
□ソング：国歌･奉仕の理想

□ロータリーの目的：吉岡一眞会員

□会員誕生日 ･･･佐々木、朝比奈

□配偶者誕生日･･･吉岡、吉本、佐々木、川崎

□結婚記念日 ･･･荒谷、金澤、小坂

□事業所創立 ･･･佐渡

□特別スマイル

・川崎新会員の入会を御祝申し上げます。我々と

共に奉仕の理念を学び奉仕活動を実践しましょ

う。 （木村安伸）

・川崎俊和さんの入会を心から歓迎致します。

（下山生修）

副幹事 佐々木 秀明

・例会変更 三原RC

4月8日(火)⇒同日18:30～花見例会

・例会終了後定例理事会を開催します。

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。

会長 木村 安伸

去る3月5日（水）フォレストヒルズガーデンで開

催された四クラブ合同例会に出席された会員の皆

様ご苦労様でした。例会では、四クラブの次年度

役員紹介が行われ、その後の懇親会は一同和気藹々

と親睦と友情の輪が拡がり、楽しく過ごす中にあっ

という間に閉会となりました。次年度の四クラブ

合同例会は、当クラブが開催を引き受けることと

なっています。

さて、本日は約1年振りに新会員の川崎俊和様が

当クラブに入会されました。33名の会員一同心よ

り歓迎申し上げます。お陰様で私も今嬉しい気分

に浸っています。

ロータリーは、人道的奉仕を行い、あらゆる職業

に於いて高度の道徳的規準を守ることを奨励し、

かつ世界に於ける親善と平和の確立に寄与するこ

とを目指した実業人および専門職業人が世界的に

結びあった団体です。

川崎新会員とは、これから我々と共にロータリー

を学び合い、かつロータリーを楽しみながら社会

奉仕を更に広め、お互いの人間性も向上していき

たいと思います。なお、次の三点について遵守し

て頂きますようお願い致します。１．例会への定

期的な出席、2．会費の納入、3．ロータリーの雑

誌購入で御座います。

次に、明後日の15日（土）は、会長エレクト研修

セミナー（PETS）が開催され、夜船会長エレクト

が出席されます。PETSの目的は、次期クラブ会長

がその任に備えるために研修を提供することであ

り、会長エレクトは、クラブ運営の指針を模索す

る貴重な場です。有意義なものになることを期待

します。

以上で会長の時間を終わります。
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外 部 卓 話

竹原郷土文化研究会 会長 福本 榮 様
社会奉仕委員会担当例会

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

【２０１４年３月１３日 第２４２２回例会記録】



□1班家庭集会 班長 本庄 純夫

本日18時より大広苑に於いて開催しますので関係

者の方は宜しくお願いします。

□2班家庭集会 班長 大森 寛

3月15日(土)18時より宗良庵に於いて開催致しま

す。宜しくお願いします。

□お 名 前 川崎 俊和

□事 業 所 社会福祉法人

聖恵会 理事長

□職業分類 社会福祉施設

＜ご挨拶＞

皆様こんにちは。忠海にありま

す社会福祉法人聖恵会の川崎と

申します。平素は文化祭などを通して皆様には大

変お世話になっておりますことを先ずは御礼申し

上げます。私に出来ることが少しでもあるのなら

ばと今回入会させて頂くことになりました。これ

から仲間としてご指導頂きますよう宜しくお願い

致します。

会員 朝比奈 勝也

先ほどは誕生日を祝ってくださ

り誠に有難うございました。私4

9歳になりました。あと一年で50

歳ですので、充実した濃い一年

にしたいと思っております。

ロータリーへ入会して十数年経

ちます。仕事は自分の生活の糧でしかないと思っ

ていたのですが、ロータリーで奉仕の理想や超我

の奉仕など色んな言葉に出会い、常に自分に問い

かけするようになり大変感謝しています。お手元

に今月号の当店のチラシを配布させて頂きました。

これは毎月聖恵会に印刷してもらい、竹原市内全

域に配布しています。本当はこれの説明をしたかっ

たのですが風邪の為見て頂くということでご勘弁

下さい。引き続きロータリーの理念を常に頭に於

いて事業をしたいと思っております。有難うござ

いました。

会員 大成 義彦

みなさん、今日は。毎々面白

くもおかしくもなく役に立た

ないお話で恐縮ですが、わた

くし、この3月10日,11日と、

さる委員会に出席するため東

京へ出張して参りました。昼

過ぎの到着でしたので、国交

省の地下の蕎麦屋へ行こうとして、私よりちょっ

と若い同僚と行ったのですが、緩やかな坂を早足

