
◆ソング：国歌・奉仕の理想

◆会員誕生日 …朝比奈

◆配偶者誕生日…吉岡、吉本

◆結婚記念日 …金澤、小坂、円山、荒谷

◆事業所創立 …佐渡、松浦

◆特別スマイル

・岡山県でのフルマラソンに初チャレンジで、妻

が3時間48分、二男が4時間11分で完走しました。

（久藤孝仁）

・2月23日国際奉仕委員会主催の国際交流懇談会が

皆様のご協力で無事終了することが出来ました。

夜間例会にもかかわらず多数御出席頂き有難う

ございました。 （市川重雄）

・国際交流例会で、はからずも米山学友会のDVDを

使用して委員会活動の手助けをして頂き市川委

員長に感謝致します。 （本庄純夫）

幹事 朝比奈 勝也

・例会変更 広島空港RC

3月14日(水)→同日18時より 4クラブ合同例会

4月4日(水)→4月7日(土)花見家族例会

・第12回賀茂川清掃について

賀茂川清掃事業負担金のお願い

賀茂川を美しくする実行委員会

日時 平成24年4月22日(日)

・本日、例会終了後定例理事会

・3月22日の例会は一階亀の間で開催します。

副会長 木村 安伸

この冬は、厳冬と大雪続きで大変辛い思いをさせ

られましたが、これは南米ペルー沖の海面水温が

下がり異常気象の原因となる「ラニーニャ現象」

に加えて、北大西洋の海水温の高さと、ロシア北

西海上の海氷が例年より少なかったことが影響し

たと気象庁が公表しました。ここにきて本日から

は、春3月に入りました。何となく背筋が伸びてく

るような気分になられたのではないでしょうか。

先週2月23日の国際交流例会は、来日外国出身者3
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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

