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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
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本日のプログラム

６月１２日

次年度クラブアッセンブリー

【２０１４年６月５日
□ソング：国歌・奉仕の理想
□唱 和：４つのテスト

□会員誕生日 …土居、井上
□結婚記念日 …夜船、新宅
□配偶者誕生日…木村、久藤
□事業所創立 …佐々木、大成
□特別スマイル
・本日からリハーサル月間の始まりです。次年度
の夜船会長、佐々木幹事、下山ＳＡＡ宜しくお
願い致します。
(木村安伸）
・リハーサル月間です。よろしくお願い致します。
（夜船正昭）
・ロータリーの友へ今年度三回も竹原ＲＣの活動
が掲載されました。広報委員会としてとても嬉
しく思っています。
（三好静子）
・会館の増築・リニューアル工事が始まりました。
ホールを一階にも用意するなどして今秋には完
成予定です。なお、工事中も会館は利用可能で
す。
（福本博之）
・本日よりリハーサルに入ります。会員の皆様の
ご協力をお願いします。
（下山生修）
・シーサイドで靴が行方不明になりましたが、無
事に戻ってきました。小坂さんお世話になりま
した。
（佐渡文武）

次年度幹事 佐々木秀明
・例会変更
東広島ＲＣ
6月24日(火)→最終夜間例会
・例会終了後、今年度の定例理事会を開催します。

次週のプログラム

６月１９日

後半を振り返って（会長）

第２４３３回例会記録】
次年度会長 夜船 正昭
このたび歴史と伝統のある竹原ロータリークラブ
の2014-15年度の会長に就任させて頂き大変な光
栄と共に責任の重大さを感じております。
もとより浅学非才の会長でありますが、会員各位
の奉仕の理念と慈愛の心で支えて頂き、この一年
間を頑張っていく決意でありますので、温かいご
支援とご理解をよろしくお願い致します。
先ずはじめに、今年度木村会長はじめ理事・役員
の皆様に対し、当クラブ発展のためにご尽力賜り
ましたご苦労に対しまして、心から敬意を表する
次第です。
次年度の国際ロータリーテーマは「ロータリーに
輝きを」とゲイリー・ホァン会長は掲げました。
さらに2710地区金子ガバナーは地区ガバナー信条
を「奉仕を学び、ロータリーを楽しもう」と呼び
かけました。当クラブは、上記に掲げられた国際
地区等のテーマや目標を理解尊重し、実行したい
と思います。
特に2014年11月15日に竹原ロータリークラブ創立
50周年記念行事が計画されています。2710地区で
も注目されている行事であり、一丸となって成功
させなければなりません。
竹原ロータリークラブが一段と飛躍するために巡
り来た節目と捉えて頂き、会員一人一人が手を携
え、目的に向かって強調していこうという意識向
上が大切なことだと思います。今後の竹原ロータ
リークラブの発展のため、記念行事を成功させよ
うではありませんか。
最後になりましたが、第6期RLI-2710分科会パー
トⅡが6月8日(日)開催され久藤会長エレクトが出
席されます。大いに充電してきて下さい。期待し
ております。
以上簡単ですが、会長の時間とさせて頂きます。

苦労の連続でした。その後、事業は拡大基調をた
どり10年間位推移した折、平成12年3月ファック
6月記念日を代表して井上会員よりお礼の言葉が ス１枚だけでコーヒーを今月より中止するとの連
絡が入り、驚きと大変慌てました。其の后5年間
延べられました。
は赤字の連続でした。平成18年頃丁度スーパーの
PB（プライベートブランド）ブームとなり、低ア
ルコール飲料免許（平成9年取得）を持っていた
□広報委員会
委員長 三好 静子 のが幸いして大手スーパーの所に製品を持ち込ん
本日お配りしていますロータリーの友6月Ｐ26に、 で各大手スーパーとの交渉で次々と受託し現在40
2月2日のロードレース大会での奉仕活動が「ロー 社（大小合わせ）程度と取引をしています。
ドレース大会でおもてなし」と題して掲載されて 〇長い苦難の連続でありましたがその間に、（悲
しかった事）平成12年度コーヒー中止になった時、
いますのでご覧下さい。。
一年間広報委員を務めさせていただきまして、ロー 直に社員の半分を退職してもらうことになった時、
タリーの友に2月、5月、6月号と三回も掲載され 退職者と長い間の労をねぎらい涙ながらに食事会
ました。大変うれしく良い記念になります。今後 をしながらお別れをしました。
も皆さんといろんな活動を頑張りたいと思います （きびしかった事）銀行は悪くなった所には融資
をしてくれません。銀行間を走り廻った苦い経験
ので、よろしくお願い致します。
は今でも脳裏にきざんでいます。
（うれしかった事）私が入社して、学卒、高卒の
社員が頑張ってくれて定年退職した人、又現在も
会員 土居 敏昭 30年余りのキャリアの幹部として新社長をサポー
トしてくれています。
6月2日82歳になりました。 （残念に思う事）私自身は黒字決算にして今後の
前日の1日、今から行くよと 黒字基調を考えて息子に社長を譲ったのですが、
孫から電話がありました。 今思うと多少赤字を残した時にバトンを渡した方
お昼過ぎに、ひ孫を連れて が本人のためになった様に思います。
来 て く れ ま し た 。 孫 か ら 〇今後は皆さんの力を借りながら会社の永続、発
“じいちゃん明日誕生日じゃろ、ケーキ買って来 展を更に努力したいと思っております。ご指導く
ださるようお願い申し上げます。
たよ”と言われてとても感激しました。
誕生日の当日は、友達から誕生日だからゴルフへ
行こうと誘われまして、ゴルフへ行きました。夜
には家族でお祝いしてもらいました。
以前は4所帯の7人家族で暮らしていました。家族 □日 時 平成26年6月5日(木)
が多いとにぎやかで食事も余計に美味しく感じま □場 所 大広苑
す。今は息子夫婦と4人になりまして寂しいもの □出席者 11名
です。
□議 題
82年の人生を振り返りますと、今日まで元気で来 ①お別れ例会の件
承認
られたのは家族のお蔭だと感謝しています。
日 時 平成26年6月26日(木)18時30分
体調管理に充分に気を付けて、今後も頑張りたい
場 所 大広苑
と思います。よろしくお願い致します。
登録料 会員 5,000円 配偶者 3,000円
②リフレッシュ瀬戸内統一行動参加の件
承認
『創業80周年をふり返って』
日 時 平成26年6月29日(日)的場清掃
③新会員推薦の件
承認
会員 佐藤 守幸 ④少年の主張話し方大会後援の件 1万円
承認
社員の努力と地域の皆さんに ⑤デートDV予防啓発講演会の件
承認
支えられ、お陰様で昨年6月
に80年を迎える事が出来まし
た。
昭和8年6月にフルーツの缶詰
をスタートして事業は順調に
推移していきました。私が昭
和30年に入社し、3年経た33年に父が脳梗塞で倒
れ再起不能となりました。従来私自身企業の永続
を考え、がむしゃらに働き続けました。10数年経
て市場も順調に推移していた時ふと思ったのは、
このままこの事業を続けても社員の生活の向上は
《出席報告》
難しいと思い、何か他の事業はと思いつつ、数年
会員数３５名 出 席２５名 メイク ４名
経た時コーヒー飲料の話がありすぐに受けました。 欠 席 ４名 免 除 ２名 出席率８８．５７％
最初は新しい仕事は多くのトラブル続きで数年間

