
2013年10月10日 第2402回

□ソング：我等の生業
□食 事：１００万ドル
□ビジター：東城ＲＣ 一森 義史様

□会員誕生日･･･原田
□特別スマイル
・四代目の曾孫（男）が生れました。（円山啓壮）

・朝比奈委員長の委員会名を間違って報告しまし
た。大変失礼しました。 （市川重雄）

・先走りしました。申し訳ございません。
（堀越賢二）

幹事 堀越 賢二
・竹原市暴追市民総決起集会及び街頭パレード

10月19日(土)13:30～
・混声コーラスただのうみ20周年記念コンサート

12月15日(日)14:00～ 竹原市民館
・吉名町ふれあいスポーツ大会お礼状
・竹原商工会議所創立60周年記念式典お礼状
・竹原商工会議所ファンタスティックCCI2013後

援お礼状
・地区大会お礼状
・ぶちぇぇ竹原まつり関係者会議開催ご案内

10月18日(金)14:30～
竹原商工会議所

・キャリアスタートウィーク実行委員会ご案内
10月30日(水)15:00～ 竹原市民館

・例会終了後、臨時理事会を開催します。

・原田会員からお手紙が届いています。

会長 木村 安伸
皆さんこんにちは。心配された台風24号は、昨日
日本海で温帯低気圧に変わり、当地方では然した
る被害も受けず安堵しました。
先日の2013－14年度RI第2710地区の地区大会には、
当クラブから会員16名と事務局重友さんに参加し
て頂きまして誠にありがとうございました。開催
地の下関市までバスでの往復には、さぞやお疲れ
のことでしたでしょう。後ほど、私は地区大会第
1日目の報告をさせて頂きます。
さて、本日メークアップにお越しになられました
東城ロータリークラブの一森義史会員様は、東城
高校インターアクトクラブ設立に協力され、今春
忠海高校に着任されました内海校長先生と親しく
されていらっしゃるそうです。そこで一森様にご
無理を申し上げまして、この後短時間ですが卓話
をしていただきますので、ご期待下さい。
これで会長の時間を終わります。

□社会奉仕委員会 委員長 朝比奈勝也
10月8日(火)デートDVの件について奉仕プロジェ
クト委員会と行政との初顔合わせ・打ち合わせ会
を行いました。内容につきましては理事会へ諮ら
せて頂き、それを経て皆様にご案内したいと思い
ます。
□ロータリー財団委員会 委員長 藤中 保
今年度、沖田ガバナーが財団活動にポリオプラス

へ1人5＄の目標を掲げられています。（現在ロー

タリーレート１＄＝100円）この現状を踏まえて、

会員の皆様にはポリオプラスへ500円の資金提供

を宜しくお願い致します。
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本日のプログラム １０月２４日 次週のプログラム １０月３１日

外 部 卓 話

竹原中学校校長 斎藤 美由紀様
職 場 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１０月１０日 第２４０２回例会記録】

【２０１３年１０月１７日 第２４０３回例会記録】



「第１日目報告」
会長 木村 安伸

10月5日（土）地区大会第1日目の本会議/会長・
幹事会は、下関シーモールホールにて14時沖田ガ
バナーの点鐘で始まり、ガバナー挨拶、坂本敏雄
RI会長代理挨拶、クラブ表彰、前年度決算報告、
監査報告そして長期計画委員会報告が行われた後
に「『ロータリーに魅せられて』ロータリーは新
会員とともに」と題する基調講演を講師の坂本敏
雄RI会長代理がされました。
坂本氏は、医学博士で2007－2008年度RI第2750地
区ガバナーを務められ、国際ロータリーで幅広く
ご活躍されています。
講演は、スライドを使用して順番に説明されるの
ですが、私たちの席が会場の後方であったために
活字が読み辛く、尚且つ音声もかなり聞き取れな
くてほとんど記録を取れませんでした。
断片的ながら、戦略計画の推進、ポリオ撲滅活動、
会員増強などなどについて詳細に説明されました
が、歴史的にも古い事柄には馴染のないものが多
くありましたので、詳しくは今後届く地区大会特
集号で確認したいと思います。
講演の最後に、ロータリーの最終的な目的の一つ
は「世界平和」であり、これに関連したポールハ
リスの次の言葉が紹介されました。
「無知と知識の戦いは、無知の方が勝ち。さらに
情熱、憎悪、軽蔑の間に横たわるものは、無知で
あり。無知は平和への脅威である。」
18時からは、RI会長代理ご夫妻歓迎晩さん会が催
され、20時50分閉宴となりました。
私は、当日風邪気味でもありましたので、しっか
り役目を果たすことができず、皆様に申し訳なく
存じます。

「第２日目報告」
幹事 堀越 賢二

皆さん早朝よりありがとうございました。
私は大会プログラムの内容の報告ではなく、初め
て参加した地区大会について自分の感じた事を報
告させていただきます。
まずバスで会場入りする時からや会場内に入って
からも、下関RCのメンバー皆さんの素晴らしいア
テンドでおもてなしの心を感じさせていただき気
持ちよく大会に臨むことが出来ました。
我々竹原RCも来年度の50周年の時にはバタバタし
ていても常にメンバー全員がおもてなしの優しい
気持ちを持って臨まなければならないと思いまし
た。
私が今回何より良かったと思ったものは、(株)イ
エローハット創業者の鍵山秀三郎氏の記念講演で
した。