今週のプログラム ３月８日 次週のプログラム ３月１４日

社会奉仕委員会担当例会 ４クラブ合同例会
瀬戸田市民会館

２０１２年３月１日第２３２５回(誕生席)例会記録

(お詫びと訂正)
3月1日発行週報No23掲載の配偶者誕生日を誤って記
載しておりました。訂正してお詫び申し上げます。
正しくは、
◆3月配偶者誕生日：

佐々木秀明 吉岡一眞 吉本きよ子 吉田卓司



名を迎えて和気藹々の雰囲気で盛り上がり楽しい

一時が過ごせました。国際奉仕委員会の市川委員

長他委員の皆様ご苦労様でした。国際交流会は、

数年振りに開催されたと思いますが、今後もなる

べく早く機会を設けて、継続して実施して貰いた

いものです。

さて、今月は識字率向上月間です。

識字率向上は1986年以来、国際ロータリーの強調

事項です。地域の識字水準が、その地域の生活水

準に直結するという観点から、この月間中に読み

書き、計算のできない人たちを援助するために、

ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ等、

またその他の既存プログラムを通じて、識字率向

上に取組んでいます。ユネスコによると世界で9億

人以上の人々は読み書きができず、その3分の2は

女性です。成人、そして子供に向けて、読書のプ

ログラムを企画することや学校に本を寄贈するこ

とが要請されています。竹原ロータリークラブで

も、地域の小中学校に今後この種の援助を検討し

てみることも意義のあることではないかと思いま

す。これで終わります。

3月記念日を代表して小坂会員よりお礼の言葉が述

べられました。

◆G9IM報告 幹事 朝比奈勝也

2月18日(土)13：30よりG9IMが三原国際ホテルに於

いて開催されました。参加者は総勢167名。テーマ

は「ロータリーで楽しむ こころを学ぶ」。

物故会員が3名おられ、若い方達が多くとても残念

に思いました。基調講演は、パストガバナー南園

義一様、記念講演は、宇宙工学博士の的川泰宣様。

どちらの講演共、内容の濃い楽しいものでした。

南園PGの講演内容についてはロータリーの友1月号

P12に記載されておりますので是非ご一読下さい。

人として大切なことをどちらの講演も伝えられた

のだと感じました。

◆2班IDM 副リーダー 金澤節生

3月12日(月)2班IDMを行います。場所は黒浜です。

詳細については後程お知らせします。

◆第4期RLI-2710分科会研修パートⅠ参加報告

副会長 木村安伸

2月12日(日)広島市宇品の広島都市学園大学にて開

催された第4期RLI－2710分科会研修パートⅠに参

加してきました。参加者は、研修者80名、研修役

員33名の計113名でした。グループ9からは尾道ロー

タリークラブが2名参加し、他のクラブからはそれ

ぞれ1名の参加でしたが瀬戸田ロータリークラブは

不参加でした。

初に全体会議が行なわれ、田村ガバナーからこ

の研修は講師がいなくてディスカッション方式で

あり緊張しないで気楽にロータリーを楽しむこと

なのだとの説明がありました。研修方法は、研修

者がロータリーの知識のみを一方的に学ぶのでは

なく、学び方を習得して、モチベーションを高め

自己啓発やリーダーシップの発揮につなげていく

ことを目的にしてあります。研修の進め方は、18

名のディスカッション・リーダー(DL)が6つの分科

会それぞれを各3名で担当し、研修者に質問を投げ

かけ、研修者が率直に意見交換しながら研修効果

を期待し修正を要する部分があれば、コメントを

して頂きます。50分単位でタイムテーブルに従っ

て移動し、6つの分科会に順次参加しました。分科

会の構成は次の通りです。

分科会1「リーダーシップと目的」

分科会2「クラブを超えたロータリー」

分科会3「会員組織と会員維持（その１・基礎編）」

分科会4「ロータリー財団（その１・基礎編）」

分科会5「米山記念奨学事業（その1・基礎編）」

分科会6「ロータリーの効果的な奉仕プロジェクト」

今回の研修では、2710地区の他クラブの活動内容

をある程度理解することが出来て、有意義なもの

となりました。今後これを機に一層ロータリーの

勉強に精励したいと思います。

次回の研修パートⅡは、6月10日(日)開催されます。

会員 佐々木 秀明

今日は誕生を祝って頂き誠に有

難うございます。

川本委員長から誕生卓話か座右

の銘を話すように言われました

が、座右の銘は別にありません

のでお話をさせていただきます。

私はH6.8.11 に入会しまして今年で17年目を迎え

ました。17年も続くとは私自身も驚いております。

その間、良い事、悪い事、辛い事もありましたが

私自身よく頑張ったと思っております。

今でも良く覚えておりますが、当時去年退会しま



した尾野元会員から「仕事が終わる頃家に行く」

と言われました。彼とは若い頃からよくお酒を飲

んでいましたので、飲みにくるのだろう。と思い

お酒を用意していましたところ、五年前に退会さ

れた川崎さん、初対面の市川さん、菅さんと四人

でロータリーの勧誘にこられました。それがロー

タリーとの出会いです。いまだに市川さんから

「ロータリーの勧誘に行きお酒をよばれたのは始

めてだ」と言われます。

H6.8.11 例会で土居さんと同じ日に入会いたしま

して新入会員の挨拶で土居さんは素晴らしい挨拶

をされ、私はうまく出来なかったのを覚えており

ます。それ以来土居さんとはライバルです。その

当時の私は人前で挨拶をすることも無く、冠婚葬

祭でネクタイを締めるだけだったので、仕事の途

中でネクタイを締め例会に出席することは大変に

苦痛でした。又新入会員はロータリー事業に積極

的に参加するように言われ。当時チャーターナイ

ト（認証状伝達式）が有り広島、福山へよく参加

いたしました。

入会当初は、大変な所へ入会してしまったものだ

と後悔をし、一年で辞めるのは悪いので二、三年

辛抱して辞めるつもりでした。しかしスポンサー

の尾野元会員が幹事でしたのでもう一年辛抱しよ

