
□ソング：奉仕の理想・４つのテスト

□会員誕生日 …吉岡

□配偶者誕生日…菅、市川、福本、下山、井上

朝比奈

□事業所創立 …田中、福本

□年賀状 …鴨宮、三好、市川、堀越、夜船

菅、宮本、久藤、佐渡、佐々木

佐藤、吉岡、下山、藤中、中川

円山、井上、尾野、本庄、永瀧

福本、朝比奈、金澤、吉本、

原田、木村、大森、坂田

・肝心のバースデイソングを失念しました。大変

失礼致しました。 （下山生修）

幹事 佐々木 秀明

・第41回聖恵文化祭の御礼

・竹原市社会福祉協議会法人設立40周年記念事業

日時 1月31日(土)

会場 たけはら美術館

講師 弁護士：堀田 力氏

・ベトナム料理教室開催 竹原市国際交流協会

日時 2月7日(土)

場所 忠海公民館

・柴田泰一福祉基金講演会に係る後援名義使用に

ついて

日時 3月1日(日)

会場 グリーンスカイホテル竹原

・2017－18年度ガバナー候補推薦について

岩国中央ＲＣ 藤中秀幸氏（税理士）

・竹原市より50周年記念事業で寄贈した自動昇降

式演台一式に対する感謝状を頂きました。

（その演台を見学に行く予定です。後日ご案内し

ます。）

・例会終了後、定例理事会を開催します。

1月誕生日を代表して田中会員よりお礼の言葉が述

べられました。

会長 夜船 正昭

皆様こんにちは。2014－15年度の折り返し地点が

参りました。今日までクラブ運営が出来ましたこ

とは、会員各位のご協力の賜物と深く感謝してお

ります。引き続きご指導を宜しくお願い致します。

竹原ロータリークラブ創立50周年記念事業の一環

として竹原市に演台一式を寄贈したことに対して

昨年12月24日に竹原市から感謝状の贈呈がありま

した。市長公室にて、本庄実行委員長、佐々木幹

事に同行して頂き私が代表して感謝状を拝受しま

した。

1月5日竹原商工会議所主催の新年互礼会がグリー

ンスカイホテル竹原で開催され、佐々木幹事、久

藤会長エレクト、三好次年度幹事が参加致しまし

た。平成27年山本会頭の年頭の御挨拶の中に、マッ

サンのお蔭で竹原市場は大変潤っています。その

効果を維持する為にはリーダーシップが必要です。

関係各位のご指導並びにご支援を切にお願いしま

すという主旨の御挨拶がありました。

1月10日竹原市民館ホールで開催された市主催の成

人式が挙行され出席致しました。会場では華やか

な振り袖やスーツに身を包んだ新成人らが旧友と
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の再会を喜び記念写真を撮り合うなどして人生の節

