
□会員誕生日 吉岡 一眞 小坂 啓子

□配偶者誕生日 菅 義尚 市川 重雄

朝比奈勝也 下山 生修

福本 博之 老田 正道

□事業所創立 福本 博之
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2012年12月20日 第2364回

□ソング：それでこそロータリー

□特別スマイル

・忘年家族例会では多数ご参加頂き誠に有難うご

ざいました。親睦委員会の皆様大変ご苦労様で

した。 （荒谷隆文）

・2012年最後の例会です。来年もご指導宜しくお

願い致します。 （久藤孝仁）

・12月8日(土)ロータリー家族忘年会に沢山の皆様

がお越し下さり有難うございました。(原田一平）

・忘年家族例会に孫達が大勢参加させて頂きまし

た。有難うございました。 （大田嘉弘）

・忘年家族例会で家族が大変お世話になりました。

市川会員のケーキのサービス誠に有難うござい

ました。 （本庄純夫）

・忘年家族会のとき、ネームプレートを付けたま

ま帰り、今日うっかり忘れて来ました。

（佐藤守幸）

幹事 久藤 孝仁

・ロータリーレート

1月より１＄＝８２円

・第35回竹原ロードレース大会に係る参加者への

もてなしについて(依頼）

日時 平成24年2月3日(日）

・川﨑俊和氏藍綬褒章記念祝賀会御案内

・平成25年成人式ご案内

・第9回ラビットクロカンin大久野島開催お礼状

・第39回聖恵文化祭お礼状

・ＳＡＫＵＪＩ大作戦 ガバナー 大之木精二

・第2520地区一つ心に復興委員会プロジェクト御

協力のお願い ガバナー 大之木精二
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誕 生 該 当 者 会 員 卓 話

