
□ソング：それでこそロータリー

□食 事：100万ドルの食事

□会員誕生日 円山 啓壮 大田 嘉弘

大森 寛 坂田 武文

本庄 純夫 荒谷 隆文

鴨宮 弘宜 福本 博之

□配偶者誕生日 大森 寛 新宅 透典

□結婚記念日 原田 一平 本庄 純夫

佐々木秀明 木村 安伸

大成 義彦 田中 幸俊

川崎 俊和

□事業所創立 円山 啓壮 大田 嘉弘

原田 一平 久藤 孝仁

夜船 正昭 三好 静子

宮本 和彦

□会員誕生日…大成

□特別スマイル

・地域の皆さんに支えられ、お陰様で会社創業80

周年を迎えることが出来ました。利益の一部を

東北震災の皆さんの復興の一助にと送らせて頂

きました。 （佐藤守幸）

・去る3月25日新入会員セミナー及び歓迎会には、

21名の出席を頂き有難うございました。

（大森 寛）

・新入会員研修会及び歓迎会へご出席有難うござ

いました。 （中川康子）

・3月15日開催の家庭集会において急に気分が悪

くなり救急車で安田病院に搬送されました。皆

様の配慮有難うございました。 （原田一平）

・幹事報告で報告洩れがありました。すみません。

（堀越賢二）

・例会の時間調整がまずく皆様に迷惑かけました。

また出席報告も落としておりました。

（市川重雄）

幹事 堀越 賢二

・例会変更 東広島ＲＣ

4月8日(火)→4月6日(日)家族例会

・例会変更 因島ＲＣ

4月17日(木)→4月19日(土)日帰り家族旅行

・例会変更 尾道ＲＣ

4月11日(金)→同日18：30 花見例会

5月2日(金)→4月29日(火)尾道東RC４０周年

・例会変更 尾道東ＲＣ

5月20日(火)→4月29日(火)尾道東ＲＣ40周年

・第59回郷賢祠例大祭の執行について

4月22日(火)10：30～

竹原小学校運動場 郷賢祠境内

会長 木村 安伸

皆さん今日は。一昨日の25日シーサイドホテルに

て本年度の新入会員研修会及び歓迎会を開催しま

した。前半の研修会は、講師の大森研修リーダー

が「ロータリークラブとライオンズクラブとの違

いについて」、同じく講師の吉岡委員が「ロータ
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誕生祝・各会員各記念日祝

