストの方

にスピーチして頂きました。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３６名 ２４名 ５名 ５名 ２名 85.71％


