
２０１２年８月２日 第２３４５回

□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリー綱領：吉本会員

□会員誕生日 ／菅、佐藤、中川

□配偶者誕生日／本庄、佐渡

□事業所創立 ／下山

□特別スマイル

・傘寿 （佐藤守幸）

・先般、社会福祉協議会へのテントの贈呈、そ

してイベントへの出席をし、大変喜んで頂き

ました。奉仕プロジェクト委員会の皆様のお

蔭で会長とし最初の仕事を無事果たすことが

出来ました。有難うございました。(荒谷隆文)

・7月28日,29日両日の住吉まつりが盛会の内に

終了出来ました。皆様の御協力に感謝申し上

げます。今後も伝統を守って行きたいと思い

ます。 (市川重雄)

・毎日暑くて大変です。皆さんも体調管理を十

分されて暑さを乗り切りましょう。(久藤孝仁)

幹事 久藤 孝仁

・2012－13年度地区大会本登録のお願い

ガバナー 大之木精二

日時 平成24年10月20日(土),21日(日)

・日程変更

2013－14年度PETS&地区研修セミナー

変更後：2013年3月3日(日)

2013－14年度地区協議会

変更後：2013年3月20日(水・祝)

会長 荒谷 隆文

皆さん今日は。毎日暑い日が続いております。

7月28日(土)第56回芸南学童水泳大会に出席致し

ました。土居奉仕プロジェクト委員長、佐々木

社会奉仕委員長、夜船副会長、下山パスト会長、

久藤幹事の皆さん暑い中大変ご苦労様でした。

市内9校、安芸津、大崎、東野の児童が50種目の

競技に熱戦を繰り広げておりました。感想とし

て、我々の時代の我流の泳ぎでなく、それぞれ

の指導者のもとで基本の泳ぎをしっかりと学び、

練習を積んでいることに関心致しました。まさ

に新世代の原石でございます。新記録も続出し、

用意したメダルの数が間に合わない程でした。

8月30日は東広島市社会福祉協議会主催のイベン

トが賀茂カントリークラブで開催され、土居奉

仕プロジェクト委員長、佐々木社会奉仕委員長

とで参加致しました。関係者200名が開放された

フェアーウエーの芝生の上で、ゲームやカート
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会 員 研 修 会
講師：パストガバナー 西村栄時様

地区指導者育成セミナー報告
会員増強について協議

四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか



でコースの周回を楽しみました。寄贈しました

ワンタッチテントは介護班のテントとして活用

されておりました。

8月は国際RIが定める特別月間で「会員増強・ロー

タリー拡大月間」になっております。クラブに

とりまして、会員増強は最重要課題であり、積

年のテーマでもあります。皆さんもご存知のよ

うに、会員増強の「増」は会員の量を増すこと

であり、増強の「強」は会員の質を高めること

で、心を磨き、強くする、そして私たちロータ

リアンが誇りと魅力を取り戻す為にも、ロータ

リーの学習深化が必要不可欠と思います。これ

には、今年度は情報委員会がいろいろと勉強の

機会とロータリー情報の発信をして頂くと思い

ます。全会員がこれに向けて取り組んで頂くこ

とを是非お願い致します。

ある作家が動物の小説の中で「ジャングルの法

則」の一節に「群れの力は狼である。そして狼

の力は群れである」というのがあります。つま

り、一匹の力の強いことが、群れの力を強くす

る。群れを構成する一匹一匹がまさに一匹狼の

ように強いことが全体を強くするのであります。

竹原ロータリークラブも一人一人のロータリア

ンが強くなり、全会員の力で我々クラブを強く

して頂きたいと思います。

会員増強推進については、皆さんそれぞれが

「何とかしなくては」と思っておられます。こ

の気持ちを一つにして、行動に移せる確かな手

順・方策の具体案を是非とも会員組織委員会に

おいて検討し、繰り上げて頂ければと思います。

それから8月23日の夜間例会は増強委員会担当例

会です。遠方より卓話者が来訪されますので是

非とも皆さんの全員出席を重ねてお願い致しま

す。

8月記念日を代表して中川

会員が謝辞、佐藤会員、川

本会員より誕生月会員卓話

が行われました。

8月お誕生日の菅会員、佐藤

会員、川本会員、中川会員、

おめでとうございます。

佐藤会員は傘寿を迎えられま

した。おめでとうございます。

□直前会長 下山生修

前回の例会において行われた2011－12年度の会

計報告について本日改めて了承の確認をさせて

頂きます。

□ロータリー情報委員会 委員長 吉岡一眞

“今さら人に聞けない わかりやすいロータリー”

