
□会員誕生日 吉岡 一眞 小坂 啓子

田中 幸俊

□配偶者誕生日 菅 義尚 市川 重雄

朝比奈勝也 下山 生修

福本 博之 田中 幸俊

井上 盛文

□事業所創立 福本 博之 川崎 俊和

１２月１８日 第２４５８回例会記録

□ソング：我等の生業

□食 事：100万ドル

□会員誕生日…下山、板場

□特別スマイル

・会館の工事が完了しました。 （福本博之）

・忘年家族例会へは沢山御出席頂き楽しく過ごさせ

て頂きまして有難うございました。（原田一平）

・忘年家族会でお土産をたくさん頂き有難うござ

いました。 （本庄純夫）

・忘年家族例会無事開かれました。有難うござい

ました。 （吉本きよ子）

幹事 佐々木 秀明

・成人式の開催について 竹原市

日 時 平成27年1月10日(土)

・竹原青年会議所新春互礼会ご案内

日 時 平成27年1月17日(土)19:00

場 所 大広苑

・G9IM開催のご案内 G9ガバナー補佐 森崎正治

日 時 2015年3月14日(土）

会 場 フォレストヒルズガーデン

・第37回竹原ロードレース大会に係る参加者のも

てなしについて（依頼）

日 時 平成27年2月1日(日）

・第3690地区(韓国)地区大会ご案内

ガバナー 金子克也

会長 夜船 正昭

本日は、忠海のシンボル黒滝山について記念誌を抜

粋してお話しさせて頂きます。

国立公園黒滝山（標高266ｍ）は信仰の山として地

域住民に親しまれ、山頂付近では花こう岩が風化し

た奇岩と、緑の山肌が独特の景観を織りなしていま

す。登山道のわきに点在する33体の石仏は、江戸時

代に住民が建立した「ミニ西国33ヶ所霊場」自然石

に刻まれた石仏の穏やかな表情が心を和ませてくれ

ます。また、明治時代忠海町にあった陸軍銃砲大隊

を視察した乃木大将が座って内海の眺望を絶賛した

という『腰掛けの岩』、また高さ1ｍ足らずの『幸

福の鳥居』に登山道沿いにたたずむ昭和初期の建立

という二基のミニ鳥居は下をくぐると幸せになれる

とされています。頂上に上がれば多島海の名に相応

しく、多くの島々に晴れた日には遠く四国石鎚連山

に望まれ、心洗われる一瞬でもあります。昭和62年

に「黒滝山を愛する会」が企業、団体、町民で設立

され、登山道・水源・清掃活動を環境整備員会を中

心として恒例の奉仕活動をしています。元旦には

「黒滝山を愛する会」の人たちで樽酒、ぜんざい、

コーヒーなどの温かいおもてなしもあります。山頂

での瀬戸の朝明け金色色に染まる空・海、とても言

葉では言い表せなく、手を合わせ感無量にさせてく

れ、登山者全員で万歳三唱して黒滝山を後にします。

故平山郁夫先生も黒滝山から眺める瀬戸内海の島々
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の風景を描かれているとお聞きしております。

