
◆ソング：それでこそロータリー

◆会員誕生日 土居 敏昭

◆結婚記念日 吉岡 一眞 夜船 正昭

◆配偶者誕生日 原田 一平 久藤 孝仁

木村 安伸

◆事業所創立 佐々木秀明 佐藤 守幸

大成 義彦

◆結婚記念日・・・福本

◆特別スマイル

・お陰様にて頚椎症は完治しましたが、両手の痺

れをリハビリにてじっくり治します。

（下山生修）

副幹事 三好 静子

・リフレッシュ瀬戸内統一行動への参加について

日 時 6月24日(日)

場 所 的場海水浴場

集合場所 的場公園

集合時間 9時

・平成24年度少年の主張中学生話し方大会の開催

について

日 時 6月23日(土)13：30～16：30

場 所 竹原市民館

・2013-14年度 青少年交換派遣学生募集について

・平成24年度役員総会開催案内 竹原まつり協会

日 時 6月11日(月)

場 所 竹原商工会議所

・地区大会仮登録について

日 時 10月21日(土)、22日(日) 呉市

21日(土)は会長幹事会と、今年度新たな取り組

みとして研修合同セミナーを開催。

セミナーの出席対象者は、R情報委員長、広報委

員長、職業奉仕委員長、会員増強委員長又は副

会長で、3名以上の参加要請。

・2012-13年度ライラ御案内

日 時 9月22日(土)、23日(日)

場 所 宮島ホテルまこと

登 録 料 12,000円

テ ー マ 「厳島の奇跡と軌跡に学ぶ

～平和の礎はあなたのこころに～」

会長 下山 生修

会員の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しました。

私の三ヶ月の休みの間、木村副会長はじめ、朝比

奈幹事には一方ならぬお世話になりました。私の
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不注意なる転倒が起因しており、会員の皆様くれ

ぐれも前への転倒はご注意下さい。目下、リハビ

リに努めておりますが、手の痺れは簡単にとれず、

中長期的な自らのリハビリが肝要だそうです。私

の術前術後にはご多忙の中、お見舞いを頂き大変

恐縮致しております。有難うございました。

私の三ヶ月間の病院生活は、ある意味で私の人生

上、初めての経験でした。広島大学病院の整形外

科は越智教授を筆頭に30名の准教授、講師、助手

の医療体制でした。私の主治医は田中准教授で、

中西講師、太田助手の三人の医療体制で当たって

くれました。加えて、私が心筋梗塞、高血圧、糖

尿病、血腫こぶ、の合併症があった為、他の呼吸

器内科、麻酔科等ドクターと協議、待機を図り、

執刀されました。執拗なくらい手術に慎重で、結

果、私も手術は二週間後になりました。医療体制

は完璧で、ドクターと看護師の体制は一日三交代

の中で、横の連絡は密で齟齬をきたすことは先ず

なし、ドクターは必ず一度は患者と面接し、患者

の状態を把握されていました。

さて、本日は次年度クラブアッセンブリーです。

次年度に向けてじっくりご審議いただきたいと存

じます。加えて、来週よりリハーサル月間に入り

ます。何分とも宜しくお願い致します。

◆会員組織委員会 委員長 佐藤 守幸

会員増強に努力しておりますが中々良い結果が出

ず申し訳なく思っております。短期でなく長期的

に考えて入会の声掛けを行って参りたいと思い、

企業を訪問しております。皆様方のお力を宜しく

お願いします。

◆次年度幹事 久藤 孝仁

例会終了後、この部屋で次年度理事役員会を開催

します。宜しくお願い致します。

次年度会長 荒谷 隆文

本日は次年度クラブアッセンブリーです。各委員

会の活動計画を全て提出頂きました。大変有難う

ございます。この委員会の活動計画を見ますと夫々

次年度のRIテーマ、 地区ガバナーの信条、私の委

員会活動指針を良く踏まえて頂いた活動計画を作

成して頂いたと思っております。大変素晴らしい

活動計画になっております。夫々の委員会の思い

は竹原ロータリークラブの活性化、ロータリーの

要である例会を楽しい雰囲気の中で1年間行いたい、

そして例会の中でロータリーを少しずつ学びたい

と云う思いが込められていると思っております。

新しい年度、各委員会におかれましては夫々の委

員会毎に集中して頂きたいと思います。委員会の

活性化はクラブの活性化に繋がり、会員増強に繋

がると思います。これから次年度の活動計画に基

づいて委員会で実践に向けての打ち合わせを行っ

て頂きたいと思います。

◆日 時 平成24年5月31日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 11名

◆議題

①例会場掲示板購入の件 承認

大広苑さんと費用折半

②次年度活動計画の件 承認

委員会活動及び予算及びプログラム

③地区大会等積立金の件 承認

今年度も特別会計として実施 月1,000円/一人

④各記念日記念品の件 承認

⑤複合機の件 リース扱い 承認

⑥内規の件 承認

卓話謝礼5,000円→10,000円に変更

平成24年7月1日より施行

今井敏明会員

皆さん永年のご友情有難う

ございました。一言お礼を

申し上げます。皆さんの仲

間に入れて頂いたのが57歳

でした。それから満23年、

その間奉仕を中心として素

晴らしいロータリー活動が

できたと思っております。23年間のロータリー活

動は満足感で一杯です。ロータリーは私の人生の

大きな柱、大黒柱だったと思っております。私な

りに満足でき、今回卒業させて頂くことに感謝し

ます。有難うございました。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３６名 ２６名 １名 ７名 ２名 80.56％


