
６月１９日 第２４３５回

□ソング：それでこそロータリー

□結婚記念日…坂田

□特別スマイル

・尾野会員の再入会待っておりました。今後楽し

く活動しましょう。 （市川重雄）

・先日のたけの子会木村会長杯取切戦に優勝させ

て頂きました。有難うございました。

（久藤孝仁）

・一週間の入院から無事退院いたしました。下血

も止まり、安定致しております。（大森 寛）

・尾野剛章会員の再入会を歓迎します。お蔭で本

年度会員一名増を達成することが出来ました。

（木村安伸）

次年度幹事 佐々木秀明

・第58回芸南学童水泳大会役員就任依頼

竹原市教育委員会

次年度会長 夜船 正昭

私の職業分類は、自動車販売修理業です。職業奉

仕の一助となればと思い、お話させて頂きます。

4月から消費税が上がり、車やタイヤ、カーナビ

などのパーツや、装備品に割高感が出たうえに高

速道路のＥＴＣ割引も大幅に縮小されて車への負

担がずっしりとかかってきました。

ここで、再び注目を集めているのがエコドライブ

です。2008年のガソリン価格の高騰に続き、リー

マンショックによる不景気で市民のエコ意識が高

まりましたが、5年も経ちますとエコ疲れです。

アベノミクスによる株価高騰で景気が良くなった

気がしてエコ努力も一休み、細かいことはいいか

ら今を楽しく、という雰囲気だったのですが、消

費税の上昇で再び一円単位の損得勘定が行われる

ようになりました。

ならば少しでもガソリン代を浮かせようというの

は当然に流れです。ふんわりアクセルで急加速を

やめましょうとシュプレキコールのように言われ

ています。確かに、急加速、急発進は安全面でも

問題があり自粛したいところです。高速道路など

の一定速度で走る道では、速度が下がるたびにア

クセルを踏むのではなく、一定の速度で走る方が

燃費は良くなりますし、交通の滑らかな流れを作

る意味でもふんわりアクセルはお勧めです。

しかし、一般道での度を過ぎたふんわりアクセル

は社会悪だと感じています。ふんわりアクセルは

メリハリのない運転を生みます。燃費はよくなり

ますが、全体でみると渋滞を引き起こしかねませ

ん。交通量の多い道路で一回の青信号で20台の車

が通過できるところが、ゆっくり加速する先頭の
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車のために、通過できる車が18台になればすぐに

