
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的：堀越幹事

□会員誕生日 ･･･菅、佐藤、中川、川本、宮本

□配偶者誕生日･･･佐渡、本庄、大成

□事業所創立 ･･･下山

□就任スマイル･･･大成、朝比奈

□１００％出席･･･大成

・堀越幹事急場をしのいで頂き有難うございまし

た。 （市川重雄）

幹事 堀越 賢二

・例会終了後、定例理事会を開催します。

・ロータリーレート8月より100円です。

会長 木村 安伸

このところ不安定な天候が続いており、萩・津和

野方面では大災害が発生しました。また、明日か

らは気温が高くなるようです。熱中症対策を十分

に行ないましょう。

7月27日（土）大乗小学校で開催された第57回芸

南学童水泳大会に出席しました。また、暑い中に

も拘わらず夜船会長エレクト、久藤副会長、佐々

木副幹事、福本新世代奉仕委員長それに川本会員

にも出席して頂きまして、誠に有難うございまし

た。大会は、1年生から6年生まで多くの学童がひ

た向きで真剣に且つ夢中になって自己のベスト記

録を目差し泳ぐ姿は、感動を覚えずにはいられま

せんでした。今年は、新記録が生まれなかったこ

とが唯一残念でした。なお、参加校が11校、児童

数は166名と発表されました。

8月は、ロータリー特別月間の「会員増強および

拡大月間」であります。これまで、次年度の当ク

ラブ創立50周年に向けて下山会員増強委員長を先

頭に全会員が会員数を増やすために努力を重ねて

頂いていたところでしたが、7月末に1名が退会さ

れたので、本日現在は会員数が34名となりました。

ここ数年来、50周年時点での会員目標数を40名と

掲げてきていましたが、未だ目途が立たない状況

にあり、このままだとクラブの成長が覚束無くな

りかねません。この地域にも社会奉仕を通して世

のため人のために尽くされている方は、まだまだ

多くいらっしゃいます。このような「利他主義」

を実践されている方を見出すことは十分に可能だ

と思います。職業分類表の見直しも手掛かりにし

ながら、どうか広く地域内で新会員発掘に向けて

お互いに尚一層の知恵を絞って頂きますようお願

い申し上げます。

後になりますが、7月の出席率は、84.99％と可

なり低調な出だしでした。これを単純に過去の年

度と比較しますと、2004年7月～2005年6月の88.9

2％をも下回っています。どうか例会に出席して

頂きまして、楽しく活力のある運営にご協力願い

ます。止む無く欠席した場合は、メークアップに

努めて下さい。

これで会長の時間を終わります。

TAKEHARA ROTARY CLUB ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2710

WEEKLY BULLETIN 竹原ロータリークラブ週報

会 長 木村 安伸

会長エレクト夜船 正昭

副 会 長 久藤 孝仁

幹 事 堀越 賢二

副 幹 事 佐々木秀明

会 計 宮本 和彦

Ｓ Ａ Ａ 市川 重雄

副ＳＡＡ 菅 義尚

直前会長 荒谷 隆文

管理運営 本庄 純夫

会員組織 大成 義彦

奉 仕 吉本きよ子

広 報 三好 静子

Ｒ財米山 藤中 保

＜事務局＞〒725-0026竹原市中央4丁目8－2第一おおぎビル102号

TEL 0846-22-7570 FAX 0846-22-7651 Email:rc-take@estate.ocn.ne.jp

URL:http://www5.ocn.ne.jp/~rc-take/

＜例会場＞〒725-0021竹原市竹原町3591－1 大広苑 TEL 0846-22-2970

＜例会日＞毎週木曜日12：30～13：30 発行：クラブ広報委員会

２０１３年８月８日発行 ＮＯ.５

本日のプログラム ８月８日 次週のプログラム ８月２２日

会員組織委員会担当例会

卓話 大久野島支配人 西村 文博様
納 涼 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

