
６月１８日 第２４８１回

□ソング：それでこそロータリー

□食 事：洋食の日

□事業所創立…大成、佐々木

□特別スマイル

・2015－16年度Ｇ9ガバナー補佐としての1回目の

各クラブ訪問が無事に終わりました。ホームク

ラブは又いずれさせて頂きます。 （市川重雄）

次年度副幹事 井上 盛文

・三原ＲＣ例会変更

7月28日(火)⇒18:30～納涼例会

・東ヶ崎潔記念ダイアログハウス募金への協力に

ついて ガバナー 金子克也

・第59回芸南学童水泳大会役員就任依頼

・例会終了後、次年度理事役員会を開催します。

次年度会長 久藤 孝仁

先週の、クラブアッセンブリーにおきましては、

次年度の活動計画の確認等慎重審議ありがとうご

ざいました。次年度、７月からの例会プログラム

に予定しております各委員会の活動方針の報告に

て詳細にご報告頂きますので、よろしくお願い申

し上げます。

また、先週の委員会報告等でお話しました様に、

三好会員におかれましては、検査等入院にて休会

届けがまいっております。また、体調不良にて休

会、欠席の会員の方がおられますが、皆様方も体

調管理には十分にご注意されて、皆さんと100%出

席の例会が、間もなく来られるように体調やお仕

事のスケジュール調整等ご協力頂けますよう、お

願い申し上げます。

次年度市川ガバナー補佐及び次年度木村ガバナー

補佐幹事におかれましては、次年度に向けての近

隣6クラブへの訪問が終了したとの報告をお聞きし

ました。大変ご苦労様でございました。次年度は、

公式訪問、地区大会、研修会等、ご多忙の事と思

いますが、体調管理にもご注意頂き1年間よろしく

お願い致します。

本日は、後半を振り返っての報告があるようでご

ざいますが、各理事、委員長、ＳＡＡ、会長、幹

事におかれましては、１年間ご苦労でございまし

た。引き続きご指導頂きますようお願い申し上げ

ます。

次週は、お別れ例会が企画されており、ロータリー

家族を大切に関わりのある全ての方々と親睦、懇

親の場を設けて頂いております。平素以上に友情

を深め、信頼感を深めて下さい。

また、6月13日竹原市ふくしの駅におきまして、平

成27年度竹原市共同募金審査委員会、運営委員会

が開かれました。26年度の竹原市の募金総額は6,2

63,050円これを県の共同募金会に全納し27年度の

竹原市の地域配分金は、4,004,050円で地域福祉推

進事業、ボランティアセンター、福祉教育事業、

高齢者福祉活動、障害福祉活動、児童母子福祉に

と配分計画の承認が行われました。

参考ですが、県全体での募金、寄付、前年度繰越

金を含みまして、広島県共同募金会の25年度の収

入合計が 617,190,395円です。また、県下におけ

る助成金の欄を見ましたが、熊野地区や各種団体

が助成金を受け取り、活動の補助にされておられ

ますが、当竹原地域では補助金申請がなされてい

ないのか見当たりませんでした。助成金の問い合

わせ窓口は県なのか市なのかを聞きましたら、竹
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原市社会福祉協議会で県の相談窓口をしていると