渋滞が始まります。渋滞ほど燃費を悪化させる走

りはありません。

燃費向上のためには、不要なエアコンを切ったり、

タイヤの空気圧を適正にすることをお勧めします。

これなら運転中に燃費計やタコメータ、速度計に

気を取られることなく運転に集中できます。空気

圧を適正に保てばタイヤトラブルも減ります。運

転が苦手な人が無理にふんわりアクセルをするよ

り、よほど安全面でも精神面も良いと思います。

3月下旬はどこのスーパーも増税前のまとめ買い

フェアを行っていました。トイレットペーパーや

シャンプー、洗剤など大量に購入する人たちに何

処に置いておくのか尋ねたところ、「車のトラン

ク」という答えが多かったのに驚きました。確か

に使わないトランクは物をキープするのに良い空

間です。でも重くなった車両はそれだけ燃費も悪

くなります。目先のことだけでなく、広い視野で

何が本当の得なのか、しっかり見つめて増税を乗

り切って行きたいと思います。

□50周年実行委員会 委員長 本庄 純夫

例会終了後、実行委員会を開催します。関係者の

方はご出席お願い致します。

会長 木村 安伸

皆さん今日は。本年度の例

会は本日と次週のお別れ例

会のみとなり、今更ながら

月日の経過の速さに驚かさ

れます。

本年度のスタート時を顧み

ますと、ロンD・バートンRI会長は、RIテーマを

『ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を』

と掲げられ、第2710地区沖田哲義ガバナーは、そ

の信条として『奉仕活動を見直そう「新しい奉仕

活動への挑戦」』とされました。私は、当クラブ

が次年度輝かしい創立50周年を迎えますので、

「私達は今一度ロータリーの原点に立返り、“超

我の奉仕”を実行しながらクラブの活力を充実さ

せ、更なる発展に向けての礎となるべく、邁進し

なければなりません」とクラブ運営方針を定めま

した。

これから「後半を振り返って」をご報告申し上げ

ますが、その前に先ず次のことについて話させて

頂きます。それは、昨年12月19日(木)の最終例会

日の早朝に故川本照夫会員がご逝去されたことで

す。余りにも突然の訃報に驚愕し、当初は全く信

じることが出来ませんでした。胃がんの摘出手術

は成功し、近く退院が出来そうだと聞いていまし

たので、全く酷い仕打ちだとしか思えませんでし

た。当クラブは、誠に有為な人物を失ってしまい

ました。川本さんは、2002年11月14日に入会され

た後、2006－07年度の会長に就かれ、ベネファク

ター、ポール・ハリス・フェローそれに米山功労

者を4回受賞なさいました。また、川本さんには

まだまだ今後一層のご活躍を期待していたところ

でもありました。改めて、深い哀悼の真を捧げま

す。

そのような次第によりまして、12月19日の例会を

中途で打ち切った関係で当日ご報告予定でした

「前半を振り返って」は、これを中止し、本年1

月16日(木)発行の週報№22に掲載させて頂きまし

た。

さて、年が明けて1月9日(木)大広苑で開催した

「新年互礼会」は、会員29名の出席を得て甲午年

を祝うと共に創立50周年行事の成功に向けてクラ

ブの総力を結集しようと誓い合いました。

その他私は、11日(土)「平成26年竹原市成人式」

に出席し、また、18日(土)「竹原青年会議所2014

年度新春互礼会」に出席して、多くのJC会員に近

い将来是非とも当クラブに入会して頂きたいと勧

誘に努めました。20日(月)は、西山別館で開催さ

れた「G9会長・幹事会並びに新年懇親会」に堀越

幹事と一緒に出席しました。

2月に入って直ぐ1日(土)西山別館で開催された

「2013－14年度国際ロータリー第2710地区G9IM」

に、会員18名が出席しました。フォーラムテーマ

は、「R財団未来の夢計画―その課題とロータリー

活動の展開―」で、伊賀R財団委員長の基調講演

の後、各クラブ会長より「未来の夢計画」に関す

る質問を行い、それを伊賀委員長に回答して頂く

形式で進行し、私も参加して地区補助金を対象と

するプロジェクトの開始時期を明確に示して頂き

たいと質問しましたが、的確な回答は受けられま

せんでした。その後、富永秀一講師による「環境

問題について」の講演もありました。

翌2日(日)バンブー公園に於いて「第36回竹原ロー

ドレース大会」が開催され、この大会に出場する

ランナー達へぜんざいときな粉餅でもてなす恒例

の奉仕活動を行い、19名の会員とご家族5名、事

務局の重友さんに参加して頂きました。そして、

その時の模様についてロータリーの友6月号ロー

アリーアットワーク写真編に記事と写真が掲載さ



れました。また、2月号と5月号にも昨年10月27日

(日)バンブー公園で開催されたぶちぇぇ竹原まつ

り会場内で実施した「ポリオ撲滅のためのバザー

および募金活動」の写真が掲載され、当クラブの

面目を施すことが出来ました。

2月27日(木)夜間例会に広島商船高等専門学校の

ベトナム人とラオス人の留学生2名を招き、彼等

からDVDにてそれぞれの国を紹介して貰いました。

3月5日(水)フォレストヒルズガーデンに於いて

「四クラブ合同例会」が開催され、会員23名と事

務局重友さんが出席しました。この合同例会では、

次年度の役員の紹介も行われました。

3月13日(木)の例会で約１年振りに新会員の入会

式を行い、川崎会員が誕生しました。誠におめで

たいことでした。

本年度の「家庭集会」は、テーマを私は『50年を

振り返って』と決め、3班に分かれて3月10日(月)