掃除実践60年の「人生と経営と哲学」と題した内
容は素晴らしいもので、10年偉大なり・20年畏る
べし・30年歴史なる この言葉は継続して徹底し
て実践することの大切さはロータリー活動は勿論
ですが事業にも通じるものでした。
しかし最近は自分さえ良ければ良いといった社会
になってきてるのではないか、助け合って生きて
いけば弱点が強みになるはずだ、上流だと思って
いる人間がいるが必ずしもその人たちは上品では
ない。心の幸せは自由のなかにあるのではなく義
務を甘受する中にあるとサンテクジュペリの夜間
飛行の一節を引用し述べられました。
梵字徹底 すべてに行き届いていること、その人
の主義と行動が迷うことなく一貫していることで
全ての物を活かし尽くすことにある。心に染み入
る言葉の連続でした。
「やっておいて良かった」と思える事はその時に
自分が実践し行動したからこそ感じられる事で、
「やっておけば良かった」には悔いしか残らない。
幸せは3つあって、もらう幸せ・できる幸せ・あ
げる幸せ 何事にも4つのテストに照らして実践
し行動することで人生が明るく豊かなものになる
のだろうなと感じました。やはり人の心に響く内
容の講演を聴くと自分自身が幸せになるなぁと改
めて思いました。
次年度の地区大会は福山なので移動にかかる時間
が少なくてすみますので、皆さん奮ってご参加く
ださい。

□日 時 平成25年10月10日（木）
□場 所 大広苑
□出席者 12名
□議 題
①創立50周年記念式典の件 承認

・日 時 平成26年11月15日（土）
・場 所 大広苑
・登録料 会 員10,000円

同伴者 5,000円
・特別積立金 3,000円×12ヵ月

（平成25年11月～平成26年10月）
・円山会員より寄附40万円は50周年へ使用
・原田会員より創立50周年への寄附40万円

②采谷記念ラビットクロカンＩＮ大久野島'13
協賛金依頼の件 10,000円 承認
日 時 平成25年11月10日(日)
場 所 休暇村 大久野島

③Ｇ９インターシティ・ミーティングの件 承認
日 時 平成２６年２月１日（土）
場 所 西山別館
登録料 クラブ登録料 会員数×2,000円

メンバー登録料＠8,000円
交 通 貸切バス52,500円

④沖田哲義ガバナーへの記念品の件 承認
⑤竹原市制施行55周年記念式典の件 承認

日 時 平成25年11月3日（日）
場 所 竹原市民館

⑥2015-16年度ガバナー補佐（竹原担当)人選の件
承認

パスト会長で構成する選考委員会を設置する

《出席報告》

会員数３４名 出 席２９名 メイク ３名

欠 席 ３名 免 除 ２名 出席率９１．１８％



2013年10月17日 第2403回
月見例会★

□ソング：それでこそロータリー
□出席者：会員25名,配偶者家族14名,事務局

計40名

幹事 堀越 賢二
10/27ぶちぇぇ竹原でポリオ撲滅募金バザーを行
います。ご家庭の遊休品がございましたらバザー
へのご提供をお願いします。又、当日のお手伝い
も宜しくお願いします。

会長 木村 安伸
本日は、３年振りにここ黒浜さんに於ける「月見
例会」でございます。本庄会員には、職業奉仕の
理念に則り、月見例会を快く受け入れて頂いたも
のと思います。誠に有難うございます。
親睦委員会の皆様には、8月の納涼例会に続いて
お世話をして頂きますが、どうか宜しくお願い致
します。尚、中川親睦委員長にマイクロバス２台、
市川SAAに月見団子と饅頭、そして土居会員にマ
イク装置をそれぞれご提供頂きました。心より感
謝申し上げます。
さて、今宵のこの雰囲気での会長のこれ以降の固
い話は、省かせて貰うことにしましょう。皆様ど
うかご諒解願います。
簡単ですが、これで終わります。
＜月見例会ご挨拶＞
改めまして皆さん今晩は。本日は多くのご夫人を
お迎えしての「月見例会」でございます。
今夜は、旧暦の9月13日でありまして、丁度運よ
く『十三夜』です。
この十三夜は、「後の月」、「豆名月」、「栗名
月」とも言います。
9月13日の夜は、中秋の名月である「十五夜」に
次いで美しい月とされ、宮中では、古くから宴を
催すなど月を鑑賞する風習があったそうです。
当クラブでは、市川会員に毎年月見団子をお供え
して頂いておりまして、厚く御礼申し上げます。
既に、目の前には沢山のご馳走も並べられていま
すので、挨拶はこの位にして、これからは遠慮な
く食べ、且つ飲みながら会員間の懇親をより深め
乍ら、大いに楽しむことにしましょう。

《出席報告》

会員数３４名 出 席２４名 メイク ４名

欠 席 ４名 免 除 ２名 出席率８８．２４％