目を祝っておりました。何よりも壇上でひときわ輝

いていたのは演台でございました。

新成人と共に益々活躍し、世の為、人の為に役立つ

ことと思います。因みに新成人になられた方は312

名(男性166名、女性146名)です。

後に各地区でインフルエンザが流行の兆しをみせ

ております。体調管理には十分気を付けてくれぐれ

もご自愛下さい。

□創立50周年事業員会 委員長 堀越 賢二

創立50周年記念事業で米山奨学会への寄付に対して

の感謝状の盾が届きました。

□創立50周年実行委員会 委員長 本庄 純夫

金澤節生会員から創立50周年の感想をしたためた川

柳を頂戴しましたのでご披露いたします。

「人の道 超我の奉仕 身に修め」

「追い求め 奉仕の理念 半世紀」

「祝五十年 奉仕は永久に 語り継ぐ」

「つつがなく 称賛浴びて 撫でる胸」

会員 金澤 節生 作

会員 吉岡 一眞

今年84歳になります。何と

か元気で新しい年を迎える

ことが出来て感謝していま

す。

今年は戦後70年、被爆70年

になります。当時の新聞に

は高熱爆弾が落ちて広島が

焼け野原になったと伝えられていました。広島市に

入ることは禁止されていましたが許可を取り、一週

間後に父親と共に広島へ行きました。まさにこの世

の生き地獄、20年～30年は草木も生えないと言われ

ていました。

昭和45年頃ですか、「戦争を知らない子供たち」と

いう曲が流行りました。“戦争が終って僕らは生ま

れた、戦争を知らずに僕らは育った”。竹原ＲＣ会

員も戦後生まれの皆さんが19人もいます。

被爆者の高齢化が一段と進みまして、その数も年々

寂しくなっています。まさに戦争は遠くなっている

実感をしています。

ところでＮＨＫは毎日、毎日、『マッサン』『マッ

サン』と全国に向けて竹原が放映されまして、大変

な人気になっています。竹原には連日観光客がたく

さん来られ、平日でも「道の駅」は賑やかで駐車場

もいつもいっぱいです。土日は臨時駐車場も満員で、

寒い中、雨の中、大変な人出です。私の家の前もゾ

ロゾロと賑やかなことです。私もガイドを手伝って

います。

ところで私はマッサンのテレビで忘れていたことを

思い出しました。それはマッサンこと竹鶴政孝さん

との出会いであります。

60年余り前のことです。私が学生時代、余市にあり

ますニッカウイスキーを訪ね竹鶴政孝社長さんにお

会いしました。昭和24年に新制大学が発足して、広

島大学の野球部はいろんな事情があり準硬式でスター

トし、昭和43年硬式に切り替わりました。昭和26年

私が大学3年の時に、中国国立五大学春のリーグ戦

で優勝し、札幌で開催されました全国大学準硬式野

球大会へ中国地区代表として出場しました。一回戦

で早稲田大学と対戦して延長12回3対2で残念ながら

敗れました。

全国大会が札幌で開催される際に、余市にある郷土

の大先輩であるニッカウイスキーの竹鶴さんにお会

いしたらと父親と吉井耕一さんに勧められて、耕一

さんの父吉井章五さんに紹介状を書いてもらいまし

た。会社を訪れた時にちょうど会議中でしたがお忙

しい中を急遽時間を割いて頂きまして、『よぅ来た、

遠いところをよく来てくれた』と大変喜んで頂きま

した。竹原のことを懐かしくいろいろと聞かれまし

た。その後工場を見学して、ウイスキーを数本頂い

て竹原へ帰ってきました。吉井家に行きましてウイ

スキーをお土産に御礼を申し上げてお会いした状況

をお話ししました。忘れていたことをマッサンが思

い出させてくれました。当時非常に緊張してお話し

た時間も短かったので竹鶴さんの面影がはっきりと

思いだされないのは残念ですが、竹鶴さんの優しい

人柄、故郷を懐かしく大切にされている気持ちを強

く感じました。64年前の遠い遠い懐かしい思い出で

あります。

会員 夜船 正昭

私は6回目の干支を迎え10月の誕生日には満72歳に

なります。振り返ってみますと、実にいろいろなこ

とがありました。何とか無事に過ごせたことは正に

神様に感謝感謝です。 近は月日の経つのが実に早

く感じるようになり、それこそ一年の内に三回くら

い正月が来るような気がします。乙未は60年ぶりだ

そうです。発展、成長と安泰が重なり縁起の良い年

回りと言われております。この乙未にあやかって良

い年にしたいと思っております。

このお正月の新聞などの一節に皆さんに伝えたいコ

ラムを紹介します。新年は惰性を破るチャンスであ

る。「新しい自分」へと脱皮する好機である。年頭

の決意を貫いたとき、どれほど大きな実りが年末に

もたらせることか。新生の決意に立てば「前進の一

年」になり、「相変わらず」の心であれば「後退の

一年」となってしまう。大いなる希望と具体的な目

標を持つことである。「すべてに勝利する」との強

気一念を貫くことである。

会員 宮本 和彦

今年60歳です。20年一括りにしたら20歳までの少年

期、40歳までの青年期、60歳までの壮年期、ここま

で来たわけです。次は老年期と言わず、ロータリア

ン期ということで今後精進したいと思います。皆様

ご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。



□日 時 平成27年1月15日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 9名

□議 題

①次年度理事担当委員会の件 承認

クラブ管理運営委員会委員長 佐藤守幸

会員組織委員会委員長 土居敏昭

クラブ広報委員会委員長 堀越賢二

奉仕プロジェクト委員会委員長 荒谷隆文

Ｒ財団・米山奨学委員会委員長 大森 寛

□日 時 平成27年1月15日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 10名

□議 題

①G9ＩＭの件 承認

日 時 平成27年3月14日(土)

場 所 フォレストヒルズガーデン

登録料 5,000円

交 通 バス

②金子ガバナーへのお礼の件 1万円 承認

③柴田泰一福祉基金講演会後援名義使用の件 承認

④忘年家族例会決算の件 承認

⑤４クラブ合同例会プログラムの件 承認

⑥竹原青年会議所新春互礼会の件 承認

日 時 平成27年1月17日(土)

場 所 大広苑

御 祝 1万円

⑦広島商船高等専門学校留学生卓話の件 承認
ダバザンブー ガンウール君（モンゴル）

フィルダウズ ラーコン ビン モハメド アンサリ君（マレーシア）

御礼各5,000円

⑧前期決算の件 承認

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名２９名 ４名 ３名 １名 89.19％


