
□ソング：我等の生業

□ビジター：次年度G9ガバナー補佐 森崎正治様

（広島空港RC)

広島空港RC次年度会長 澤井一徳様

□会員誕生日 土居 敏昭 井上 盛文

□結婚記念日 吉岡 一眞 夜船 正昭

新宅 透典

□配偶者誕生日 原田 一平 久藤 孝仁

木村 安伸

□事業所創立 佐々木秀明 佐藤 守幸

大成 義彦

□特別スマイル

・三人目の孫（外孫・女の子）が誕生しました。

とても目には入りません。 （大成義彦）

・母の葬儀に際しましては、多くの会員の方にご

会葬賜り厚く御礼申し上げます。お陰様で滞り

なく厳粛に執り行うことが出来ました。

（大成義彦）

・昨日カープが勝つことを確信をもって見に行き

ましたが、残念ながら負けてしまいました。今

日はマエケンで必ず勝ちます。 （市川重雄）

幹事 堀越 賢二

・リフレッシュ瀬戸内統一行動への参加について

日時 6月29日(日)

場所 的場海水浴場

・平成26年度第11回少年の主張竹原市中学生話し

方大会への寄付(依頼)

日時 6月28日(土)

場所 竹原市民館

・平成26年通常総会の開催 竹原市国際交流協会

日時 6月20日(金)

場所 大広苑

・本日18時30分よりシーサイドに於いて新旧理事

役員委員長会議を行いますのでよろしくお願い

致します。

会長 木村 安伸

皆さん今日は。また、広島空港RCのグループ9次

年度ガバナー補佐森崎正治様と次年度会長澤井一

徳様ようこそ当クラブにお越し頂きまして、誠に

有難うございます。お二人には次年度ご活躍され

ますことをご期待申し上げます。なお、貴クラブ

には、3月の四クラブ合同例会と4月の20周年記念

セレモニーで大変お世話になりました。改めて御

礼申し上げます。

去る24日（土）午前中数年振りに実施したバンブー

公園、竹原駅前、竹原市役所前、頼山陽銅像前そ

れと安芸津公民館前に設置してある当クラブが寄

贈した東屋、ソーラー時計、ベンチ等の清掃活動
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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

次年度クラブアッセンブリー

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２９日 第２４３２回例会記録】



に会員14名と事務局重友さんにご協力頂きました。

参加して頂きました皆さんに厚く御礼申し上げま

す。また、佐藤会員からジュース2C/Sを頂戴しま

した。有難うございました。

なお、本年度最後となる地域への奉仕活動として

6月29日（日）的場海水浴場に於ける“リフレッ

シュ瀬戸内統一行動”の清掃活動があります。会

員多数のご参加をお願い致します。

本日は、18時30分から新旧理事役員委員長会議を

開催します。出席されます皆様には活発な意見交

換を行って頂き、スムースな引継ぎと次年度の活

動計画の立案に参考となる多くのアイデアをご提

案願います。

終わりになりますが、本日は5月の最終例会です

ので、私の会長の時間もこれが最後となりました。

この一年間私を良く補佐して頂いた堀越幹事と例

会のスムースな進行を担って頂きました市川ＳＡ

Ａに深く感謝致しますと共に会員の皆様のご理解

とご協力のお蔭で会長の時間を務めることが出来

ましたことに対して厚く御礼申し上げます。

6月は、リハーサル月間です。夜船次年度会長、

佐々木次年度幹事それに下山次年度ＳＡＡにバト

ンタッチ致しますので、宜しくお願い申し上げま

す。

以上で会長の時間を終わります。一年間どうも有

難うございました。

奉仕プロジェクト部門（青少年）は次年度青少年

奉仕委員長三好会員より報告が行われました。

次年度G9ガバナー補佐

森崎 正治様（広島空港R

C)

