
１２月４日 第２４５６回例会記録

□ソング：国歌・奉仕の理想

□４つのテスト

□会員誕生日…藤中、久藤、堀越

□結婚記念日…藤中、土居、堀越

□事業所創立…尾野

□特別スマイル

・先週の年次総会にて次年度理事役員が選出され

ました。ご協力いただきました会員並びに指名委員

会の皆様に御礼申し上げます。（木村安伸）

幹事 佐々木 秀明

・東広島あきつライオンズクラブ50周年記念大会

ご案内

・例会終了後、定例理事会を開催します。

会長 夜船 正昭

早いもので今年も残すところ、あと一か月となりま

した。師走は何かとお忙しいと存じます。寒さも一

段と厳しくなると思いますが、健康には十分ご留意

ください。

12月3日は当クラブの創立記念日でした。さらなる

飛躍に向けて頑張りましょう。

先週の年次総会において、次年度の理事役員が承認

されました。次年度久藤会長以下11名の方々のご活

躍を期待致します。

さて、12月は家族月間です。家族の重要性を主眼に

置いて12月を家族月間として指定し、これに伴って

家族習慣は廃止され、以後ＲＩでは12月は家族月間

としてクラブだけでなくロータリアン一人一人が家

族と地域社会への献身を示すよう奨励されています。

家族月間を機会に家族の絆を一層強めて下さい。

12月記念日を代表して藤中会員よりお礼の言葉が述

べられました。

□次年度幹事 三好 静子

先週の例会後に次年度の理事会を開催し、次年度Ｓ

ＡＡは宮本和彦会員に決まりましたのでご報告いた

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のでご出席

よろしくお願い致します。

□広報委員会

委員長 宮本 和彦

ロータリーの12月号に7月8日に開催したデートＤＶ

予防啓発講演会の記事が掲載せれています。ご覧く

ださい。

会員 久藤 孝仁

先日、サンフランシスコへの記

事を週報に載せさせていただき

ましたが、少し補足させていた

だきたいと思います。
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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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前半を振り返って 新 年 互 礼 会
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RLI-2710分科会研修の最終回後の懇親会の席で、田

