
□ビジター：原田知治様（呉ＲＣ）

□事業所創立･･･田中

□特別スマイル
・忘年家族例会で皆様の前で金婚の祝いをして頂

き有難うございました。 （市川重雄)

副幹事 佐々木秀明

・竹原商工会議所2014年新春互礼会

日 時 平成26年1月18日(土)

場 所 大広苑

・チャリティダンスパーティご案内

国際ソロプチミスト竹原

日 時 平成26年2月11日(火)

場 所 安芸津生涯学習センター

・平成26年成人式の開催について

日 時平成26年1月11日(土)

場 所 竹原支民館ホール

・創立20周年記念式典ご案内 広島空港ＲＣ

日 時 平成26年4月12日(土)

場 所 フォレストヒルズガーデン

・例会変更 広島空港ＲＣ

1月8日(水)⇒同日新年互礼会

2月5日(水)⇒2月1(土)ＩＭ

□ＳＡＡ 市川 重雄

次の例会は1月9日(木)の新年互礼会となります。

お間違えのないようご協力をお願い致します。

会長 木村 安伸

皆さん今日は。本日のビジターでいらっしゃいま

す呉ロータリークラブの原田会員様ようこそ竹原

ロータリークラブにお越し頂きました。原田様に

は今年2月当クラブが台湾の羅東ロータリークラ

ブを訪問した際、旅行の世話をして頂きまして有

難うございました。お陰様で安全で楽しい旅を終

えることが出来ました。今朝方当クラブの会員が

急逝されましたので、急遽本日のプログラムが変

更となりましたことをご諒承願います。

（※以下の文章は、例会での報告を取り止めたの

で週報に掲載したものです。）

去る、7日(土)の忘年家族会には、会員ロータリー

ファミリー合わせて87名もの方々に出席して頂き

ました。華やかな雰囲気の中で、会員間の親睦の

輪がより広まったことと存じます。私もサンタ役

を演じられたことが良き思い出となるでしょう。

改めて親睦委員会の皆様にお礼を申し上げます。
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本日のプログラム １月９日 次週のプログラム １月１６日

新 年 互 礼 会
誕生祝・各会員各記念日祝

誕生月該当者会員卓話

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１２月１９日 第２４１２回例会記録】

故 川本 照夫 殿
2013年12月19日ご逝去(享年73才)

