
4月4日第2377回

□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリー綱領：小坂会員

□会員誕生日 ･･･円山、大田、大森、本庄、荒谷

□結婚記念日 ･･･本庄、大成、佐々木、木村、

原田

□配偶者誕生日･･･大森、梶谷

□事業所創立 ･･･久藤、三好、宮本、円山、大田、

原田

□年賀状 ･･･老田

□米寿スマイル･･･円山

□喜寿スマイル･･･大森

□特別スマイル

・県道沿いの遊休地に産業用ソーラー施設を設置

しましたが、農業もソーラーもお天気任せです

から心配です。 （佐渡文武）

幹事 久藤 孝仁

・例会終了後、定例理事会を開催します。

会長 荒谷 隆文

皆さんこんにちは。今月は雑誌月間でございます。

ロータリアンはロータリー誌購読の義務がござい

ます。日本での「ロータリーの友」は、以前では

読まれないベストセラーと言われておりましたが、

最近は読者を考えた内容になり、ロータリー情報

が沢山盛り込まれております。特に入会の浅い会

員の皆様には是非読んで頂いて、ロータリーの理

解を深めて頂きたいと思います。先般のクラブで

の新入会員研修会で、皆さんにロータリーを好き

になって頂きたいと申し上げましたが、それには

先ず、ロータリー誌を読み、卓話を聞き、そして

ロータリー研修に参加することで、よりロータリー

を知り、理解を深めていくことになるのではない

かと思います。今回地区が初めて新入会員の研修

会を企画致しましたがクラブでは参加者が０でご

ざいました。それぞれご事情があると思いますが、

この企画は年度初めに発表されましたし、また12

月のガバナー公式訪問でも紹介され、幹事からも

参加のお願いを致しておりました。私自身研修該

当者は当然参加して頂けるものと考えておりまし

たので、会長として大変残念に思います。今年度

は、ガバナーが信条として、もっとロータリーの

知識を深めていくことを特に強調されております。

クラブに於いても、情報委員会、プログラム委員

会等でいろいろとロータリーを学ぶプログラムを

考え、実行して頂いてきたと思いますが、これが

皆さんに十分浸透されていないようで、会長とし

て大変責任を感じております。これからの竹原Ｒ

Ｃを牽引して頂くロータリアンの皆さんに是非と

もクラブへの意識を高めて頂くよう今一度お願い

申し上げます。
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本日のプログラム ４月１８日 次週のプログラム ４月２５日

卓 話

中国新聞社 竹原支局長 山下 悟史様

卓 話

東広島市消防局 竹原消防署

署長 有川 正春様

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



4月お誕生日を代表して本庄会

員よりお礼の言葉が述べられま

した。

会員 円山 啓壮

私は昭和40年1月7日にロータリー

へ入会しました。その時の正岡

ガバナーから、「ロータリーは

出席に始まり出席に終る」、

「卒業もないが落第もない」、

「例会へ出て研鑽し」、「奉仕

を学び、奉仕を実践しなさい」と学び現在に至っ

ております。

会員 坂田 武文

歳をとると、生きることの難し

さが身に沁みる昨今です。社会

の変わる様についていくのが難

しく感じています。

家庭では孫達に囲まれて楽しく

過ごしておりますが、孫達も成

長すると自分の思いを主張します。私が若いとき

に親から躾られた様に、孫にも同じように躾のつ

もりで注意するのですが、今の世代にはなかなか

受け入れてもらえないようです。

私も、若いときには親の言葉は漠然と聞いていま

した。今考えますと、とても有難いことだったな

と感謝しています。

吉田松陰の歌「親思う心にまさる親心 今日のお

とずれ何ときくらん」子どもが親を思う以上に、

親は子どものことを気にかけているのだと解釈し

ています。私の子供は40代ですが、いつまでも心

配が尽きません。私の息子、孫達に対する思いの

ように、私の親も私に対し、同じような思いでい

てくれていたんだと、この歳になり思うことがで

きます。

いまの歳になりますと、色々と考えさせられるこ

とがあります。私は家の中での仕事で、外へ出る

機会が少ないのですが、ロータリーへ入会させて

頂き、いろいろと教えられ、精神的な支えにもなっ

ております。

会員 大田 嘉弘

私は、昭和41年9月にロータリー

へ入会しました。現在入会順で

は円山会員に次いで2番目です。

あと2年で創立50周年、頑張りま

す。

会員 大森 寛

三月から卓話の時間を度々頂き

大変有難うございます。ロータ

リーの話は今日は止めまして、

月曜日の8時から「Ｑさま」とい

う番組がございます。ロザン宇

治原さんや、伊集院さんが出演

されているクイズ番組で、好きで毎週見ているの

ですが、その中で大変興味のある問題がありまし

たので皆さんにご披露したいと思います。多分誰

も知っている方はいないと思います。

日本銀行は「日銀」、特別急行列車は「特急」と

言います。では皆さん、いつも手紙に貼っている

切手はなんでしょうか？

わかる方いらっしゃいますか？これは非常に古い

言葉から来ているそうで、切符は「切符手形」だ

そうです。また一つ偉くなった気持ちです。

□日 時 平成25年4月4日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①円山医院主催津軽三味線コンサート後援名義使

用の件 承認

日時 平成25年6月16日(日)

②寄贈品清掃作業の件 承認

日時 平成25年5月11日(土)10:00～12:00

各清掃場所へ集合 昼食はバンブー公園

③新年互礼会決算の件 承認

④4月25日(木)外部卓話の件 承認

東広島市消防局竹原消防署署長 有川正春様

⑤事務所移転費用の件 承認

⑥新入会員推薦の件 承認

⑦創立50周年実行委員会設立の件 承認

⑧あいさつ運動の件 承認

忠海高校270人、竹原高校350人、豊田高校130人

付箋(広告付き)＠130×750人＝97,500円

⑨例会用ラジカセ購入の件 承認

＜4月11日持ち回り理事会＞

①4月18日外部卓話の件 承認

中国新聞社 竹原支局長 山下悟史様

□日 時 平成25年4月4日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 9名

□議 題

①地区大会等積立金等の件 毎月＠1,000円

承認

（４／４）
総員３３名 出席２５名 メーク ２名

欠席 ４名 免除 ２名 出席率87.88％



4月11日第２３７８回
花見例会 安芸津町 正福寺 へんこつ苑

□ソング：奉仕の理想

□出席者：会員23名、配偶者8名、事務局 計32名

会長 荒谷 隆文

本日は親睦活動委員会による花見例会でございま

す。ロータリーは、親睦に始まって奉仕に終ると

云われております。今日は折角の機会ですので親

睦をしっかり深めて頂きまして、竹原ロータリー

クラブの成長の為の土壌を作って頂きたいと思い

ます。どうぞ宜しくお願い致します。

□奉仕プロジェクト委員会 委員長 土居 敏昭

忠海高校でのあいさつ運動は4月25日(木)に行いま

す。7時45分～8時30分、服装は正装の上バッチ着

用でお願いします。

竹原高校は5月9日(木)に行う予定です。

（４／１１）
総員３３名 出席２１名 メーク ４名

欠席 ６名 免除 ２名 出席率81.82％


