
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的：朝比奈会員

□会員誕生日 …佐渡

□配偶者誕生日…佐藤

□結婚記念日 …大田、菅、朝比奈、福本

□事業所創立 …小坂、永瀧

□特別スマイル

・やっと竹垣の塀が出来、拙宅の修築が終わりま

した。 （円山啓壮）

・お見舞いを頂き有難うございました。今では少

しずつ回復しております。皆様の温かいお心遣

いに感謝いたしております。 （大田嘉弘）

・第367回たけのこ会ゴルフで10年ぶりに優勝し

ました。 （大森 寛）

・井上会員、永瀧会員のご入会を祝します。今後

我々と一緒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）

・会員の名前を呼び間違えたようです。自分では

気が付きませんでした。 （市川重雄）

幹事 堀越 賢二

・次週5月15日(木)の例会は18：30からです。

・本日例会終了後定例理事会を開催いたします。

会長 木村 安伸

今朝7時40分から竹原高校校門にて生徒の登校時

に挨拶運動を実施し、「4つのテスト」入りのポ

ケットティッシュを14名の会員と挨拶運動担当の

高校生とが一緒になって生徒各自に手渡しして頂

きました。参加されました会員に厚く御礼申し上

げます。

次に、先ほど永瀧英一様の入会式を行いました。

永瀧新会員には、先ず早く当クラブにお馴染み頂

きますようお願い致します。そして、言行はロー

タリアンの道徳的指標である「4つのテスト」に

照らした上で、ロータリーの二つの奉仕哲学の一

つ目の他人のことを思い遣り他人のために尽くす

という人道的奉仕活動の理念「超我の奉仕」とも

う一つの職業奉仕の理念「最も奉仕するもの最も

多く報われる」を実践願います。また、次の3点

についての義務を順守して下さい。それは、1．

例会への定期的な出席 2．会費の納入 3．ロー

タリーの雑誌の購入です。

先日、本年春の叙勲受賞者が発表され、中川会員

が瑞宝双光章を受賞なさいました。このことは、

中川会員の永年に亘る社会福祉施設運営の労が報

われた証であると思料します。誠におめでとうご

ざいます。

最後に、私は4月29日（火・昭和の日）尾道東Ｒ

Ｃの創立40周年記念事業セレモニー並びにレセプ

ションに出席しました。セレモニーは、14時から

尾道駅前のテアトルシェルネ（しまなみ交流館）

で行われ、記念事業の発表では、「レンタル用高
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地区協議会報告