最後にお願い致しますが、ここ数か月出席率が非常

に悪いようです。いろいろ事情があろうかと思いま

すが、出来るだけご協力を切にお願いして会長の時

間とします。

□たけのこ会 幹事 久藤 孝仁

12月19日(金)開催予定のたけのこ会ゴルフコンペは

積雪の為中止とさせて頂きます。

□創立50周年実行委員会 委員長 本庄 純夫

本日18日(木)18時より大広苑において創立50周年記

念事業の反省会を行いますので関係者の方は宜しく

お願い致します。

会長 夜船 正昭

会長を務めさせて頂き前半

を終えることが出来ました。

これも皆様方のご支援の賜

物と厚く感謝申し上げます。

様々な不手際がありました

ことをお詫び致しますとと

もに、同時に後半も皆様方

のご協力ご支援をお願い致します。

7月8日(火）デートＤＶ予防啓発講演会を講師に伊

田広行氏をお迎えし、午前に竹原市民館で竹原市内

四中学校全生徒700名、同日午後には安芸津中学校

体育館にて安芸津中学校生徒300名を対象に開催し

ました。中学生の段階から啓発していくことは大変

意義深いことだと思います。直前会長、幹事及び奉

仕委員の皆様には前準備が大変だったと拝察します。

また会員の皆様も早朝よりご支援ご協力頂き有難う

ございました。

7月26日(土）第58回芸南学童水泳大会が大乗小学校

で開催されました。児童が一生懸命に記録を目指し

泳ぐ姿に勇気と感動を受けました。大会新記録の該

当者が無く残念ながら竹原ロータリークラブ賞を贈

ることが出来ませんでした。参加された会員の皆様

には児童に対し温かい拍手と応援を有難うございま

した。

8月11日,12日の二日間、広島商船高等専門学校の留

学生二名が木村会員宅にてホームステイされました。

木村会員奥様の愛情あふれる手料理と日本の家族の

雰囲気を満喫されたようです。二日目は呉方面に社

会見学へ荒谷会員の愛車にて案内しました。後日広

島商船高等専門学校の村上校長、留学生二名の方か

らお礼のお手紙を頂きました。

10月18日,19日、2014－15年度国際ロータリー第271

0地区地区大会が福山市に於いて開催されました。

クラブからは14名が出席しました。第一日目の本会

議、会長・幹事会の会場は福山ニューキャッスルホ

テルで午後2時より金子ガバナーの点鐘で始まり、

多田大会実行委員長開会宣言、ガバナーによる来賓

紹介、挨拶、クラブ表彰があり、当クラブより円山

会員、菅会員、佐渡会員、金澤会員、市川会員が表

彰されました。続いて、朱秋龍ＲＩ会長代理より

「ロータリーを輝かせるためには」をテーマに基調

講演がありました。

11月15日(土)竹原ロータリークラブ創立50周年記念

式典が大広苑に於いて挙行されました。記念式典に

は、国際ロータリー第2710地区ガバナー金子克也様、

竹原市長吉田基様、東広島市長藏田義雄様、三原Ｒ

Ｃ会長大藤宗平様、姉妹クラブ羅東クラブ会長陳正

吉様の方々の来賓の祝辞を頂き、記念式典、記念事

業、祝賀会を成功裡に終えることが出来ました。只

この式典前日に羅東クラブの前会長陳正雄様の訃報

に接しました。深くご冥福をお祈り致します。

本庄実行委員長、各実行委員会、会員の皆様が50周

年を成功させようという目的で心を一つにしてご協

力を頂いたお蔭だと深く感謝しております。

50周年を契機にして更なる発展を遂げるよう頑張り

ましょう。

以上で前半の報告を終わりますが、後半も皆様方の

ご協力ご支援を重ねてお願いします。

輝かしい良いお年が訪れますようご祈念いたします。

会員 下山 生修

職業分類上、私は古美術商に

なっていますので、私の職業

に絡んだお話をさせて頂きま

す。

つまり『骨董』でございます。

では、骨董とは何ぞや。骨董

は古い価値のあるもの、逆に

役に立たない古臭いものの例えとして言われます。

普通、古美術というのは古いもの全般に言えます。

本日は数点骨董を持ってまいりました。

「お歯黒」これは幕末、素材は真鍮でできています。

お歯黒という言葉は既に死語になっていますが、有

史以来日本の女性既婚者は歯に黒く塗っていました。

こちらがお歯黒の道具です。中国の三国志に日本の

事を魏志倭人伝という本に「東に歯黒の国あり」と

書かれています。日本の歴史が始まって以来日本の

既婚女性は歯黒でした。骨董の世界は有史以来続い

ています。

私は、若い時から骨董市を歩きました。歩いた集大

成としてサラリーマン生活を終えて商売を始めまし

た。初めて14年、いまだに勉強中です。

様々なものを扱っていますが、職人が一生懸命欲を

かかずに作った品物は価値が出てきます。人間も同

じです。時間が参りました。

□日時 平成26年12月18日(木)

□議題

①事務局年末年始休暇の件 承認

2014年12月27日(土)～2015年1月5日(月)

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名３０名 ５名 １名 １名 86.49％



２０１５年１月８日 第２４５９回例会記録
新年互礼会：大広苑

□ソング：国歌・奉仕の理想

吉岡一眞会員、夜船正昭会員、宮本和彦会員

会長 夜船 正昭

新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様方におかれましては、清々しい2015年の

新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年は、竹原ロータリークラブにとりまして50周年

という記念すべき年でございました。皆様方のお蔭

で充実した意義ある記念行事が挙行出来ました。心

から感謝申し上げます。

また昨年は、自然災害・消費税率引き上げ等、経営

環境の変化で大変な年でございました。本年の干支

は乙未で、発展・成長と安泰が重なり縁起の良い年

回りであると言われています。私事で大変恐縮です

が年男でございます。当クラブに2名いらっしゃい

ます。この乙未にあやかって良い年にしたいと願っ

ております。会長職も本日より後半に入ります。皆

様のご協力を得ながら精一杯責務を果たしていきた

いと思っております。

結びに、皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げまし

て、新年の御挨拶とし会長の時間とさせて頂きます。

幹事 佐々木 秀明

・羅東扶輪社陳正雄様より香典返し

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名３１名 ４名 １名 １名 89.19％