で歩けないのです。着くのに息が切れました。そ

う言えば、 近心なしか目と耳が遠くなった気が

します。ほんとに自分が嫌になって来ます。若干

トシを感じる頃合になってしまい、法的にも高齢

者に分類されるようです。ほんの昨日までは青春

時代だったのに、と、その頃の詩を思い出しまし

たので、さわりを抜粋してご紹介いたしたいと思

います。かのマッカーサー元帥が座右の銘として

いたといわれ、皆さんも既にご存知の「青春」サ

ミエル・ウルマン作

青春とは人生のある期間を言うのではなく心様相

を言うのだ。

年を重ねただけで人は老いない。理想を失う時に

初めて老いがくる。

歳月は皮膚のしわを増すが情熱を失う時に精神は

しぼむ。

人は信念と共に若く

人は自信と共に若く

希望ある限り若く

疑惑と共に老ゆる

恐怖と共に老ゆる

失望と共に老い朽ちる

大地より、神より、人より、美と喜悦、勇気と壮

大、偉力と霊感を受ける限り人の若さは失われな

い。

＝後略＝

はい！ちょうど時間となりました、終わります。

ご清聴有難うございました。

会員 佐々木 秀明

先ほどは誕生日を祝って頂き

まして有難うございます。63

歳となりました。20年ロータ

リーに在籍し私自身が大変驚

いています。43歳で入会しま

したが40、50代は人生の中で

一番忙しい時期です。若いときに入ったので仕事

が大変忙しく、例会出席には大変苦労しました。

私の仕事は汗をかき、ほこりをかぶり、例会出席

するためにシャワーを浴びて作業服から背広に着

替えるのが大変でした。正直言いまして何度も退

会を考えました。しかしクラブには30年40年と云

う方達が8名おられます。その方に興味を持ち色々

と質問をしました。菅さんは27歳、大田さんは31

歳、金澤さんは32歳の若さで入会されています。

この方に退会を考えたことはあるのかと聞きまし

たら、若い時は辛かったが考えたことはないと言

われました。私はビックリしました。ロータリー

の妖怪にはまっているのかと思いました。ロータ

リーの魅力は何ですかと聞きましたら、円山先生

はロータリーは超我の奉仕しかないと言われまし

た。超我の奉仕はロータリー用語では知っていま

したが早速調べてみました。やはり素晴らしいこ

とが書いてありました。是非皆さんも調べてくだ



さい。他の方にも聞きました。入会して他の業種の

方と知り合い、ロータリーの中で友人になり、例会

出席することで友情を深めたり、ロータリーは本音

が話せるところ、また本音を聞いてくれるところ、

会員との意見交換や会員と奉仕活動が行える、皆さ

んとても素晴らしいことばかり云われました。今度

は嫌なことを聞きたいと思っています。私も入会し

て20年になりますが、何故続いたかと申しますと一

業種制で多くの会員の方と知り合えたことが一番だ

と思います。これからも新しい会員が入り、多くの

会員たちと奉仕活動等したいと思っています。 後

に、健康が第一です。皆さん、身体に気をつけてロー

タリーを楽しんでください。

□日 時 平成26年3月13日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 10名
□議 題

①飛べダコタ上映会IN竹原の件 承認

実行委員会メンバー

上映日 6月1日(日)竹原市民館ホール

チケット購入依頼（例会で回覧）

②賀茂川清掃の件 承認

日 時 4月20日(日)集合時間9:30

③4クラブ合同親睦ゴルフコンペの件 承認

日 時 5月11日(日)

会 場 三原CC

④金子克也ガバナーエレクトを囲む会会長幹事会

日 時 5月14日(水) 承認

会 場 喜多扇

登録料 8,000円(一人)

⑤尾道RC創立40周年の件 承認

日 時 4月29日(火)
会 場 テアトロシェルネ・グリーンヒル尾道

御 祝 30,000円

会長出席

⑥外部卓話の件 承認

日 時 4月24日(木)

講 師 的場会ケアマネージャー

認知症アドバイザー 佐渡祐子様

日 時 4月17日(木)

講 師 竹原郷土文化研究会 福本 榮様

⑦50周年予算の件 承認

⑧デートDV予防啓発講演会の件 承認

日 時 7月8日(火)午前：竹原支民館

午後：安芸津中学校体育館

⑨新入会員研修会及び歓迎会の件 承認

日 時 3月25日(火)18:30～

会 場 シーサイドホテル
⑩パソコン購入の件 承認

見積り148,365円 クライングより支出

⑪忠海・竹原・豊田高校あいさつ運動の件 承認

4つのテスト入りティッシュ配布する

⑫川崎新会員所属 親睦活動委員会 承認

《出席報告》

会員数３４名 出 席２６名 メイク ３名

欠 席 ４名 免 除 １名 出席率８８．２４％