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５月８日 第２４２９回例会記録】



級スポーツサイクル・凪」40台が尾道市に寄贈さ

れました。続いて14時20分からは、「クミコ・コ

ンサート」が開催されて、第1部はシャンソンの

名曲が歌われ、第2部では東日本大震災に遭遇し

たクミコさんの話とオリジナル曲「きっとツナガ

ル」に尾道市内の師友塾高校生徒も参加して紹介

され、楽しく聞くことが出来ました。17時過ぎか

らは、会場をグリーンヒルホテル尾道に移して18

時30分までレセプションが開かれ、三宅会長から

この様な周年式典で通常行われる表彰式や乾杯の

発声などは省きシンプルにしたので、自由に飲み

食べて戴きたいとの挨拶があり、東北から送られ

てきた刺身や銘酒「男山」ほか盛り沢山の料理が

振る舞われました。

これで会長の時間を終わります。

5月記念日を代表して堀越会員よりお礼の言葉が

延べられました。

□新世代奉仕委員会 委員長 福本 博之

5月14日(水)豊田高校に於いて7時45分から朝のあ

いさつ運動を実施します。

□社会奉仕委員会 委員長 朝比奈勝也

5月24日(土)10時～12時に寄贈品の清掃作業を行

います。

□次年度幹事 佐々木秀明

5月17日(土)2014-15年度地区研修・協議会に出席

いたします。出席者は、夜船、佐々木、久藤、市

川、宮本、朝比奈、三好、大森、本庄会員の9名

です。

次年度活動計画を5月22日までにご提出下さい。

□お 名 前 永瀧 英一

□事 業 所 三井金属鉱業（株）

竹原製煉所

□職業分類 非鉄金属

（ご挨拶）

先ほど、奉仕の心を持てという

お言葉を頂きました。妻と子供たちに奉仕を求め

られて、それに対する奉仕をしてきましたが、こ

れからはさらに視野を広げて、より多く奉仕活動

が実践できるように心掛けたいと思います。どう

ぞよろしくお願い致します。

会員 佐渡 文武

シーズンでもありますし、筍

の状況を少しお話させて頂き

ます。

昨年は大変不作でして加工も

できない、東京へも出荷でき

ないということで、関係者の

方にご迷惑をお掛けしましたが、今年は今迄にな

い豊作で、昨年12月頃から4月初旬にかけて東京

築地市場へ出荷しました。比較的小ぶりの筍が好

まれるようで品質が良くて市場関係者に大変好評

でありました。

3年前から、竹原市、会議所、生産者で筍ブラン

ド化プロジェクトチームが発足しました。東京市

場出荷を含めて徐々に認知度が高まり、波及効果

もあるように思われます。ブランド化の目的は、

農業を6次産業化して地域を活性化することにあ

るわけでありますが、これがなかなかスムーズに

進みません。6次産業化とは生産・加工・販売を

一体化することにあり、１次、2次、3次と足して

も掛けても6になりますので6次産業と言われます。

第一の問題は、加工であります。地元に加工場が

ありませんので従来は岡山県の方で委託加工をし

ていましたが、今年は全国的に豊作でありますの

で、よそ様の加工まで手が回りかねるということ

で、大変こまっておりましたが、市、会議所のお

骨折りにより、今年は広果連の関係会社、コーポ

本郷工場の方で試験的に操業してみようというこ

とで、現在、生産者が原料の出荷をしているとこ

ろであります。

販売の方は、地産地消ということで小中学校の給

食「アヲハタの筍カレー」「竹めし」等々心配な

いということです。

会員 大森 寛

私は4月の誕生日ですが、本日

はピンチヒッターということ

でお話しさせて頂きます。

ＮＨＫの衛星第二でクイズ番

組をやっていました。

小学校の正解率が80％の問題

です。皆さんも発想の転換を

しないとわからないと思います。

あるところに大きな池がありました。そこには蓮

の花があり、蓮の花にイケメンのカエルが飛び乗

りゲロゲェーロと鳴いたんです。そこにベッピン

のカエルが来ました。そのカエルはゲロゲロと鳴

きました。イケメンはゲロゲェーロ、ベッピンは

ゲロゲロ。お互いに愛が芽生え子供が産まれまし

た。さて、その子供はなんて鳴いたか。皆さんお



分りになりますか？小学生の正解率は80％、『オ

タマジャクシはカエルの子、鳴くわけがない』、

が正解でございます。

先般、切手は切符手形、教科書は教科用図書の略

語であることご紹介しました。内閣総理大臣は総

理と皆様ご存知ですが、では首相はどういう略語

でしょうか？例えば、外務大臣は外相です。正解

は、『首席宰相』を略して首相だそうです。

中国新聞にちゅうピーと学ぼうという欄がありま

す。日本に村がいくつあるかという問題です。正

解は183（2014年1月1日現在)です。村の数が最も

多い都道府県は、長野県です。広島県には市町村

合併で村がないので、村長さんがいらっしゃいま

せん。

ちょうど時間が来ました。有難うございました。

□日 時 平成26年5月8日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 9名

□議 題

①花見例会決算の件 承認

②新入会員研修会および歓迎会決算の件 承認

③地区研修・協議会の件 承認

5月17日(土)登録料＠10,000×9名

④内規変更の件 入会式での花束の件記載 承認

⑤第6期ＲＬＩ分科会研修パート２の件 承認

6月8日(日)登録料8,000円 久藤会員出席

⑥井上・永瀧会員所属委員会 親睦 承認

⑦クールビズの件 5月22日～9月30日 承認

⑧創立50周年の件 承認

11月15日(土)記念式典11：00～12：00

記念写真12：00～12：30

懇親会 12：30～14：30

⑨新旧理事役員委員長会議の件 承認

5月29日(木)18：30 シーサイドホテル

《出席報告》

会員数３５名 出 席２９名 メイク ２名

欠 席 ２名 免 除 ２名 出席率９４．２９％



忠海高校 4月24日(木) 参加者13名

竹原高校 5月8日(木) 参加者14名

豊田高校 5月14日(水) 参加者8名

朝のあいさつ運動忠海高校・竹原高校・豊田高校

5月11日(日)広島空港RC主催による４クラブ合同親睦ゴルフ

コンペが三原C.Cで開催されました。

4クラブゴルフコンペ2014.5.11三原カンツリー


