
□ソング：国歌・奉仕の理想

□４つのテスト唱和

□会員誕生日 …市川

□配偶者誕生日…土居

□事業所創立 …菅、本庄

□35年連続出席…佐渡、金澤

□30年連続出席…市川

□10年連続出席…土居

□100％出席 …三好、佐々木、久藤、夜船、

下山、木村、円山、佐藤、吉本、

堀越、菅、中川、荒谷、大森、

本庄

□就任スマイル…夜船、円山、尾野、永瀧、金澤、

原田、井上、本庄、荒谷、中川、

吉本、佐藤、佐渡、三好、大森、

朝比奈、堀越、菅、土居、下山、

佐々木、久藤、市川、吉岡、

鴨宮

□特別スマイル

・最多スマイル賞を頂きました。 （円山啓壮）

・的場清掃の時の写真が中国新聞に載っていまし

た。真面目にやっていたものと思います。

（市川重雄）

・お別れ例会の時、大森さんの名前を間違えまし

た。今後気を付けます。大森さんごめんなさい。

（坂田武文）

・急いで来てバッチを忘れました。 （中川康子）

幹事 佐々木 秀明

＜例会変更＞

・東広島ＲＣ

7月22日(火)→3クラブ合同夜間例会

7月29日(火)→早朝例会

8月12日(火)→休会

・尾道東ＲＣ

7月29日(火)→納涼家族例会

8月12日(火)→例会取消

・因島ＲＣ

7月24日(木)→尾道市立因島図書館

7月31日(木)→夜間例会

8月14日(木)→休会

・三原ＲＣ

7月29日(火)→納涼例会

8月12日(火)→休会

・7月10日、17日の例会会場は2階の飛鳥です

・例会終了後、定例理事会を開催します
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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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会長 夜船 正昭

本日入会されました板場英行様、ロータリーの友

を心から歓迎申し上げます。当クラブの会員数は

37名となりました。皆様と共に是非ロータリー活

動を楽しんでください。

去る6月29日(日)的場海岸清掃に12名の方が参加

されました。市川会員のお孫さんにもお手伝い頂

きました。参加されました皆様大変お疲れ様でし

た。また佐藤会員には酎ハイをご提供頂きまして

感謝いたします。

さて、7月8日(火)竹原市内中学校及び安芸津中学

校を対象に「デートＤＶ予防啓発講演会」を開催

致します。午前と午後、会場を移しての開催とな

りますが、是非ご参加をお願い申し上げます。

以上で会長の時間を終わります。

□奉仕プロジェクト委員会 委員長 朝比奈勝也

昨年度から計画していましたデートＤＶ予防啓発

講演会を実行する日が来ました。7月8日(火)竹原

市民館は8：45集合、安芸津中学校は13：30集合

です。よろしくお願い致します。

□50周年祝宴委員会 委員長 吉本きよ子

例会終了後、祝宴委員会を開催しますので委員の

皆様よろしくお願いします。

7月記念日を代表して宮本会

員が謝辞を述べられました。

2014－15年度夜船会長杯がたけの子会へ贈呈され

ました。

会長 夜船 正昭

このたび2014－15年度の

竹原ロータリークラブ第

51代会長就任にあたり、

改めて責任の重さを感じ、

一年間全うできるかと身

が縮む思いでございます。

歴代会長はじめ先輩諸氏

が築きあげてこられた伝統に恥じないよう、佐々

木幹事、理事、役員、また会員の皆様に支えて頂

きながら、精一杯クラブ運営に努力していきたい

と思っている所存でございます。

今年度は創立50周年という大変な行事が控えてい

る年度でもあります。2014－15年度ＲＩ会長ゲイ

リー・ホァン氏はLight up Rotary“ロータリー

に輝きを”「私たちは、みなロータリーファミリー

の一員であり、この一世紀の間に、真に国際的な

ボランティアのネットワークを作り上げた。そし

て、違いを乗り越えて互いに手を結べば、驚くべ

きことを達成できることを実証した。これからも

ロータリアンは高い奉仕目標を掲げ、ロータリー

ファミリーを拡大する必要がある。2014－15年に

ロータリーに奉仕し、皆でこれらを分かち合い、

強力なクラブを作り地域社会にロータリーの存在

を高め、ロータリーの輝きをもたらしましょう。」

ということを提唱されました。

また、2014－15年度ＲＩ2710地区金子克也ガバナー

信条は「奉仕を学び、ロータリーを楽しもう！」

重点運営方針①職業奉仕の学習と実施②会員増強

（各クラブ純増一名以上、純増達成地区）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）これらのことを常に