うと思っておりました。

ところが、その年の会長（去年ご逝去された）三

好さんがNHK大河ドラマ毛利元就の原作者永井路子

さんの文化公演をしましょう、と提案されました。

すごいことを考えるものだと感心し、私はお手伝

いをすればいいものと思っておりました。

しかし実行委員会を立ち上げ誰が委員長になるの

かと事務所の隅で聞いておりました私に、委員長

をと言われました。入会三年目でそんな大役が出

来るわけも無く、何度も固辞しましたが聞いては

もらえませんでした。そのとき辛抱せずに早く辞

めるべきだったとつくづく後悔致しました。仕方

なく引き受けましたがそれは大変でした。

尾野元会員と二人で吉田町に何度も足を運び観光

協会の方に鎧兜、かがり火など借りに行ったり又

小早川隆景のお墓のある米山寺に訪ねたり、木村

城跡を二人で山登りをして城跡見学に行き、夜は

夜で毎日のように事務所で打ち合わせ、本当に大

変でした。

無事公演が終わり一息ついているとき、次年度の

会長、幹事からSAAの役を命じられ、一番若いのが

SAAをやるのは無理だとお断りすると、ロータリー

には「ロータリーは拒まず」という言葉があると

言われ、しぶしぶ引き受けやっと一年が終わると

次の年は幹事、そして二度目の幹事、そして会長

の役も終わり現在に至っております。

辞める、やめる、といいながら17年間ロータリー

に居座っております。とはいえ17年と申しまして

もまだまだ若輩者です。20数年、30数年、40数年

と出席の先輩方には敬意を表します。

ロータリーに入会して皆様と知り合い、週に一度

例会に出席し、職業の異なる方たちと食事を取り

ながらロータリー精神を学び、色々な活動に参加

し、事業に取り組みロータリーのお陰で人生経験、

社会勉強をさせて頂きました。感謝致します。

以上で卓話を終わります。ご静聴有難うございま

した。

◆お 名 前 松浦一志

◆事 業 所 広島市信用組合

竹原支店

◆職業分類 信用組合

◆入 会 日 平成24年3月1日

◆ご 挨 拶

広島市信用組合竹原支店の課長

をしております松浦でございます。このたび再入

会させて頂きました。市信用の体制も新しくなり

今後は以前よりも活動できるのではと思っており

ます。今後共宜しくお願い致します。

◆日 時 平成24年3月1日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 7名

◆議 題

①PETS＆会長エレクト研修セミナー 承認

日 時 平成24年3月18日(日）

場 所 ホテルグランヴィア広島

登録料 10,000円

荒谷会長エレクト出席

②4クラブ合同例会バス時間の件 承認

③4月19日広報担当例会外部卓話の件 承認

東広島市長 藏田義雄 様

④たけはら芸術祭2012講演依頼(名義使用) 承認

⑤賀茂川清掃の件 承認

日 時 平成24年4月22日(日)

負担金 15,000円

⑥花見例会の件 承認

日時 平成24年4月12日(木)18時30分より



役職 役員・理事 氏名 氏名

会 長 役員 荒谷　隆文 堀越　賢二

会 長 ノ ミ ニ ー 役員 木村　安伸 大森　　寛

副 会 長 役員 夜船　正昭 下山　生修

幹 事 役員 久藤　孝仁 菅　　義尚

副 幹 事 吉本きよ子 本庄　純夫

会 計 役員 坂田　武文 小坂　啓子

副 会 計 小田　邦治 土居　敏昭

S A A 役員 佐渡　文武 藤中　　保

委員会
担当理事

（委員長）
担当役員 小委員会

出席

親睦活動

プログラム

会員増強
（職業分類・会員選考）

ロータリー情報

研修リーダー

ク ラ ブ 広 報
委 員 会

小坂　啓子 雑誌会報

職業奉仕

社会奉仕

新世代奉仕

国際奉仕

委員

土居　敏昭

大成、小田

吉岡一眞

夜船　正昭

原田

金澤

吉田

吉本、松浦

クラブ管理運営
委 員 会

小坂啓子

鴨宮、佐藤、下山

堀越

菅　　義尚

会員組織委員会

吉岡一眞

中川康子

本庄　純夫

会員組織委員会

クラブ広報委員会

梶谷寛康

役員

奉仕プロジェクト
委 員 会

直 前 会 長

理事

理事

理事クラブ管理運営
委 員 会

委員会構成

ロータリー財団・
米山奨学会委員会

役員及び理事
（2012-2013年度）

役員・理事

副 S A A

役職

会 計 監 査

奉仕プロジェクト
委 員 会

米山記念奨学会

理事

理事

三好静子

市川重雄

委員長

今井

坂田、森、福本

円山

大田
ロータリー財団・
米山奨学会委員会 藤中　　保

大森　寛

木村　安伸

鴨宮弘宜

朝比奈勝也

佐々木秀明

川本照夫

⑦下山会長、藤中会員お見舞いの件 承認

◆日 時 平成24年3月1日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 9名

◆議 題

①次年度会計の件 坂田会員 承認

②次年度委員会構成の件 承認

③ロータリーテーマタペストリー購入の件 承認

④ロータリー手帳購入の件 承認

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％

４クラブ合同例会

日 時 平成２４年３月１４日（水）

18：00～20：00 受付17：30

場 所 瀬戸田市民会館 多目的ホール

バ ス 15：00 黒浜 本庄

15：07 よしもと 吉本

15：12 安芸津桟橋 荒谷

15：18 木谷バス停 土居、重友

15：22 吉名バス停 久藤

15：25 セブン吉名店 市川

15：35 大広苑 金澤、梶谷

15：38 福屋 三好

15：41 道の駅 坂田、木村、鴨宮

15：44 竹原港 佐々木、川本

15：46 岡本運輸前 中川

15：47 的場公園 大成

15：50 選果場 堀越

15：57 シーサイド 小坂

16：00 忠海駅 朝比奈、夜船

※３月１５日(木)の例会は１４日(水)へ振替ます。

※出欠の変更がありましたら至急お知らせ下さい。


