
４月５日第２３２９回

◆ソング：国歌・奉仕の理想

◆ロータリー綱領：土居会員

◆会員誕生日 …円山、吉田、福本、荒谷、本庄、

鴨宮

◆配偶者誕生日…梶谷、吉田

◆結婚記念日 …本庄、原田、大成、吉田、木村

◆事業所創立 …円山、森、夜船、今井、久藤、

三好、原田

◆特別スマイル

・喜寿 （大田嘉弘）

・3月25日初孫に恵まれました。孫に遊んでもらう

ことを楽しみに日々頑張ります。 (鴨宮弘宜）

・ロータリーを長期欠席しクラブに大変ご迷惑を

お掛けしました。この間、会員の皆様から心温

まるお見舞いや励ましのお言葉を頂き健康を取

り戻すことが出来ました。本当に有難うござい

ました。これからは体調管理に一段と留意し引

き続きロータリー活動に勤しみたいと存じます

ので宜しくお願い致します。 （藤中 保）

・ネームプレートを持ち帰り、本日忘れてしまい

ました。次回クライングにならないよう気をつ

けます。 （堀越賢二）

幹事 朝比奈 勝也

・大之木精二ガバナーエレクトを囲む会

2012－13年度会長幹事懇談会開催の御案内

G9ガバナー補佐 林 克宏

日 時 平成24年4月20日(金)17：40～20：00

場 所 ホテルいんのしま

登録料 8,000円

・第13回4クラブ合同親睦ゴルフコンペ開催御案内

三原RC

日 時 平成24年6月3日(日)スタート8時

場 所 三原CC

参加費 3,000円

プレー費 10,500円

・次週4月12日(木)は竹原シーサイドホテルでの花

見例会です。お昼の例会はありません。

・19日(木)は東広島市長 蔵田義雄様の卓話です。

・下山会長の手術は4月9日(月)広大病院で行われ

る予定です。

・例会終了後定例理事会を行います。

副会長 木村 安伸

4月に入り、各地から桜の開花便りが聞こえて来る

ようになりました。我々日本人には、やはり桜の

花が一番馴染み易く、また親しみのあるものだと

思います。皆さん、お近くの桜の名所へご家族ご
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一同で花見にお出掛けになられませんか。

昨日は、24節気の「清明」でした。清明とは、

「清浄明潔」の略で「万物が春の光の中で清々し

く輝く頃」という意味だそうです。

旧暦での行事が多い沖縄では、これから暫らくの

間はシーミー（清明祭）と言って一族が揃って先

祖の墓参りに行き、墓前にご馳走を並べて終日楽

しく過ごします。因みに、沖縄では花見の風習は

ありません。

さて、今月はロータリーの雑誌月間です。ロータ

リー情報マニュアルによると、RIの公式機関紙

『ザ・ロータリアン』および世界31の地域雑誌の

購読と、活用促進に役立つプログラムを実施する

月間です。ロータリーの雑誌（『ロータリーの友』

など）に対する会員の認識を深め、それによって

ロータリーの情報の普及を図ることが目的とされ

ています。どうか今一度、手元にある本年度これ

までの『ロータリーの友』に目を通し、各委員会

活動、また会員の日常の生活に有益となる情報な

どを学習してみようではありませんか。これで会

長の時間を終わります。

4月お誕生日を代表して鴨宮会員よりお礼の言葉が

述べられました。

◆親睦活動委員会 委員長 堀越賢二

4月12日(木)花見例会の服装はネクタイ不要でフリー

スタイルとします。お花見で少し歩きますので動

きやすい靴でご参加下さい。

◆たけの子会 担当 木村安伸

第354回たけの子会ゴルフコンペは4月3日(火)爆弾

低気圧の為中止となりましたので、改めて4月9日

(月)開催させて頂きます。

◆会員 金澤節生

ロータリーの友4月号P13に川柳が掲載されました。

「ドジョウからコイを飛び越え龍になれ｣

新年1月に送り、今回掲載されました。有難うござ

いました。

会員 吉田 卓司

今日は、竹原製煉所の最近の

動きや状況をご説明させて頂

きまして卓話に代えさせて頂

きたいと思います。

三井金属竹原製煉所の敷地は

388,000㎡、東京ドーム8個分

に相当します。煙突の高さは

120mで航空法の関係で上部分が赤と白に塗装して

います。（―事業紹介―）

新規プロジェクトとして電気自動車用のリチウム

イオン電池材料の工場を作りました。

私共の会社は街に近いところにあります。近隣の

方へ迷惑がかかってはいけませんので地域との共

存共栄を大切に考えております。地域との共生も

重要に考え的場清掃、賀茂川清掃、市のキャリア

ウィークにも参加させて頂き、『地域と共存共栄』

を合言葉に操業しております。

◆日 時 平成24年4月5日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 11名

◆議 題

①G9大之木精二ガバナーエレクトを囲む会次年度

会長幹事会の件 承認

日 時 平成24年4月20日(金)

場 所 ホテルいんのしま

登録料 8,000円

②国際交流例会決算報告 承認

③ロードレース大会支出の件 承認

④松浦会員所属委員会の件 承認

クラブ管理（親睦）

⑤広報活動の件 承認

竹原市内タクシー及び会員自家用車へステッカー

を表示し広報活動を実施する

ステッカー作成費100×600㎜100枚 62,500円

文字「地域社会と世界に奉仕しよう」

⑥特別会計及び基金取り扱い及び規約の件 承認

竹原ロータリークラブ基金設置（普通預金）

４月１２日第２３３０回
花見例会：竹原シーサイドホテル

◆ソング：それでこそロータリー

幹事 朝比奈 勝也

・第3回日台ロータリー親善会議の御案内

ガバナー 田村泰三

日 時 平成24年6月1日(金)

場 所 ホテルグランヴィア京都

・2012-13年度地区協議会について

ガバナーエレクト 大之木精二

日 時 平成24年5月20日(日)

場 所 会議)広島国際会議場

懇親)ホテルグランヴィア広島

登録料 10,000円／一人

出席義務者：会長、幹事、クラブ管理運営委員

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３６名 ３２名 １名 １名 ２名 97.14％



長、広報委員長、会員組織委員長、奉仕プロジェ

クト委員会より3名、ロータリー財団委員長、米

山記念奨学委員長

副会長 木村 安伸

皆様今晩は、いきなりですが、今日は残念ながら

昨年65歳の若さでお亡くなりになられた三好秀樹

元会員の一周忌です。竹原ロータリークラブは惜

しい人材を失ったものです。改めてご冥福をお祈

りさせて戴きたいと思います。

さて、桜の時期での花見例会は、2年振りとなりま

した。今年は桜の開花が少し遅れたこともあって、

先程見て来た黒滝山の桜も丁度満開状態で大変見

応えがあり、皆さんと一緒に十分満喫することが

出来ました。

私は、一月に沖縄山原（ヤンバル）八重岳の緋寒

桜を見に行きましたが、天候不順により開花状況

はもう一つでした。また、先月下旬伊豆半島を旅

行した際、早咲きで有名な河津桜並木を見ようと

立ち寄りましたが、既に花は散って終い葉桜となっ

ていました。この為、私は今日の花見を堪能出来

たことに大きな満足感を味わった次第です。

皆様、これからのひと時は、美味しい料理と酒を

味わいながら、愉快に歓談しあい親睦を深めましょ

う。これで終わります。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３６名 １９名 １１名 ４名 ２名 88.89％