【２０１３年８月１日 第２３９３回例会記録】



□50周年実行委員会 委員長 本庄 純夫

8月2日(金)50周年実行委員会第一回目を開催致し

ます。関係者の皆様には宜しくお願い致します。

□ロータリー情報委員会 委員長 大森 寛

ロータリーの友7月号、8月号についての詳解が行

われました。

□会員増強委員会 委員長 下山 生修

8日の例会の卓話ゲストは大久野島支配人西村様

です。宜しくお願い致します。

会員増強について、忠海・大乗地区の方は例会後

お集まり願います。

□親睦活動委員会 委員長 中川 康子

8月22日(木)かんぽの宿たけはらに於いて納涼例

会を開催致します。現在も参加者受付中です。是

非多数のご参加をお願い致します。

8月お誕生日を代表して佐藤会員よりお礼の言葉

が述べられました。

会員 宮本 和彦

「ゆく河の流れは絶えずして、

しかも、もとの水にあらず」

鴨長明は方丈記にこのように

書き出し、その流れは「久し

くとどまりたる例なし」と結

んでいます。人の世に於いて、

時代の移り変わり、時の流れ

はよく川の流れに例えられます。それは、時とし

て安らぎを感じさせるせせらぎであり、時として

社会・文化のみならず、人の心をも押し流す奔流

となります。そして決して同じ所に止まることな

く次の時代へと流れ続けていきます。

郵便事業と重ね合わせますと、郵便事業が歩んで

きた途も決して平坦ではなく、事業を取り巻く環

境は常に変化し止まることはありませんでした。

そうした時代の移り変わりの中で、操業140有余

年を数えます。

なぜ郵便が必要か。人類が自らの足跡を悠久の時

の彼方にまで記録することを可能にしたのは太古

の昔に文字を創造したことであります。そして、

文字の誕生と共に自らの意思を遠く離れた人に正

確に伝える手段としての「手紙」「郵便文化」の

原形がそこに芽生えていました。

しかし、限られた地域の人々や文字を知る人々だ

けのものであった「手紙」が多くの人々の生活に

密接な関わりを持ち、いつでもどこでも、誰にで

も自由に利用でき、明るく心豊かな暮らしを支え

る重要なメディアとなったのは、明治4年4月20日

(旧暦3月1日)に新式郵便が創始されてからであり

ます。

「郵便の父」と尊称される天才、前島密の英知と

勇気による郵便事業の建白がその実現の機となり

ました。

因みに、前島密氏は郵便創業以外に、郵便為替、

郵便貯金事業の創設、生命保険、養老保険の立案、

官営による電話交換業務の開始に貢献するほか、

鉄道事業の立案、海運事業の振興や陸運事業の創

業、新聞の創刊、盲学校の創設、早稲田大学の再

建等、明治政府に於いて幅広く活躍された人物で

あります。

そしてこの時、「方寸の芸術品」と称された、ま

た一国の自然・文化・産業等を世界に紹介するこ

とから「小さな外交官」とも称される「郵便切手」

が我が国に初登場し、親しみ易い郵便ポストが街

角に立ちました。

以来、郵便制度はわが国の歴史に深く関わり、社

会・経済・文化の発展に大きく貢献し、日常生活

に欠かすことの出来ない存在として定着しながら

今日に至っています。

明治4年4月20日(旧暦3月1日)に郵便は東京と大阪

からスタートしました。東京から差し立てられた

書状は、134通、大阪・京都から東京に差し立て

られた書状は合わせて40通でした。

現在は228億通（一日に6251万通）、創業の年に

郵便取扱所と呼ばれた郵便局は179局でありまし

たが現在では24,164局を数えるところでございま

す。翌年の明治5年、郵便は全国に実施され、こ

2013年7月27日(土)大乗小学校プールに於いて
第57回芸南学童水泳大会が晴天の中開催されま
した。参加応援された会員の皆様大変お疲れ様
でした。



の年度に開設された郵便局は1,159局。このうち

国が直接経営にあたったいわゆる官制の郵便局は

21局で、それ以外の局は国の事業に参加できるこ

とを名誉と喜び取扱役が土地や建物を無償で提供

したものであります。

郵便局1,305局、特定局18,273局となり、全国を