誕生月該当者会員卓話
外 部 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

【２０１４年３月２７日 第２４２４回例会記録】



リーの歴史について」をそれぞれ詳しく解説して

頂き、出席者一同は真剣に学ぶことが出来ました。

続いての歓迎会では、平成22年以降の入会者8名中

5名が参加されましたので、大いに盛り上がった楽

しい夕べとなり、大変有意義に過ごしました。出

席された皆様どうもご苦労様でした。また、本日

大森研修リーダーと中川親睦委員長には、スマイ

ルを拠出して頂き有難うございました。

次に、今月15日（土）夜船会長エレクトが、「会

長エレクト研修セミナー（PETS）」に出席され、2

014－15年度のRIテーマと地区運営方針について研

修を受けられています。夜船会長エレクトは、こ

れからいよいよ次年度に向かって一歩を踏み出し、

効果的なクラブ造りに邁進されることをご期待申

し上げます。後ほどPETSのご報告をお願い致しま

す。

先ほどご本人からご挨拶が有りました通り、老田

会員が今月末日を以って当クラブを退会されます。

老田会員は、平成24年8月に入会されましたので、

私は異動をまだ先のことだと思っていましたが、

残念ながら僅か2年足らずの間でした。今後は、三

井金属（株）本社へご栄転なさるようですので、

今後のご活躍とご健勝を祈念申し上げます。なお、

後任の新所長に当クラブへご入会頂けますようお

取り計らいをお願い致します。

本日は、これで終わります。

□１班家庭集会 会員 宮本 和彦

3月13日(木)大広苑において１班家庭集会を行いま

した。50年を振り返り、円山先生より沢山話して

頂きました。十年一昔50年、皆さんの現在に至る

までの思いを語って頂きました。周年記念誌から

紐解いて説明していただき、当時の様子が想像で

き、認識を新たにすることが出来ました。また、

規律の厳しさを求める声などの意見もありました。

□２班家庭集会 会員 三好 静子

2班の家庭集会を3月15日18時より11名の参加で開

催致しました。最初に50年を振り返って、10周年、

15周年、20周年とその時の懐かしい思い出を語っ

て頂きました。そして50周年に向けての思いを一

人ずつ話して頂きました。なかでも皆さんが今感

じていることは、50周年に向けての盛り上がりが

ないということでした。会員一人一人がロータリ

アンとしての誇りを持ち、モチベーションを上げ

るにはどうすれば良いか考えて行かなければいけ

ないと思います。又、50周年の節目として会員の

皆様がその時に居たという誇りを持つと共に、持

ち続けることが大切なことだと出席者全員が強く

思いました。

□50周年総務委員会 委員長 朝比奈勝也

4月3日(木)例会前12時より式典・総務の合同委員

会を開催しますのでご出席よろしくお願い致しま

す。

□50周年事業委員会 委員長 堀越 賢二

4月10日(木)例会終了後事業委員会を開催しますの

でご出席下さい。

□広報委員会 委員長 三好 静子

本日発行週報外部卓話福本様の記事に誤字があり

ましたのでお詫びして訂正させて頂きます。

誤）池田隼人 → 正）池田勇人

会長エレクト 夜船 正昭

3月15日(土)ホテルグランヴィア

広島にて開催された会長エレクト

研修セミナーへ出席して参りまし

たのでご報告致します。この研修

の目的は、次期クラブ会長がその

任務に備えて準備することであり

ます。

１．2014－15年度ＲＩテーマ

“LIGHT UP ROTARY”“ロータリーに輝きを”

２．ゲイリー・ホァンRI次年度会長の強調事項

①ロータリーの奉仕をみんなで分かち合い、ク

ラブを強化し地域におけるロータリーの存在

感を高める

②会員数130万人の達成、地元でロータリーデー

の開催

③ポリオの撲滅

３．地区ガバナー信条及び運営の重点方針と目標

①ガバナー信条

「奉仕を学び、ロータリーを楽しもう！」

②重点運営方針

①職業奉仕の学習と実践

②会員増強

③積極的な奉仕活動

④学び楽しむ地区大会

⑤東日本被災地への継続支援

⑥楽しいロータリーライフ

(ロータリーデーへの参加・協力)

③目標

①会員増強(純増1名) SAKUJI作戦の最終年度

②RI会長賞へのチャレンジ

③ロータリー財団支援

〇ポリオ・プラスへの支援 15ドル/人以上

〇年次基金 150ドル/人以上

〇恒久基金 ベネファクター1人/以上

〇ロータリーカードの協力

④米山記念奨学会支援 16,000円/人以上

⑤RI人頭分担金 54ドル/人

⑥地区関係負担金 25,700円/人

４．地区内主要行事

①地区研修・協議会 2014年5月17日(土)

②地区指導者育成セミナー 2014年8月23日(土)

③地区大会

記念ゴルフ大会 2014年10月17日(金)

本会議 1日目 2014年10月18日(土)

本会議 2日目 2014年10月19日(日)



≪2013年規定審議会決定に伴う変更事項≫

4月に開催された規定審議会による方針の変更、RI

理事会と財団管理委員会による決定、さらに新し

いロータリー奉仕の導入の結果、研修資料の記載

内容に多くの変更が必要となり、その概要は以下

の通りです。最新のクラブ定款および細則につい

ては、ウェブサイト（www.rotary.org/ja）をご参

照ください。

○全般的な情報

・奉仕の第5部門の名称が「新世代奉仕」から「青

少年奉仕」へ変更。方針およびプログラムの内

容に変更はありません。

・「地区協議会」が「地区研修・協議会」に名称

変更。

・クラブ会員増強を目指し、衛星クラブが公式に

承認。

○クラブレベルでの変更

・自然災害などにより甚大な被害を受けた地域の

クラブから要請があった場合、理事会はそのク

ラブに対し人頭分担金を減免、又は支払いを猶

予できる。

・現会員が他クラブへ移籍する場合、または元会

員がクラブに再入会する場合、入会金を再度支

払わなくてもよい。

・クラブ会員の出席規定を満たす方法

①メークアップを含むクラブ例会出席率が少な

くとも50％に達しているか、クラブのプロジェ

クト及びその他の行事や活動に少なくとも12

時間参加する。又はバランスの取れた割合で

その両方を満たす。

②年度の各半期間に、所属クラブの例会総数の

うち少なくとも30％出席、またはクラブのプ

ロジェクトおよびその他の行事や活動に参加

する（ガバナー補佐はこの義務を免除）。

・会員が健康上の理由から12カ月を超えて欠席と

なる場合は、クラブ理事会が改めて当初の12カ

月後に、さらに一定期間の欠席を認めることが

できる。そのような健康上の理由による欠席は、

クラブの出席記録上で欠席として算入されない。

・ロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上で

ある場合は、出席規定の適用が免除される。

・理事会が正当かつ十分な理由による会員の欠席

を認めた場合の下に出席規定の適用を免除され

た場合、会員の欠席は出席記録に含まれずクラ

ブにおける出席率の算出に含まれない。

以上です。最後に、ＲＩ地区の方針を当クラブの

企画・立案・実行にお役立ててくだされば幸甚で

す。

《出席報告》

会員数３４名 出 席２４名 メイク ６名

欠 席 ３名 免 除 １名 出席率９１．１８％