村パストガバナーに、近々サンフランシスコへ訪問

するので現地のRCを訪問したい旨の話をしました。

PGから日本ロータリーの事務局の連絡先を教えてい

ただき、日本ロータリーに訪問先のSFの住所を伝え

ると、次の日には近くのRC例会情報を5～6クラブ、

ＦＡＸで教えていただきました。しかし、私の英語

力で例会へ出席するのはどうかなとインターネット

から検索し、現地の米山奨学生卒業者にメールをし

てみましたが返事がなく、SFの例会のイメージが出

来ないまま渡米の機会を得ました。とにかく、せっ

かく来たのだからRCの友情と寛容の精神を信じてサ

ウサリートという地域へ出かけました。訪問した時

間帯が少し遅く例会終了寸前に到着し、内心不安で

いっぱいの中、ロータリーマークの例会場方面へ向

かいました。Rバッチを着けた方を見つけ、つたな

い英語で日本から来た事を伝えると、すごく自然な

感じで案内されました。信じられないぐらい、自然

な形で受け入れられ、ほっとした安心感と夢に思っ

ていた異国でのRC訪問が、実現出来たことに感動を

覚えました。その日の夕方、友人の自宅の近くのイ

タリアンレストランへ入るや否や、中年の２人連れ

の方に声を掛けられ半信半疑で話をしていると、ロー

タリークラブの会員かと尋ねられました。RCへの訪

問でバッチを着けていましたから、声を掛けてきた

らしく、しかもパストガバナーとの事で、ますます

ビックリです。ここでも、RCの友情を自然と感じ、

本当にフランクに紳士的に話をし、このときほどロー

タリーの世界規模での友情を体験でき、言葉に出来

ないくらいの「おどろき」「友情」「信頼感」を感

じました。RC会員は出来る限りバッチの着用を心が

ける事をSFのPガバナーにも提言されましたが、本

当にそう思いました。

私と、SFの友人は、彼が竹原安芸津地区へ20年前ぐ

らいALTの立場で安芸津に住んでいました。その当

時、私も英会話を勉強してみようとNHK等で勉強し

ていた時に出会い、全然意志疎通出来ないにもかか

わらず、良く食事や飲み会また自宅等で時間を過ご

し、友情が芽生え少しづつ話ができるようになりま

した。彼の任期後、次のALT、また次と自然な形で

紹介してもらい、事あるごとに良く飲みました。日

本の習慣など伝えたり、時には少しばかりのお金の

融通をしたりとか、いろいろな友人が出来、今もそ

の時の外国人の友人とメール等でやり取りはしてい

ます。

イギリス、アメリカと友人を訪ねて行った時に、つ

くづく思うのは、日本人以上に義理人情に厚い事を

実感します。訪問時には１週間ぐらいは休みを取り、

現地の案内をしてくれたり、その土地の友人を紹介

してくれたり、友人と言う観点を考えさせられる時

間をくれます。また時には人種差別の怖さを痛感し

た事も有りました。アフリカンアメリカンとの係り、

またベジタリアンの存在を知ったのもこの時期でし

た。英語の発音の違い（アメリカ、イギリス、スコッ

トランド、オーストラリア、ニュージーランド、ア

ジア）またその国々の方言？言い回し（イディアム）

など、まだまだ分からない事は多いですが、その当

時は英語の勉強と言う観点ではなく、分かることの

喜びで大変充実していました。また他国でRCの例会

に行くチャンスが有りましたら。躊躇せず飛び込ん

で行こうと思っております。また、国内においても

RCの友情、寛容の精神を柱に、出会いのチャンスを

大切にしていきたいと思います。

会員 原田 一平

私が天理の方へ行ってまいりま

した時に、出会った本を紹介し

たいと思います。世の中には人

間として生きていくうえで、基

本的なことをもう少しハッキリ

と子供たちに教えるべきではと

思っています。そういった中で、

良い文章がありましたのでご紹介します。ますだま

さよしさんの「ほっ」です。

□日 時 平成26年12月4日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 8名

□議 題

①4クラブ合同例会登録料の件 5,000円 承認

②第7期RLI-2710分科会研修パート１ 承認

日 時 平成26年12月23日(火)

場 所 広島国際会議場 登録料 8,000円

出席者 菅副会長

③ライラの件 承認

日 時 平成27年3月7日(土)～8日(日)

場 所 呉市 登録料 12,000円（一人）

参加者 アヲハタ（株）矢野寿史様

④竹原ロードレース大会ぜんざいサービスの件 承認

日 時 平成27年2月1日(日)

場 所 バンブー公園

⑤国際奉仕委員会担当例会の件 承認

2月26日(木)広島商船高等専門学校留学生

⑥東広島あきつライオンズクラブ50周年の件 承認

日 時 平成27年3月29日(日)

場 所 安芸津生涯学習センターホール

御 祝 10,000円

⑦竹鶴政孝・リタ銅像建設寄付の件 承認

会員一人当たり3,000円徴収

１２月６日 第２４５７回例会記録
忘年家族例会：大広苑

□ソング：それでこそロータリー

□出席者：会員25名、配偶者12名、成人8名、

中学生4名、小学生8名、幼児7名、

事務局 計65名

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名２６名 ５名 ５名 １名 86.48％



会長 夜船 正昭

皆様こんばんは。ご家族の皆さんご参加頂き有難う

ございます。先月の50周年記念式典に際しましては

ファミリーの皆様にはおもてなしのお手伝いを頂き

まして有難うございました。無事に盛会に出来まし

たのもファミリーのお蔭です。この場をお借りして

改めてお礼を申し上げます。

今月は家族月間です。本日の家族忘年会は私達ロー

タリアンはホスト役に徹し、御家族の方を中心に進

めていきたいと思っております。私も今日は家族に

対するサービスを実行致します。皆様も如何でしょ

うか。きっと年が明けたらそのサービスのお返しが

あると思います。家族は私達ロータリアンにとって

非常に大切な仲間です。毎日忙しく仕事に向かい職

場で言えないような我が儘、愚痴、悩みを家族は全

て聞いてくれます。皆様も今日、家族にサービスを

して一年の労をねぎらって頂きたいと思います。よ

ろしくお願い致します。

また、市川会員様よりケーキのご提供を受けました。

有難うございました。厚く御礼を申し上げます。本

日家族忘年会の御準備をされました親睦委員会の皆

様ご苦労様でした。

素晴らしい新年2015年をお迎えくださることをご祈

念し挨拶と致します。

□50周年実行委員会 委員長 本庄純夫

12月18日(木)18時より大広苑において50周年反省会

を開催しますのでご出席お願い致します。

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名２６名 ８名 ２名 １名 78.38％

挨拶 会長 夜船 正昭

乾杯 幹事 佐々木秀明

歓談

・金婚式御祝

・次年度理事役員紹介

・ビンゴゲーム

・サンタクロースから子供達へプレゼント

閉会の挨拶 副幹事 中川 康子

「手に手つないで」

※市川会員より出席者全員へクリスマスケーキをご

提供頂きました。

※原田会員より、ビール・お酒をご提供頂きました。

※佐々木幹事、尾野会員、板場会員、中川会員、吉本

会員よりビンゴゲームの賞品をご提供頂きました。

大森寛会員金婚式 お嬢様との記念写真

次年度理事役員紹介


