
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリー綱領：三好静子会員

□会員誕生日 ･･･朝比奈

□配偶者誕生日･･･吉本、吉岡

□結婚記念日 ･･･金澤、荒谷、小坂

□事業所創立 ･･･佐渡

□特別スマイル

・先日の4クラブ合同例会は多数出席頂き有難うご

ざいました。 （荒谷隆文）

・2月21日配布の次年度委員会構成表の中で金澤節

生会員のお名前を誤りました。深くお詫び申し

上げます。また会員の皆様には名簿の訂正をお

願いします。 （木村安伸）

幹事 久藤 孝仁

・第5期RLI-2710分科会研修パート2ご案内

ガバナー 大之木 精二

日 時 平成25年4月14日(日)

場 所 広島都市学園大学

登録料 8,000円

・福山RCEクラブ2710RC仮クラブ活動開始について

・第13回賀茂川の清掃について

日 時 平成25年4月21日(日)

集合時間 8:30

・RI3690地区(韓国)地区大会ご案内

日 時 平成25年4月19日(金),20日(土)

・4クラブ合同例会お礼 三原ＲＣ

・例会終了後理事会を開催します

・3月8日(金)10時より事務所引越しの準備を行い

ます。引越しは3月11日(月)業者により行います。

・今年度は竹原が4クラブ合同ゴルフコンペを担当

します。日時は5月26日(日)安芸C.Cで行います。

・羅東クラブの会員の方よりお土産を沢山頂いて

おりますのでお持ち帰り下さい。
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会長エレクト研修セミナー報告 地区協議会報告