から3月15日(土)までに開催されました。参加の

皆さんには、諸先輩方が築かれた50年間の歴史の

一端を学ぶことが出来たことと思います。

3月15日(土)広島市で開催された「会長エレクト

研修セミナー（PETS）」に夜船次年度会長が出席

され、次年度に向けて一歩を踏み出されました。

次年度のご活躍をご期待申し上げます。

3月20日(木)クラブ広報委員来主催の外部卓話を

開催し、竹原郷土文化研究会福本榮会長に「竹原

の水、潮、人物」と題するテーマで講演をして頂

きました。同研究会には、私も加入していますが、

福本会長の研究熱心さと博識には何時も感心させ

られています。

3月25日(火)シーサイドホテルに於いて「新入会

員研修会及び歓迎会」を開催し、平成22年度以降

入会の新入会員5名を含む会員20名が参加されま

した。

4月3日(木)理事会及び役員会に於いて2015－16年

度第2710地区G9 ガバナー補佐に市川会員を推薦

することが承認されました。市川会員には重い任

務を担って頂きご苦労をお掛け致しますが、何卒

宜しくお願い致します。なお、ガバナー補佐幹事

には私が務めさせて頂きます。

4月10日(木)例会の外部卓話に社会福祉法人的場

会主任ケアマネージャーで認知症ケアアドバイザー

でもいらっしゃる佐渡裕子様をお招きして「認知

症予防と認知症になったときの対応」と云うテー

マで講演を行って頂きました。

G9 他クラブの周年行事では、4月12日(土)広島空

港及びフォレストヒルズガーデンに於いて開催さ

れた広島空港RC創立20周年記念事業の式典・祝賀

会に私と堀越幹事が参列しました。また、私は4

月29日(昭和の日)に尾道テアトルシェルネ(しま

なみ交流館)とグリーンヒルホテル尾道で開催さ

れた尾道東RC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。

4月17日(木)社会奉仕委員会担当例会に森川広島

竹原人権擁護委員会協議会副会長、宮地竹原市人

権推進室人権対策係長及び高橋生活相談員に講演

とデートDVについてのDVDの上映を行って頂き、

来る次年度7月8日(火)の「中学生へのデートDV講

演会」の予備知識を得る学習をしました。

私は、同日午後竹原市民館で開催された第1回竹

原市キャリア・スタート・ウィーク実行委員会に

出席しました。この中学2年生208名による職場体

験は、今週の16日(月)から明日20日(金)まで実施

されています。

4月20日(日)賀茂川を美しくする実行委員会によ

る「第14回賀茂川の清掃作業」が行われ、会員8

名が参加されました。

4月22日(火)郷賢祠顕彰会主催による「第59回郷

賢祠例大祭」が執行され、私が参列しました。

4月24日(木)かんぽの宿竹原に於いて本年度最後

の親睦例会となる「花見例会」を開催し、会員29

名、配偶者8名と重友さんの38名が出席され、皆

さん懇親と親睦の絆を深めて頂きました。また、

同会場で井上会員の入会式を行い、温かく歓迎し

ました。

今年春の叙勲で、中川会員が瑞光双光章を受賞さ

れました。誠におめでとうございます。

昨年に引き続いて、4月24日(木)から5月14日(木)