を配布させて頂きました。研修の教材や新会員

勧誘の資料に活用して頂ければと思います。

8月23日(木)は夜間例会に変更して西村パストガ

バナーを講師に迎えて会員研修会を行います。

是非御出席下さい。

□奉仕プロジェクト委員会 委員長 土居敏昭

7月30日(月)東広島社会福祉協議会主催のイベン

トに参加してきました。

□会計 坂田武文

2011－12年度決算を終え、繰越金の金額が確定

しましたので今年度予算を次のとおり修正して

下さい。

♪前期繰越金 ：1,709,839円

♪収入合計 ：8,599,839円

♪予備費 ： 82,206円

♪事務一般合計：6,121,079円

□日 時 平成24年8月2日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①台湾訪問の件 承認

平成25年2月下旬ごろ訪問で計画する

②地区大会の件 承認

10月20日(土),21日(日)公共交通機関など利用

して各自集合。竹原呉間のJR往復運賃を一律

に支出する。

総員３３名 出席２５名 メーク ３名

欠席 ３名 免除 ２名 出席率90.91％

福本会員からのプレゼントです。
「お盆ですのでいつもお世話に
なっている皆様に使って頂けれ
ばと思いビールジョッキ形のロ
ウソクをご用意しました。」



２０１２年８月５日 第２３４６回 納涼例会 マツダスタジアム

出席者：会員13名、配偶者5名、家族,親戚,友人19名、事務局 計38名

総員３３名 出席１２名 メーク１８名

欠席 １名 免除 ２名 出席率96.97％

２０１２－１３年度 地区大会

日 時 平成２４年１０月２１日（日）

本 会 議 <会場：呉市文化ホール>

9:00 登録受付開始

10:00 点鐘・本会議

11:40 終了後、徒歩移動→

昼食<会場：呉市体育館>

→徒歩移動 呉市文化ホール

13:00 記念講演 <会場：呉市文化ホール>

講師 姜 尚 中氏（東京大学大学院教授）
カ ンサンジュン

14:10 鼎談

14:40 本会議（午後の部）

16:00 点鐘・閉会

※各自、公共交通機関等利用し現地へご集合下さい。

交通費はJR竹原～呉間往復を一律支給

※最終の本登録ですので、ご予定をご確認されて出欠

のお返事をお願いします。

8月5日(日)納涼例会マツダスタジアムで広島カープ
対阪神タイガースの試合を観戦しました(*^_^*)



第56回芸南学童水泳大会は7月28日(土)大乗小学校プールに於いて晴天のなか開催されました。クラブか
ら新記録賞者へメダルを贈呈しました。今回の大会は新記録が続出し白熱した大会でした。炎天下の中、
参加された荒谷会長、久藤幹事、下山パスト会長、夜船副会長、土居奉仕プロジェクト委員長、佐々木
社会奉仕委員長、大変お疲れ様でした。

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会が東広島市社会福祉協議会へ寄贈したワンタッチテントが東広島市社
会福祉協議会のイベントで初活用されました。今後も寄贈したテントが有効に活用され皆さんに喜んで
頂けることと思っております。

7月30日(月)賀茂カントリークラブに於いて東広島市社会福祉協議会主催の『平成24年度芝生で遊ぼう！
ゴルフ場企画』が開催されました。参加者は、東広島市内福祉施設の地域交流サロンきんさい家、にこ
きら会、生活介護事業所黒瀬ありんこ、自立支援センターつばさ、どんぐりの会の利用者さんとそのご
家族、ボランティア・職員他、合計206人でした。皆さん暑い中でしたが芝生の上で楽しい時間を過ご
されていました。クラブからは荒谷会長、土居奉仕プロジェクト委員長、佐々木社会奉仕委員長が参加

プレスネットに目録贈呈式の記事が掲載されました