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。ようやく春がやってきた感じが

します。先日の台湾羅東クラブ訪問では皆様ご苦

労様でした。素晴らしい表敬訪問になったと思い

ます。今回の訪問では、大森国際奉仕委員長、久

藤幹事に大変お世話になりました。あらためてお

二人にお礼を申し上げます。また同行頂いた家族

の皆様にも大変有難うございました。どうか宜し

くお伝え下さい。

3月5日の4クラブ合同例会には多数の皆さんに出席

頂いて誠に有難うございました。今回は円山会員

に出席頂きましたが、三原クラブに94歳の方がお

られますが、皆さんとの話を楽しみにしておられ

たとのことでした。大変お疲れ様でした。お陰様

で大変意義ある親睦例会になったと思います。

2月21日は新入会員研修会を吉岡研修リーダーの段

取りで開催して頂きました。テーマとして、

1、新入会員に期待するもの

2、より良いロータリアンを目指して

3、手続要覧及び会員の義務と特典について

藤中会員、本庄会員に講師をお願いし、2時間半の

長時間熱心に又真剣に勉強して頂いて大変有意義

なものになりました。皆さんご苦労様でした。ま

た今度は地区の新入会員研修会がございますので、

より一層ロータリーへの理解を深めて頂きたいと

思います。

3月の強調月間は「識字率こうじょうについて」で

ございます。クラブでは奉仕プロジェクト委員会

の担当月ですので宜しくお願い致します。これに

ついての話は次週の会長の時間にさせて頂きます。

3月記念日を代表して吉本会

員よりお礼の言葉が述べられ

ました。

□3班家庭集会 3班リーダー 土居 敏昭

3班家庭集会を3月14日(木)18時より竹原シーサイ

ドホテルに於いて開催します。是非ご出席下さい。

ロータリーの友3月号の先読み紹介が、吉岡情報委

員長より行われました。

国際奉仕委員長 大森 寛

2013年2月26日(火)～28日(木)の日程で台湾羅東ク

ラブへ表敬訪問を致しました。

2月26日(火)6時30分大広苑に集合しました。大成

さんのところのジャンボタクシーで空港へ向った

のですが、菅さんと事務局が朝寒い中、お見送り

に来て頂きました、有難うございました。

荒谷会長夫妻、久藤幹事夫妻とご子息、木村エレ

クト、夜船副会長、本庄会員、川本会員とお嬢さ

ん、土居会員夫妻、大成会員夫妻、中川会員、三

好会員、私の総勢17名で和やかに元気で行って参

りました。

日本時間9時に飛行機が広島空港を飛びまして、日

本時間11時30分に台湾に着くのですが1時間の時差

がありますので現地時間10時30分に到着しました。

空港へは羅東ＲＣの黄さん以下4名の方がお迎えに

来て下さいました。皆さんと握手して懇親を温め

ました。羅東ＲＣの方は帰られ、我々は観光バス

で羅東へ移動しました。その観光バスが、車体が

スウエーデン製、エンジンはドイツ製で、日本の

観光バスよりはるかに立派でした。一番前の席が

ファーストクラスで、ファーストクラス席に座っ

たのですが、とても眺めが良くて大変乗り心地の

良いバスでした。



会員 朝比奈 勝也

先ほどは誕生日を祝って頂

き有難うございました。今

日は三月誕生日の一人だけ

出席と云うことで、バース

デイソングを独り占めした

のですが、バースデイソン

グを聴きながら、しみじみと我が家の誕生日当日

のことを思い出しました。

3月2日の誕生日当日、プレゼントを妻と次女がく

れました。喜んで話をしてて、長女が黙っている

んですね。

長女に「まあこは、プレゼントくれんの？」と聞

いたんですね。そしたら黙って冷蔵庫を開けてバー

スデイケーキを出してきました。買ってきたんだ

と思いまして、「美味しそうだね」「わぁすごい

ね、どこで買ったん」と聞いたら「作った！」と、

正直凄くビックリしました。

ケーキを作った、作ったことがあるのかな、妻の

時、次女の時作ったかな、お菓子とか作ったこと

あるのかなと過去を思い出し、聞いてみたら、

「初めて作った」と云うんですね。それから凄く

照れくさくなりまして、嬉しいやら照れくさいや

ら、なぜか舞い上がってしまい、娘との会話もぎ

こちなくなってしまって、お礼もろくに言えなく

て、今頃になって嬉しい気持ちが込みあがってき

ている状態です。

その娘もこの春社会に出ます。残り何日間かです

が、余り会話のない親子ですが、ギクシャクした

会話をしみじみと味わいながら、少ない日にちを

共に過ごして、明るく見送ってやりたいと思いま

す。



 

藤三 

トヨタ 

新事務所 

小僧寿し ランプ 

ローソン 中電工 

185号線 

□日 時 平成25年3月7日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 10名

□議 題

①たけはら国際芸術祭2013後援の件 承認

②2013－14年度地区協議会の件 承認

日 時 平成25年3月20日(水)

登録料10,000×11名 昼食交通費

③会員合同研修セミナーの件 承認

日 時 平成25年3月23日(土)

場 所 広島県民文化センターふくやま

登録料 クラブ一律10,000円

④ロータリー世界平和フォーラム広島の件 承認

日 時 平成25年5月17日(金)～18日(土)

場 所 広島国際会議場

登録料 フォーラム10,000円パーティ10,000円

⑤沖田哲義ガバナーエレクトを囲む会2013－14年

度会長幹事会の件 承認

日 時 平成25年4月8日(月)

登録料 8,000円(１人)

⑥賀茂川清掃の件 承認

日時 平成25年4月21日(日)

⑦竹原市共同募金委員会審査委員推薦の件 承認

⑧新世代奉仕委員会活動の件 承認

高校でのあいさつ運動 付箋メモ配布

⑨松浦会員退会の件 承認

⑩花見例会の件 承認

日時 平成25年4月11日(木)

場所 正福寺花見 へんこつ苑

⑪新事務所へ物置購入の件 承認

⑫次年度活動へ向けてアンケート実施 承認

総員３４名 出席２３名 メーク ７名

欠席 ２名 免除 ２名 出席率94.12％