の間に忠海、竹原そして豊田の三高校で朝の挨拶

運動を実施し、「4つのテスト」入りのポケット

ティシュを配布しました。

5月11日(日)三原CCで第15回四クラブ合同親睦ゴ

ルフコンペが開催され、当クラブから7名が参加

しました。

5月15日(木)の例会は、本年度最後の夜間例会で

した。私は、夜間例会導入の理由として会員の日

常業務との時間調整が計られまた、例会出席率の

向上を期待して実施しました。本年度の出席率が

何とか90％台に乗ることを願っています。次週の

お別れ例会は、100％出席を達成したいものです。

宜しくお願い致します。

5月17日(土)広島市で開催された「クラブ研修・

協議会」に夜船次年度会長を含む8名が出席され、

次年度の地歩固めが整ったと思います。

5月24日(土)竹原市と安芸津町で会員多数のご参

加を得て、久方振りに当クラブからの寄贈品の清

掃作業を実施しました。

5月29日(木)例会に次年度G9ガバナー補佐森崎正



治様と広島空港RC次年度会長澤井一徳様が出席さ

れ、森崎次年度ガバナー補佐から次年度に向けて

の挨拶を受けました。

また、同日夜シーサイドホテルに於いて「新旧理

事役員委員長会議」を開催し、出席者はお互いに

活発な意見交換を行いました。

6月1日からリハーサル月間に入りました。既に次

年度の夜船会長、佐々木幹事、下山SAAには、順

調にスタートして頂いております。今後一層のご

活躍を願っております。

6月8日(日)広島市で開催された第6期RLI－2710分

科会PartⅡに久藤副会長が出席されました。9月

のPartⅢ＆卒後プログラムも頑張って下さい。

本日は、先程尾野会員の再入会式を終えました。

尾野会員には私との約束を果たして頂き有難うご

ざいます。3年振りに当クラブに復帰された訳で

すが、再び奉仕の理想の実践に努めて頂きましょ

う。4か月連続で入会式を行えたことは、誠にお

めでたいことです。

6月29日(日)的場公園で「リフレッシュ瀬戸内統

一行動」が実施されます。これが本年度最後の地

域奉仕作業となりますので、多数の会員が参加さ

れますようお願い致します。

以上後半を振り返りましたが、前半を含む本年度

の委員会活動計画は、概ね推進され、活発に諸行

事を実践して頂いたものと思料しておりますが、

1点完遂出来なかった事がございます。それは、

本年度がロータリー財団の未来の夢計画の実施年

度でしたので、当クラブは新地区補助金を受けて

「中学生へのデートDV講演会」の計画を立てまし

たが、残念ながら講演会の日程が次年度の7月に

決定された為に新地区補助金申請を見送らなけれ

ばならなくなり、また開催を次年度夜船会長にお

願いせざるを得なくなったことです。これに就き

まして誠に申し訳なく思いますと共に何卒宜しく

お願い申し上げます。

この一年間理事、役員、委員長を始め会員ご一同

のご理解とご協力のお蔭で何とか会長の役目を終

えさせて頂くことが出来たと思います。厚く御礼

申し上げます。誠に有難うございました。

会員 金澤 節生

私は川柳をはじめて16年にな

ります。平成10年の10月退職

し、頭の体操にということで

始めたのがきっかけです。

なかなか思うようにいきませ

ん。川柳は見抜く力が必要で、

悪戦苦闘しています。一句できましても二、三日

おいて何度も読み返しますと、ここが違う、とわ

かってきます。助詞を一つ変えるだけで意味も違っ

てきます。

毎年法人会が税の句を募集されており、三回続け

て入選することができました。一回は特選でした。

川柳は長く続けることで良い句が詠めるのだと思

います。これからも長く続けていきたいと思いま

す。

□お 名 前 尾野 剛章

□事 業 所 尾野精肉店

□職業分類 食肉販売

＜ご挨拶＞

三年前、木村年度には帰

るからと退会させて頂きま

した。ぎりぎり約束が守れ

たかと思います。その間いろんな方から早く帰っ

て来いとお誘いを受けたのですが、その筆頭であっ

た川本さんが今日ここにおられないのがとても残

念に思います。

一刻も早くロータリーの感覚を取り戻し、頑張り

たいと思いますので、よろしくお願い致します。

□日時 平成26年6月19日(木)

