
□ロータリー綱領：福本会員

□ソング：国歌・奉仕の理想

□会員誕生日/市川・松浦

□配偶者誕生/土居

□事業所創立/菅・本庄

□10年連続出席/吉岡

□100％出席/本庄・佐渡・森・佐々木・荒谷

佐藤・川本・堀越・吉本・菅・夜船・梶谷

市川・土居

□就任スマイル/市川・吉岡・大森・金澤

円山・土居・藤中・小坂・菅・三好・原田

大成・大田・松浦・本庄・佐々木・梶谷

夜船・吉本・堀越・川本・佐藤・荒谷・中川

久藤・佐渡

□特別スマイル

・最多スマイル賞頂きました。 （円山啓壮）

・今日から新年度が始まります。皆様の御協力

を宜しくお願い申し上げます。 （荒谷隆文）

・南イタリア及びシチリヤを視察いたし元気で

帰り着きました。 （原田一平）

・6/28のお別れ例会には出席の予定でしたが体

調が悪く欠席して申し訳ありません。

(佐藤守幸)

・二週続いてロータリーバッチ忘れました。今

後は気を引き締めて参ります。 （市川重雄）

7月記念日を代表して松浦会員が謝辞を延べら

れました。

幹事 久藤 孝仁

・例会終了後定例理事会を行います。

会長 荒谷 隆文

いよいよ2012-13年度が始まりました。私にと

りまして入会9年目の試練の年であり、また課

題をもって臨む一年となります。会長になり改

めて重責を一年間務めあげられた歴代の会長の

皆様に敬意を申し上げると同時に皆さんが築か

れたクラブの伝統を汚さぬよう、誠心誠意努力

して参りたいと思います。私が入会当時、先輩

から最初に教わったことが二つございます。

一つに、ロータリーは何事も拒まずやるとの事

でした。以来私も拒まずに任務を引き受けて参

りましたが、会長職については熟慮すべきであっ

たと少しばかり思っております。

二つ目にロータリーは異業種のトップの集団で

ある故、当然それぞれ考え方、見方が違います。

我が儘な集団でありますが、いざある一つの方

向が定まれば皆さんが寛容の心で結束し、目標

達成に向けて進んで頂ける、これがロータリー

クラブの姿ですよ！私はこれを信じております。

クラブの一層充実を皆様と一緒に目指したいと

思います。どうか一年間皆様の御支援と御協力
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なるかどうか



