
１１月１３日 第２４５３回

□ソング：それでこそロータリー

幹事 佐々木 秀明

・ＲＩ会長ゲイリーＣＫホァンご夫妻をお迎えし

て「ジャパンロータリーディⅡin東京」

2015年2月4日(水)

・竹鶴政孝・リタ銅像建設準備委員会開催案内

11月28日(金) 竹原市観光協会

・ライラ開催ご案内 ガバナー 金子 克也

2015年3月7日(土)、8日(日)

会長 夜船 正昭

明後日、11月15日創立50周年記念式典を行います。

当クラブは1964年12月3日チャーターメンバー28名

で三原ロータリークラブのご指導により誕生しま

した。当クラブが50年という歴史と伝統を重ねて

きましたのは、創立から現在までの会員のロータ

リー精神のたゆまなき実践と超我の奉仕の理念が

あったからだと思っております。また、今在籍し

ている我々会員は当クラブの歴史と伝統、先達の

精神を次代に繋ぐ責務があると思っております。

創立50周年という節目の年を考え、クラブの運営

方針を「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繋ぎましょう」としました。

しかし、変えてはならないものは大切に守り、変

えなくてはならないものは変えていきたいと考え

ております。竹原ロータリークラブ発展の為、記

念行事を成功させようではありませんか。以上会

長の時間とします。

□親睦活動委員会 委員長 吉本きよ子

12月6日(土)忘年家族例会を開催します。ぜひ多数

御出席下さい。

実行委員長 本庄 純夫

11月14日は13時より会場設営など準備を行います。

その後、18時より広島エアポートホテルで羅東Ｒ

Ｃとの食事会がありますので参加される方は宜し

くお願いします。15日当日は9:30集合です。皆様

のご協力をお願い致します。

総務・式典・祝宴・事業から報告をお願いします。
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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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総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名２３名 ４名 ７名 ３名 89.19％



１１月１５日 第２４５４回

＝竹原ロータリークラブ創立50周年記念式典＝

2014年11月15日(土) 於：大広苑

□出席者

来 賓 ２８名

羅 東 ＲＣ １２名

竹原ＲＣ会員 ３３名

竹原ＲＣ奥様 １３名

アシスタント（日浦早苗様）、通訳（包 平様）

事務局 計 ８９名

祝宴余興 東広島マンドリンアンサンブル様 ７名

≪記念式典 11:00～12:00≫ 司会：三好 静子

井上 盛文

□点 鐘

□開会の辞 50周年実行委員長 本庄純夫

□国歌斉唱「中華民国国歌」「君が代」

□ロータリーソング「奉仕の理想」

□物故会員への黙祷

上杉一秋様 三好秀樹様 川本照夫様

11月13日逝去 羅東ＲＣ会員 陳正雄様へ黙祷

□来賓紹介 会長 夜船正昭

□会長挨拶 会長 夜船正昭

□ガバナー祝辞 2710地区ガバナー 金子克也様

□来賓祝辞 竹原市長 吉田 基様

東広島市長 藏田義雄様

三原ＲＣ会長 大藤宗平様

第3490地区羅東ＲＣ 李 光仁様

□記念事業発表・目録贈呈

□スポンサークラブへの記念品贈呈

□姉妹クラブへの記念品贈呈

□チャーターメンバー表彰及び特別表彰

□30年以上在籍者表彰（8名）

□ガバナー補佐表彰

□歴代会長表彰（5名）

□閉会の辞 50周年副実行委員長 藤中 保

□点鐘

≪集合写真撮影≫

≪記念祝賀会 12:30～14:30≫ 司会：吉本きよ子

鴨宮 弘宜

□開宴の辞 50周年実行委員長 本庄純夫

□乾杯 竹原商工会議所会頭 山本靜司様

□アトラクション 東広島市マンドリンアンサンブル

□閉宴の辞 50周年副実行委員長 佐藤守幸

□ロータリーソング「手に手つないで」

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名３２名 ４名 ０名 １名 89.19％

創立50周年記念品

５０周年記念事業目録贈呈 東広島市

羅東ＲＣからの記念品

祝 竹原ロータリークラブ 創立５０周年記念に思う

金澤節生

「輝いて 五十路記念は 永久に咲く」

「空は青 奉仕の足並み 五十段」

「ありがたや 祝五十年に めぐり合う」



祝辞 ガバナー様 祝辞 東広島市長様

祝辞 三原ＲＣ会長様

祝辞 竹原市長様

羅東ＲＣとの記念品交換

羅東ＲＣのみなさん

祝辞 羅東ＲＣ 李光仁様