ロータリー情報委員会担当例会

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



会長 荒谷 隆文

皆さん今日は。早いもので、今日が今年度前期の最

終例会となります。先日の忘年家族例会では89名の

出席を頂き、和やかな雰囲気の中で、新会員宮本ご

夫妻を交えて、素晴らしい懇親会になったと思いま

す。三好親睦活動委員長、そして委員会の皆様大変

ご苦労様でした。有難うございました。

また、先日大之木ガバナーよりクラブへのお願い事

が三点ほどありました。

一点目は、ロータリー家族の皆さんに我々クラブの

活動をより深く理解して頂くためにもクラブ週報の

購読を是非勧めて欲しいとのことでした。二つ目に

委員会の活動においては、委員長一人だけの活動で

はなく、委員全員参加での活動にして欲しい。三点

目は、新世代に対してのインターアクトクラブ設立

をクラブとして是非取り組んで欲しい。これに対し

ても地区も大いに後押しをする準備があるとのこと

でした。そして例会終了後、竹原市長への表敬訪問

に幹事と共に同行致しました。

さて、本日は会長・幹事・各委員会の担当理事の皆

さんに今年前半を振り返って頂きたいと思います。

会長としましては、今年度前期、各委員会ではクラ

ブ方針に沿って、ロータリー学習の深化に向け実践

されていると思います。

プログラム委員会では、ＳＡＡとの連携を密にされ、

学習の道場であります例会の充実の為、外部有識者、

地区委員長の卓話、ビデオの上映等でロータリアン

の資質向上を実践して頂き、内容の濃い例会運営に

なっていると思います。

また情報委員会では第一例会でのロータリー誌の要

点紹介は大変勉強になっております。今後も新しい

情報を宜しくお願い致します。

親睦活動委員会では忘年家族例会大変ご苦労様した。

和やかな雰囲気の中で、会員・家族の皆さんと親睦

が図られたと思います。クラブの活性化は会員間の

心の繋がりから始まります。まさに親睦に始まり奉

仕に終るべく、後半は家庭集会、新入会員研修会、

花見例会等の大切なプログラムがございます。是非

ともクラブ活性の為にも計画遂行をお願い致します。

クラブ存亡に係る会員増強では、会員組織委員会を

中心に50周年に向けて40人を目標に会員の皆さんへ

の増強意識向上を図り、全員参加での実践をして頂

いていると思います。地道な活動が成果を挙げると

思いますので、後半を期待しております。

奉仕プロジェクト委員会では社会奉仕部門で大きな

成果を挙げて頂きました。安芸津つばさへのテント

の寄贈はプレスネットに掲載され、地域へのロータ

リー広報に繋がったと思います。特に委員会内での

集会を活発にされ、全員参加での活動をされている

と思います。後期はネットワークを広げ、ニーズの

掘り起こしをすることで、財団の夢計画を十分に理

解して、新地区補助金を大いに活用できるように是

非お願い致します。

そして、ロータリー財団委員会には今年度再三の研

修会出席大変ご苦労様でした。今後一層クラブに理

解が深まるよう指導を宜しくお願い致します。

ロータリアンがロータリーを理解することで、効果

的な奉仕活動ができ、また例会での活発な各委員会

報告がされることで、クラブの活性に繋がり、そし

てロータリーを自らの言葉で語ることで、会員勧誘

の説得に力が生れると思います。

後期は大事な行事がまだまだございますので、各委

員会には新たな気持ちで目標の完遂をお願い致した

いと思います。

●久藤幹事

2012-13年6月からのリハーサル月間から数えますと

7ヶ月が過ぎようとしています。会長をはじめ各理

事の御協力で現在に至っております。地区大会、公

式訪問、各委員会の活動等、不十分ではございまし

たが調整役を務めてまいりました。後半にはまだ沢

山の行事があります。会員の皆様、特に理事役員の

方にはより一層のご指導を頂き、会の運営がスムー

ズに行くように努力する所存であります。

●クラブ管理運営委員会 夜船副会長

各委員長の努力のもと、会員皆様の協力を得て当初

の計画書どおり行事を実行しておりますが、出席率

が気になるところでございます。諸事情があると思

いますが出席率向上へ皆様の協力をお願い致します。

●会員組織委員会 本庄委員長

会員増強中川委員長の指示のもと、鋭意進めており

ますが、今後も努力を重ねて参りたいと思います。

今年度は吉岡情報委員長が工夫されロータリーの友

の重点項目の紹介をして頂いています。

ロータリー情報の勉強会で西村パストガバナーの勉

強会を開催しましたが有効であったと考えておりま

す。後半は新入会員研修会、ロータリー情報集会な

ど考えております。

●クラブ広報委員会 小坂委員長

ホームページの書き込みなど充実させたい。週報を

充実させるため、楽しい記事など、これまでと違っ

た記事が掲載できればと思っております。

●奉仕プロジェクト委員会 土居委員長

職場例会を佐藤会員の職場で開催させて頂きました。



安芸津つばさへテントの寄贈も行いました。後半に

いろんな企画を考えておりますので、奉仕プロジェ

ク委員会だけではなく会員全員で参加して頂くよう

皆様の御協力お願い致します。

●ロータリー財団米山記念奨学委員会 藤中委員長

今年のメインは2013-14年度からスタートする未来

の夢計画の発足と始動が一番大きなテーマです。

財団資金の活用、資金管理が問題で解決方法が非常

に複雑です。ＲＩ財団が管理していたものを地区へ

権限委譲し、地区で執行管理します。日本だけの規

則だけでなく世界標準によりますので従来の管理体

制と変わりますので、その理解が重要であります。

今年は再三にわたりその為の研修を延べ十時間を越

える研修を受けました。研修会を全て終えましたら

総括的な報告会を行いたいと考えております。

2013年1月10日 第2365回

新年互礼会

□ソング：奉仕の理想

幹事 久藤 孝仁

・第5期ＲＬＩ－2710分科会研修パート1開催案内

日 時 平成25年2月10日(日)

場 所 広島都市学園大学

＜回覧＞・ＩＭ出欠表

＜配布＞・台湾訪問費用各参加者へ

会長 荒谷 隆文

皆さん、新年明けましておめでとうございます。今

年も昨年同様クラブへのご理解、ご協力をよろしく

お願い致します。

さて、今年、巳の年が既に始動致しておりますが、

1月5日に竹原商工会議所の新年互礼会に久藤幹事と

共に出席致しました。竹原の事業者が一堂に会し、

大変盛大に開催されました。当日の印象としまして、

新政権の経済再生の期待感からか、全体的に明るい

雰囲気の互礼会であったようでした。山本会頭の念

頭の挨拶の中で、竹原市の活性化は市を構成する関

係機関、諸団体の連携を密にして、夫々が個々の目

標を決めて一人一人が積極的に動くことが市全体の

活性化に繋がると指摘されましたが、これは当に我々

のクラブにも当てはまることと思いました。

クラブでは年度前半はよりロータリークラブを学ぶ

為に、地区、クラブに於いて学習の機会を多く取り

入れてきたと思います。会員の皆様が今一度ロータ

リーを見直し、自らの言葉でロータリーを語る力を

付けられたと思います。これからの後半は、これを

実践するための時間ではないかと思います。各委員

会が活動に必要な機関、団体にコンタクトを取り、

ニーズの掘り起こしの為に、ネットワークを広げて

いく道筋を是非とも作って頂きたいと思います。こ

れが地域社会へクラブの存在感と認知度を向上させ

ていく一番の近道と思います。そして、今年度の終

わりに開催される新旧理事役員委員長会議に各委員

会でレポートにまとめ、次年度への提案引継ぎをお

願い致します。次に来年はいよいよクラブ創立50周

年を迎えます。年当初の目標であります会員40名達

成の為にも、会員増強委員会では今一度ネジを巻き

直して、前半の地道な努力の成果を是非とも後半に

挙げて頂きたいと思います。会員の皆様も全員が増

強委員の意識で会員勧誘に御協力をお願い致します。

この一年がクラブ、そして会員の皆様にとって、よ

い年であり充実した一年でありますよう願いまして

会長の時間と致します。

佐渡文武会員

朝比奈勝也会員

総員３５名 出席２８名 メーク ２名

欠席 ３名 免除 ２名 出席率91.18％

総員３５名 出席２８名 メーク １名

欠席 ４名 免除 ２名 出席率88.57％