ネットワークする24,000の郵便局と云う場合は簡

易郵便局4,584局を加えたものであります。(民営

化前のデータ）

郵便事業は、信書の送達に独占権が与えられてい

ます。しかも国営の事業としてあまねく公平に利

用できるものであることが常に求められてきまし

た。そのサービスを提供できたのは、特定郵便局

の存在があったからであります。その特定郵便局

は、その成り立ちからも地縁性に恵まれていまし

た。その地縁性が郵便事業を支える大きな力となっ

たことは間違いないと思っております。

会員 川本 照夫

平成14年11月14日竹原ＲＣ入

会。当年8月17日で73歳。早い

ものでロータリー在籍10年余、

いささかボケを懸念される年

齢になりました。記憶に不安

を抱きながら当該2013－14年

度委員会活動計画を概観した

私の所感を率直に申し述べます。

尚、これは当該事業計画について、いささかの評

価をもするものではありません。この段、ご了承

下さい。

1．出席 2．親睦活動

「ファミリー」「ロータリー家族」の表現が並び、

その重要性がクローズアップされている。「新入

会員歓迎会」には出席したのか自問する次第で次

回からは必ず出席する。「会員相互のコミュニケー

ションを深める」親睦活動には是非参加したい。

3．プログラム

外部～会員、併せて「卓話の充実」に注目したい。

4．会員増強

「ＯＢ会員」を視野に広範な連携での会員増強は

私の記憶にはない斬新な取組みだ。

5．ロータリー情報（研修リーダー）

ロータリー36年の研修リーダーのもと、さらなる

研修に努めたい。

6．雑誌会報

「ロータリー関連書籍」学習、「会員の広場」

（会員投稿）等に積極的な姿勢を感じ深く自省す

る次第です。

7．職業奉仕

職業倫理へのアプローチ、関心はあれど理解に難

い。

8．社会奉仕

地域ニーズ調査から新しい奉仕活動を模索し計画

する。

9．新世代奉仕

「･･･グローバル人材の育成につながる独自企画」

に取り組む、ロータリー2年目37歳の若きリーダー

に期待しています。

10．ロータリー財団・米山記念奨学会

藤中担当理事7月25日、例会において詳細かつ完

璧な説明がなされましたので省略します。

11．会計

予算執行及び月次収支精査ご苦労様です。

12．ＳＡＡ

「ゲスト・ビジターの来訪者には全会員がおもて

なしの心を表し歓迎する」「例会時のマナーは各

自厳守する」に留意し、楽しい有意義な例会にし

たいものです。

□日 時 平成25年8月2日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①8月8日(木)卓話の件 承認

休暇村 大久野島 支配人 西村文博様

②職場例会の件 承認

日時 平成25年10月31日(木)

場所 アヲハタ（株）ジャムデッキ

③第5期RLI-2710分科会パート3及び卒後プログラ

ムの件 夜船会長エレクト出席 承認

日時 平成25年9月7日(土)

場所 ホテルグランヴィア広島

④竹原市まつり協会会費の件 10万円 承認

⑤バナー作成の件

50枚＠2,100円（オクトン） 承認

費用：竹原ＲＣ基金より

⑥広島県防犯連合会賛助会費の件 1万円 承認

⑦奉仕プロジェクト活動など行事で配布する「ティッ

シュ」作成の件

2,000個 費用：社会奉仕予算より 承認

⑧広島・ホスピスケアをすすめる会竹原支部2013

年度シンポジウムに関わる名義後援の件 承認

日時 平成25年11月17日(日)

場所 大広苑

⑨円山会員への感謝状及び記念品の件 承認

費用：クラブ管理（親睦）予算より

⑩地区大会交通手段 城南観光 84,000円 承認

⑪安芸津町ふれあい夏まつりの件 承認

日時 平成25年8月24日(土)

子育て支援として授乳施設及びおむつ交換台を

設置する。オムツ交換台：竹原支役所より借用、

ベビーサークル：安芸津町世代間交流より借用

《出席報告》

会員数３４名 出 席２８名 メイク １名

欠 席 ４名 免 除 １名 出席率８８．２４％