念頭において、この一年間ロータリー活動に励ん

でくださることを切に願っています。

2014－15年度クラブ運営方針

「先達の創立の思いに敬意をはらい、ロータリー

の精神を次代につなげましょう」

基本目標

・職業奉仕の学習と実施

・積極的な奉仕活動

・四つのテストの唱和

・地元地域社会のニーズを参考にＲ財団の夢計画

の企画立案

以上、クラブの活性化をし、一味違った竹原ロー

タリークラブを目指します。皆様のご協力をお願

い致します。



幹事 佐々木 秀明

クラブ幹事の役割は、クラ

ブを効果的に機能させるこ

とです。記録・報告はもと

より、理事会の意向が理解

され、委員会活動が活発に

行われ、クラブ運営が円滑

にいくよう努めます。今年

度は５０周年記念式典がございます。無事成功に

終えるよう努力いたします。一年間、夜船会長と

共に頑張りたいと思いますのでよろしくお願い致

します。

会員 市川 重雄

先ほどは誕生祝いを有難う

ございました。19日で75歳

になります。毎年元旦に子

供や孫が集まります。その

時に、今年は75歳になるの

だから役はやめて、ロータ

リーものんびりしてよと家

族と約束したのですが、それが思いがけず2015－

16年度ガバナー補佐という大役を拝命しました。

皆さんに迷惑をかけないように健康に留意して頑

張りたいと思っております。

昨年広島で菓子博がありました。皆様のご協力の

お蔭で盛会裏に終わりました。残念ながら100万

人の目標が80万人でした。トータルでいえば黒字

だったのですが、県と市から補助金をもらう時の

約束で黒字の場合は返却するということで、県と

市へ補助金を返却しましたら、組合から出したお

金が不足して数千万円の赤字となりました。

菓子博には名誉賞、農林水産大臣賞などと賞があ

ります。昨年度は広島県が8本、他県が2本でした。

今まではこれを包装紙に印刷したり宣伝してもよ

かったのですが、農林水産省からの指令で、宣伝

が出来なくなりました。次回は三重県であるので

すが、宣伝が出来ないのなら、賞を取るものがい

なくなり、大きな収入源が減るのではないかと危

惧しています。

面白い話があります。「一円玉財布の中で踊って

いる」消費税が8％となりまして一円玉が有効に

使われています。時代の変化ですね。

□お 名 前 板場 英行

□事 業 所 公益社団法人日本理学療法士協会

□職業分類 リハビリテーション

＜ご挨拶＞

山口県長門市の生まれで、今年64歳になります。

高校まで地元におり、昭和48年に国家資格を取得

し、呉市広にある中国労災病院で理学療法士とし

て5年間勤務しました。昭和53年に高知県に理学

療法士の専門学校ができるということで赴任しま

して32年間学生指導に携わっていました。60歳の

時に学校を退任し、今一度臨床に携わりたく高知

県の土佐市の病院へ二年半勤務しました。そのう

ちに協会の方で理学療法士の研修システムの構築

をするということで理事職をしております。

そういうことで、高知と東京を含めた三重生活と

なります。例会の木曜日に毎週東京から戻って来

る予定です。

この6月末まで高知北ロータリークラブへ7年間在

籍しておりました。これから竹原ＲＣの一員とし

て皆様方と共に歩むことが出来ることを楽しみに

しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

□日 時 平成26年7月3日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①板場会員所属委員会 親睦 承認

②ポリオ寄付の件 一人1,500円 承認

③出席免除扱いの件 承認

大田会員、吉岡会員

④広島商船高等専門学校留学生ホームステイの件

8月9日,10日 マレーシア19歳、モンゴル20歳

木村会員宅へ一泊二日 承認

⑤お見舞いの件 承認

⑥7月17日(木)外部卓話の件 承認

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２８名 ２名 ４名 ３名 94.59％