をよろしくお願い申し上げます。

6月23日、「少年の主張」竹原市中学生話し方

大会に出席して参りました。主催は青少年育成

竹原市民会議で市内4校12名の生徒が意見を発

表致しました。14・15歳の子供の主張と思って

おりましたが、既に大人と同じ考えで物事を捉

え、考えている事に大変な驚きを感じると同時

に認識を新たに致しました。参加者は父兄・関

係者のみで少ないようでした。青少年育成を掲

げております当クラブでは是非とも次回皆さん

に呼びかけて多数のご参加を頂ければと思いを

強く致しました。これは2012-13年度の行事に

なると思います。

6月24日的場海岸清掃ではご苦労様でした。特

に参加されました皆様には雨天の中での作業大

変お疲れ様で有難うございました。

本年度、田中作治RI会長は地域のニーズを満た

す事がロータリーの役目であり、またロータリ

アンとしては、奉仕を通じて自ら学び、また相

手に尽くす中から教えを得る大切さを強調され

ております。

最後に私自身、人前での話は苦手でございます

が、皆さんに思いを確実に伝える為にも今後は

メモを持ってお話をさせて頂きます。メモなし

で話が出来る事が今年度私の課題でもあります。

どうぞこの一年間宜しくお願い致します。

□親睦活動委員会 委員長 三好 静子

納涼例会の御案内を申し上げます。

8月5日(日)マツダスタジアムでのナイター観戦

を行います。是非多数のご参加をお願い致しま

す。

結婚記念日の記念品を今年度はケーキ又は和菓

子で選んでいただきたいと思いますので宜しく

お願いします。

会長 荒谷 隆文

いよいよ2012-13年度の活

動が始まります。既に各委

員会には素晴らしい活動計

画を立案して頂いておりま

す。是非ともこれを皆さん

の御協力を得て、完遂し、

クラブの活性に繋げて参り

たいと思います。

田中作次RI会長は、今年度テーマに、「奉仕を

通じて平和を」を掲げております。短いセンテ

ンスではありますが、まさにこれはロータリー

の綱領の実践であります。

即ちロータリアンの道である、超我の奉仕を積

極的に行うことで、すべての人、家族、地域、

国に心の平穏、幸福感、満足感をもたらそう。

また大之木地区ガバナーの信条「もっとロータ

リーを！心と行動に」は、ロータリーを学び、

語れることで、ロータリアン一人一人が行動に

誇りと、自信が生まれ、職業奉仕の中で地域の

皆さんがクラブに対しての認知度を広く生み出

すよう、強調されております。

これを受けてクラブ運営方針は、

“よりロータリーを学び、地域へのネットワー

クを広げよう”と致します。

そして活動目標には、

１．例会内容を充実し、ロータリーを学ぼう

２．各委員会が委員との連携をもって、一年間

委員会の活動に集中しよう

３．各委員会が関係機関、団体との窓口を広げ

よう

４．財団に協力し、未来の夢計画を学ぼう

５．地区委員会との連携を密にしよう

６．50周年に向けての準備を考えよう

特に本年度は地区において新しいプログラムが

計画されております。

１．ロータリーの学習深化の為にグループ合同

研修セミナー（新入会員研修）

２．財団の補助金管理者セミナー

３．ロータリー世界平和フォーラム広島大会

2013年5月

４．地区指導者育成セミナー 8月26日

５．RYLA（廿日市RC) 9月22日～23日 宮島

2012-13年度荒谷会長杯カップがたけの子会
藤中会長へ渡されました。

2011-12年度たけの子会下山会長杯取り切り
戦が6月15日安芸CCにて開催されました。
2011-12年度下山会長より、優勝者の荒谷会
長へ優勝カップが授与されました。



以上でございます。私自身力不足ではあります

が皆様の力をお借りして会長の重責を果たして

参りたいと思います。どうぞ御協力宜しくお願

い致します。

幹事 久藤 孝仁

会員全員で会長及び各委員

長の活動計画が達成できる

ような環境が作れるように

努めたいと思いますので宜

しく御協力をお願い致しま

す。

副幹事の吉本きよ子会員共々頑張って参ります

ので宜しくお願い致します。

この後各委員長さんには今年度の計画を発表し

て頂きます。各委員長さん、宜しくお願い致し

ます。

クラブ管理運営委員会菅委員長、梶谷出席委員

長、三好親睦委員長、市川プログラム委員長、

会員組織委員会本庄委員長より今年度の計画発

表が行われました。

□日 時 平成24年7月5日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 11名

□議 題

①芸南学童水泳大会後援の件 承認

日時 平成24年7月28日(土)

場所 大乗小学校

新記録賞としてメダルを購入

②竹原市国際交流協会 会費の件 承認

5,000円

③竹原市まつり協会会費の件 承認

100,000円

④安芸津町社会福祉協議会へテント寄贈の件

承認

⑤日本青年会議所中国地区広島ブロック協議会

第42回広島ブロック会員大会出席依頼の件

承認

日時 平成24年9月23日(日）

場所 竹原市民館 荒谷会長出席

⑦会員研修会の件 承認

日 時 平成24年8月23日(木)午後6時

場 所 大広苑

講 師 西村栄時パストガバナー

⑧新入会員の件 承認

三井金属鉱業竹原製煉所 老田正道様

総員３３名 出席２８名 メーク ０名

欠席 ３名 免除 ２名 出席率90.91％