□議題

①次年度会計の件 承認

会計)田中幸俊会員 副会計)吉岡一眞会員

②尾野会員次年度所属委員会の件 承認

プログラム

《出席報告》

会員数３６名 出 席２７名 メイク ２名

欠 席 ４名 免 除 ２名 出席率８８．５７％



６月２６日 第２４３６回

お別れ例会

□ソング：国歌・奉仕の理想

□出席者：会員２７名 配偶者１２名

事務局 計４０名

幹事 堀越 賢二

・6月29日(日)リフレッシュ瀬戸内の的場清掃が

行われます。

・7月3日(木)第一例会に新しくメンバーが入会さ

れます。

会長 木村 安伸

皆さん今晩は。本日は、2013－14年度最後の例会

を迎えました。私は、お陰様でこの一年間会員皆

様の温かいご協力、ご理解によりまして、無事に

会長の任務を終わらせて頂くこととなりました。

とは言え顧みますと、未熟な私が今日まで曲りな

りにも重責を担うことが出来たのは、会員皆様か

らのロータリーの友情の後押しに支えられながら

切り抜けられたうえのことでした。誠に有難うご

ざいました。本年度私が受けました御恩は、次年

度以降に精一杯お返しさせて頂き、貢献して行く

所存です。特に、記念すべき創立50周年行事にあ

たっても尽力して参ります。

6月は、「親睦活動月間」です。ロンD・バートン

RI会長の本年度最後のメッセージは、『ロ－タリ

―を実践し続けよう』と呼び掛けられています。

これは、日頃“超我の奉仕”を念頭に職業奉仕を

実践し、また、地域への社会奉仕を増やすことで

も応えられると思料します。端的に言えば例会に

出席し、ロータリーと関わりを持つことだけでも

可能だと思いますし、それが出席率の向上に大い

に寄与します。皆さん、どうか宜しくお願い申し

上げます。

最後に、次年度夜船会長のご活躍とクラブの隆盛

並びに創立50周年が成功しますことを祈念し、会

長の挨拶と致します。

【懇 親 会】

□会長挨拶

□乾杯

□2013-14年度入会 新会員紹介

□記念品贈呈

・最多スマイル賞 円山 啓壮

・最多クライング賞 市川 重雄

・出席表彰

35年連続出席 佐渡 文武 金澤 節生

30年連続出席 市川 重雄

10年連続出席 土居 敏昭

年間100％出席 円山 啓壮 菅 義尚

大森 寛 坂田 武文

藤中 保 本庄 純夫

佐々木秀明 佐藤 守幸

中川 康子 荒谷 隆文

久藤 孝仁 吉本きよ子

木村 安伸 夜船 正昭

下山 生修 堀越 賢二

大成 義彦 三好 静子

小坂 啓子 宮本 和彦

□バッジ伝達 会長幹事から次年度会長幹事へ

□本年度会長幹事への記念品贈呈

□会長・幹事謝辞

□次年度理事役員紹介

□次年度会長・幹事挨拶

□次年度副会長 閉会挨拶

□ロータリーソング『手に手つないで』

≪お別れ例会会長挨拶≫

会長 木村 安伸

ロータリアン並びにロータリーファミリーの皆さ

ん、改めまして今晩は。

今夜は、市川SAAと菅副SAAに担当して頂く、お別

れ例会でございます。お二人には、お世話になり

ますので宜しくお願い申し上げます。

私は、本年度が始まった当初、長く辛い一年間が

続くものと不安ばかりでしたが、そこは皆様にロー

タリーの友情と温かいご支援を賜りまして、今月

末で無事に任務を終えることが出来そうです。

思い返せば、各委員会が計画を立派に実践されま

した中で、私は、夜間例会の導入、ポリオ撲滅の

ためのバザー及び募金活動などを強引に推し進め

ましたが、皆さんのご協力のお蔭で何れも成果を



収めることが出来ました。また、会長として二

度も他クラブの周年行事に出席する機会にも恵

まれました。これらのことは、私の良き思い出

となることでしょう。深く感謝申し上げます。

7月からは、いよいよ夜船会長の年度です。ク

ラブの更なる発展と創立50周年記念行事が成功

を収めますようご期待申し上げます。

これを以て私のご挨拶と致します。有難うござ

いました。

《出席報告》

会員数３６名 出 席２５名 メイク ５名

欠 席 ４名 免 除 ２名 出席率８８．８９％



『竹原ＲＣ主催 デートＤＶ予防啓発講演会』

「知っておこう デートＤＶとストーカー被害

～被害にあわない注意と健康的な人間関係の作り方」

開催日 平成26年7月8日(火)竹原市民館10時 / 安芸津中学校14時10分

集 合 竹原市民館 8：45 / 安芸津中学校 13：30

□ 8：45 竹原市民館集合 ※舞台準備・受付準備・関係者接待

□ 9：00 生徒バスの一便が到着予定 ※玄関で生徒を迎える

□10：00～11：30 講演会 ※竹原での講演終了後、一時解散

□13：30 安芸津中学校集合 ※体育館で準備

□14：10～15：40 講演会

6月29日(日)的場清掃へ参加された皆様大変お疲れ様でした。