皆様こんにちは。次年度の

ガバナー補佐を拝命致して

おります森崎と申します。

今日は次年度を前にして一

言ご挨拶にとやって参りました。

次年度ＲＩテーマは「LIGHT UP ROTARY」「ロー

タリーに輝きを」です。これは我々が奉仕を分か

ち合い、クラブを強化して、ロータリーの地域社

会での認知度を高め、ロータリーが一層輝くもの

なるようにしていこうというものです。

次年度の一つの特徴はロータリーデーです。ロー

タリーデーというのは、ピクニックとかマラソン

大会など、地域の皆さんが気軽に楽しめるイベン

トを開催して、ロータリーの良さを認知していた

だくことを目的としています。そしてロータリー

の良さが認識され会員増強に繋げたいというのが

ＲＩ会長の要望です。

次年度の地区ガバナーはＲI会長の要望に対して

ガバナー信条として、「奉仕を学びロータリーを

楽しもう」と掲げておられます。特にロータリー

の五大奉仕の内の職業奉仕を学習し、実践してほ

しいと言われています。職業奉仕はロータリー独

自の考え方で、分かり難いところがありますが、

職業奉仕を学習する機会を持っていただきたいと

考えています。

以上、今日は簡単に済まさせて頂きますが、ガバ

ナー補佐はガバナーとクラブの皆さんとの橋渡し

が大事だということでありますので、微力ではあ

りますが、頑張るつもりですので次年度に向けて

よろしくお願い致します。

□ロータリー情報委員会 委員長 大森 寛

ロータリーアンの職業宣言(8項目)が廃止になり、

次のロータリーの行動規範(5項目)になりました

のでご紹介します。

「ロータリーの行動規範」

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

1. 個人として、また事業において、高潔さと高い

倫理基準をもって行動する。

2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその

職業に対して尊重の念をもって接する。

3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導

き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域

社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落と

すような言動は避ける。

5. 事業や職業における特典を、ほかのロータリア

ンに求めない。

□社会奉仕委員会 委員長 朝比奈勝也

5月24日(土)寄贈品の清掃作業を行いました。天

気も良く、多くの会員の方にご参加いただきスムー

ズに作業ができました。また、佐藤会員には美味

しいジュースを有難うございました。

□次年度幹事 佐々木秀明

例会終了後、次年度理事役員会を開催します。

次年度幹事 佐々木秀明

先週5月22日の例会で、竹原ロータリークラブ細

則一部変更の案で、「会費は月額17,000円とし」

とあるを、「会費は月額18,000円とし」に改正し、

平成26年7月1日より施行すると発表しました。

これにつきまして、細則第16条により本日5月29

日に臨時総会を開催し、決議を諮ります。

第16条の改正で「この細則は定足数の出席する任



意の例会において、出席会員の三分の二の賛成投

票によって改正することができる」となっており

ます。

会費月額18,000円に賛成の方に挙手を求め、三分

の二以上の賛成数により2014年7月1日より会費18,

000円に改正します。

□創立50周年実行委員会 委員長 本庄 純夫

既に記念大会まで5か月余りとなり、これからが

本番です。今後はこれまで協議された各委員会の

計画の内容を具体化させて加速する必要がありま

すので、本日は前半を各委員会の現状説明、

後半をその説明に対する質疑応答として、会員が

納得できるよう意見を聞き、50周年に対しての認

識を共有したいと考えておりますのでよろしくお

願い致します。（総務・式典・祝宴・事業・羅東・

記念誌より現状報告）

いまロータリーはいわゆる衰退期に入っていると

いわれていますが、このような状況の中で迎える

50周年記念大会を反転期とすることを念頭におい

て、どうすればロータリーが目指す社会的貢献が

できるか、クラブの社会的認知度を高められるか、

各自の立場でロータリーライフを充実させる方策

を考えて、大会を成功に期すべく取り組んでほし

いと思います。

□日 時 平成26年5月29日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 10名

□議 題

①委員会活動計画・行事予定・予算 承認

②地区大会・ＩＭ・4クラブ登録料の件 承認

※次の行事の登録料は地区大会等積立金を行い、

出席者に登録料の負担はなかったが、次年度は

地区大会等積立金は実施せず、地区大会6,000

円、ＩＭ5,000円、4クラブ合同例会5,000円を

出席者に登録料として一部を自己負担して頂き

ます。

・４クラブ合同例会

開催日：2015年2月19日(木)竹原担当

・月見例会は実施しない

―寄贈品清掃活動の実施―
5月24日(土)晴天の中、安芸津公民
館時計、竹原駅ベンチ、竹原市役所
時計、バンブー公園時計、東屋等の
清掃を行いました。参加された皆様
お疲れ様でした。

《出席報告》

会員数３５名 出 席２７名 メイク ２名

欠 席 ４名 免 除 ２名 出席率８８．５７％