ロータリー歴

2002年11月14日入会

2006～2007年度会長

川本照夫会員ご逝去のご報告

会員の皆様に悲しいご報告をお伝えします。

川本会員は、広島市の県立病院に於いて10月に約

10日間入院され、内視鏡による胃の悪性腫瘍摘出

手術を受けられました。更に同病院に今月9日入

院されて、10日腹腔鏡にて胃部を３分の一摘出し

療養中でございましたが、本日早朝体調が急変し

突然ご逝去されました。ここに謹んで弔意を表し、

ご冥福をお祈り致します。 （会長 木村安伸）



また、クリスマスケーキをご提供頂きました市川

会員それと賞品をご用意下さいました坂田会員、

本庄会員、中川会員、吉本会員に厚く感謝申し上

げます。

さて、本日は本年度前半の最終例会でございます

ので、これから前半を振り返ってみます。

先ず、私の年度も実質的に6月のリハーサル月間

から始まりました。16日(日)に開催された円山会

員主催の「第3回井坂斗絲幸社中津軽三味線東日

本大震災復興チャリティーコンサートは」、会員

皆様のご協力を得て大盛況を博し、義援金891千

円を福島県小高ロータリークラブに寄付されまし

た。27日(木)平成25年度第1回竹原市民共同募金

会審査および運営委員会に出席し、また同日平成

25年度竹原まつり協会役委員総会に出席しました

が、更に同日には、お別れ例会も開催されまして

多忙な1日でした。29日(土)平成25年度「少年の

主張中学生話し方大会」に、福本新世代奉仕委員

長に出席して頂きました。30日(日)～リフレッシュ

～瀬戸内～的場海岸掃除は、10数名の会員並びに

ご家族に参加して頂きました。誠にご苦労様でし

た。

2013－14年度がスタートした7月4日(木)会長・幹

事方針を発表し、私は4項目の重点目標を掲げま

した。同日堀越幹事と共に小坂竹原市長を表敬訪

問し、就任の挨拶を致しました。11日(木)と18日

(木)に委員会活動計画を各委員長に発表して頂き

ました。27日(土)「第57回芸南学童水泳大会」に

会員6名が出席し盛んに応援しましたが、今年は

新記録が生まれず残念なことでした。

8月2日(金)創立50周年実行委員会結成後初の全体

会議が開催され、本庄委員長から今後の取り組み

について詳細な説明と会員に支援、協力依頼が行

われました。18日(日)「第11回女性ロータリアン

の集い」に中川会員、吉本会員が出席されました。

毎年のご参加ご苦労様です。22日(木)かんぽの宿

竹原で納涼例会が開催され、会員及び配偶者39名

の出席を得て和気藹藹と有意義で楽しい一時を過

ごしました。24日(土)「安芸津ふれあい夏まつり」

は、会員13名の手伝いを受けました。当日は生憎

の雨だったこともあり、初の試みであった「子育

て支援ブース」の利用は振るいませんでした。25

日(日)地区指導者育成セミナーに藤中R財団委員

長、大成会員組織委員長と私の3名が出席しまし

た。29日(木)プレ公式訪問に元廣ガバナー補佐、

宇根本ガバナー補佐幹事の出席を得て元廣ガバナー

補佐の卓話とガバナー公式訪問時フォーラムの議

題の参考に資するためのクラブアッセンブリーを

開催しました。

9月7日(日)第5期RLI－2710分科会研修PartⅢ＆卒

後プログラムに夜船会長エレクトが参加され、卒

業されました。12日(木)ガバナー公式訪問に沖田

ガバナー、櫛田随行幹事、元廣ガバナー補佐、小

林ガバナー補佐幹事の4名が出席されました。沖

田ガバナーは、卓話で職業奉仕の研究と深化を考

えて頂きたいと述べられ、またフォーラムでもこ

れらを中心に熱心な討議が行われました。16日

(月)安芸津町敬老会は、佐藤会員に出席して頂き

ました。17日(火)竹原市暴力追放市民協議会運営

委員会に出席しました。19日(木)の例会は、本年

度例会を4回夜間に変更して開催する第1回目でし

た。タネットのテレビカメラも入り岡田アナウン

サー兼シンガーソングライターの歌と演奏を交え

た卓話を楽しみ、この模様は後日タネットで放送

されました。29日(日)「吉名ふれあいスポーツ大

会」が開催され、数名の会員が参加されました。

10月1日(火)平成25年度共同募金の街頭募金が、

フジ竹原店前で行われ、佐々木副幹事が参加され

ました。5日(土)竹原商工会議所創立60周年記念

式典に久藤副会長が出席されました。また、同日

私と佐々木副幹事は、地区大会初日の会長幹事会

に出席するため下関へ出発し、翌6日(日)には会

員14名と事務局が参加されました。長旅であった

ためお疲れ様でした。17日(木)月見例会を黒浜に

て開催し、会員25名、配偶者・家族14名、事務局

の40名が出席されました。24日(木)例会に竹原中

学校斎藤美由紀校長を招聘し、「こどもの光・可

能性をどう伸ばすか～カウンセリング・マインド

の視点を通して～」と題する卓話をして頂きまし

た。27日(日)ぶちええ竹原まつり会場で実施した

「ポリオ撲滅バザーおよび募金活動」は、当日会

員13名と事務局の協力を受け、収益金72,532円を

ロータリー財団へ送金しました。31日(木)アヲハ

タ(株)さんにお願いした職場例会は、「ジャムデッ

キ」で開催致しました。

11月3日(日)竹原市制施行55周年記念式典に出席

しました。17日(日)広島ホスピスケアをすすめる

会竹原支部主催のシンポジウムに市川SAA、夜船

会長エレクトと共に出席しました。23日(土)「第

40回聖恵文化祭」に会員11名、家族2名、事務局

の14名がボランティアとして参加しました。また、

同日私は竹原ライオンズクラブ55周年記念大会に

出席しました。更に、同日と24日の2日間海峡ビュー

しものせきで開催された「RYLA」に的場会増野様

と福本新世代委員長が参加され、28日(木)増野様

にその報告をして頂きました。28日(木)年次総会

を開催。次年度役員・理事11名が決定しました。

12月5日(木)例会で下山会員が次年度SAAとして紹

介されました。7日(土)の忘年家族例会について

は、概略冒頭に述べました通りであります。

ここまで前半の例会運営と委員会活動に対する会

員皆様のご理解とご協力を賜りましたことに心よ

り厚く御礼申し上げます。

年末まで後10日程となりました。皆様には、お元

気で良いお年をお迎えになられますようご祈念致

します。有難うございました。

□日時 平成25年12月19日(木)

□議題

①フィリピン被災地区への義援金の件 承認

1人1,000円

②事務局年末年始休暇の件 承認

2013年12月27日(金)～2014年1月5日(日)

《出席報告》

会員数３４名 出 席２５名 メイク ５名

欠 席 ３名 免 除 １名 出席率９１．１８％