のことでしたので、近隣でこのような助成申請希

望の団体が有りましたら知らせて上げて下さい。

資料を閲覧しますので、ご参考にして下さい。ま

た、竹原祭り協会の27年度総会へも参加致しまし

た。総会資料を回しますので合わせてお目通し下

さい。

会長 夜船 正昭

皆様こんにちは。6月第3例会で

す。いよいよ年度末に近づいて

参りました。昨年6月のリハー

サル月間に始まり今日まで一年

間、会員の皆様にご理解とご指

導を賜り、各事業を心を込めて

無事行うことが出来ました。これも会員の皆様の

御協力のお蔭と心より感謝申し上げます。有難う

ございました。常に皆さんから支えて下さってい

ることを感じながら、そしてそれが常に心強く感

じられ、大きな力になりました。その中で今まで

経験のない感覚を覚えることが出来ました。それ

は、ロータリーと仕事と常に同時に物事の考えを

行うことで、そのバランスの保ち方が、野球に例

えるなら、今まで全く打てなかったボールをバッ

トに当てることが出来るような、何か今までなかっ

た自信を手に入れつつある感じです。

所信表明で、奉仕を学び実践し、ロータリーを楽

しみ、地域におけるクラブの存在感を高めたいと

述べました。振り返ってみますと本当に難しいこ

とだと思い、どれだけ達成できたか疑問でござい

ます。また例会も納涼例会、職場例会、忘年家族

例会、花見例会、お別れ例会と、家族と共に楽し

ませて頂きました。

8月には広島商船高等専門学校の留学生のホームス

テイを二日間、木村会員がモンゴルとマレーシア

からの二名をお迎えして下さいました。それぞれ

の国の異文化を学ばせて頂きました。木村会員の

奥様も我が家族の様に接され、留学生のお二方も

大変喜ばれたことと思います。その後もお二人と

交流の場を持たれているとお聞きしています。

2014－15年度は、クラブ創立50周年というクラブ

にとって大きな節目の記念行事があり、関連行事

の成功に向けてクラブの全力を傾注してきた結果、

他はこれといった活動はされず前半は終了した感

じが致します。このことが後半にも少なからず影

響を及ぼし本年度は年度全般を通して50周年記念

行事に終始した１年であったように思います。

しかし、それはそれで全会員にとって大きな意味

があったように思います。即ち、この機会を通じ

て会員が過ぎた50年のクラブの歩みを知り、先輩

ロータリアンが歩んでこられた過去を知り、また

それを通してクラブ全体の歴史を知り、そのこと

が来るべき次の50年のスタートラインとして意義

ある1年であったように思います。

私はこのことを踏まえて来るべき新しい年度を迎

えるにあたり、パスト会長として次の事を提唱し

たいと思います。

①各自がロータリアンとして自覚をもつこと。

②ロータリーのこれから5年先、10年先を考え見越

してロータリーはどうなるか、どうなるべきか、

どうすべきかを考え、又それに対応するにはどう

すべきかを考え、皆で少し議論をしてみる必要が

あるのではないかと思います。

③会員がロータリーの今後進むべき目標を共有す

る。その前提として普段のコミュニケーションを

密にすることが何より大切だと思います。

以上のことを励行することにより、また新しい明

るい道が開けるのではないだろうかと思います。

来るべき新年度を迎えるにあたり一言所感を述べ、

この1年を回顧させて頂きました。

□ＳＡＡ 下山 生修

6月25日(木)は18時からお別れ例会ですのでお昼の

例会はございません。

大いに親睦を深めて頂きたいと思いますのでよろ

しくお願い致します。

会員 土居 敏昭

6月2日に誕生日を迎え83歳になり

ました。55歳の時に胃癌の宣告を

受け三分の二を摘出しました。私

の人生はこれで終わりかと落ち込

んでいましたが、退院すると息子

の顔つきが変わり、成長が見れて

嬉しく思いました。あれから27年、家族に恵まれ、

友達に恵まれ、地域に恵まれ、健康に恵まれ、振

り返りますと素晴らしい人生が送れていると感謝

しています。

平成18年に母が他界するまで4世帯7人家族でした

が、今は4人で少し寂しいですが残りの人生を精一

杯生きたいと思います。

会員 尾野 剛章

ＲＩ2650地区が発刊したロータリー

情報マニュアルの中に掲載されて

いる「ロータリーソング」につい

て紹介します。

会員 佐藤 守幸

平均寿命は皆さんご存知だと思

いますが、健康寿命というのが

あります。男性は72才、女性は7

4歳だそうです。全国で一番健康

寿命が長いのは、静岡県だそう

です。静岡県がなぜ長いのか。

東部と西部で違いがあるそうなんですが、東部で

はお茶(緑茶)を一日に6～7杯飲まれるそうです。

それで健康寿命が一番だそうです。私も毎日6杯、

7杯飲んでいます。健康寿命でありたいと願います。

お茶にはカテキンと抗酸化作用がありますので癌

にも効き、健康にも良いと言うことですので、皆

さんもお茶をしっかり飲んで下さい。



□日 時 平成27年6月18日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①各記念日記念品の件 承認

会員・配偶者誕生日…コーヒーカップ

結婚記念日…ケーキ又はクッキー

事業所創立…ボールペン

②委員会構成の件 承認

副ＳＡＡ 佐渡文武会員

③第59回芸南学童水泳大会後援の件 承認

7月25日(土)大乗小学校 ロータリー賞寄贈

④安芸津町夏祭り参加の件 承認

8月22日(土)16:00～20:00

⑤竹原市共同募金委員会運営委員就任の件 承認

６月２５日 第２４８２回
お別れ例会 大広苑

□ソング：奉仕の理想

□出席者：会員28名,配偶者11名,事務局 計40名

幹事 佐々木秀明

・ロータリーレート7月より124円(現行118円)

会長 夜船 正昭

ロータリアン並びにファミリーの皆様、こんばん

は。本日は今年度最終の例会です。

皆様には一年間本当にお世話になり有難うござい

ました。会員の皆様の御協力により無事終了する

ことが出来ました。厚く御礼申し上げます。

50年の会長ということで、私なりに責任感と緊張

感をもって務めさせて頂きました。本日恙なく一

年を務めることが出来、有難く思っています。

今年度は創立50周年記念式典がありました。また

当クラブ主催の4クラブ合同例会が開催されました。

そして何より毎週の例会の例会や様々な事業の運

営がありました。このような全ての事が、会員の

皆様の「心と力の結集」の賜物と衷心より感謝申

し上げます。本日はＳＡＡ担当のお別れ例会です。

最後の例会が楽しい時間となりますようお願い致

します。

□社会奉仕委員会 委員長 堀越 賢二

6月28日(日)的場清掃を行いますのでよろしくお願

いします。佐藤会員から今回も飲み物の差し入れ

を頂いております。有難うございます。

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３８名２８名 ４名 ２名 ４名 89.47％

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３８名２８名 ６名 ０名 ４名 84.21％

原田会員から「ビール」、市川会員か

ら「和菓子詰合せ」を皆様にご提供頂き

ました。

夜船会長、佐々木幹事、久藤次年度会長、

三好次年度幹事、菅会長副会長、下山Ｓ

ＡＡから祝儀を頂戴しています。


