
□点 鐘

□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的：井上会員

□会員数：３５名 □出席者：２８名

□欠席者： ５名 □免除者： ２名

□メイク： ０名 □出席率：８５．２９％

□結婚記念日 …佐藤、大森、中川、宮本、尾野

□配偶者誕生日…堀越

□特別スマイル

・皆様に御心配頂き有難うございます。こうして例

会に出る事ができ嬉しいです。まだ完全ではない

ですが、焦らず治していこうと思います。今後と

も宜しくお願いします。 （三好静子）

幹事 井上 盛文

・ホームステイについて 広島商船高等専門学校

11月7日(土)～8日(日)

流通情報工学科5年パチアリ ラオリー様(ラオス)

電子制御工学科3年オク ルンラクスマイ様

（カンボジア）

・第9回吉名よがんすのぉ～祭りご協賛について

・例会終了後、定例理事会を開催します

会長 久藤 孝仁

皆さん、こんにちは。本日は第一例会にあたり各記

念日をお受けになられた方々には改めましておめで

とうございます。朝夕とめっきりと寒くなりました

が、ご健勝で益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

井上幹事がロータリアンの行動規範について説明を

しましたが、私なりに先日の公式訪問時のガバナー

との話を受けて感じる事ですが、ロータリアン相互

の利益供与は、いけない事になっておりますが、現

在のＲＩ会長の考えの中に、ロータリアン相互のメッ

リットの一部に何らかの割引等のお考えが有る様に

お聞きしました。しかし、我々ロータリアンはそれ

ぞれの職業に於いてのリーダーで有るとの観点から、

お互いに信用出来るリーダーの集まりです。従って

自信を持って各会員を紹介できますし、それぞれの

職業の事は、そのロータリー会員に相談出来る、友

情と寛容の精神を持つ集団で有ります。その素晴ら

しいヒュウマンネットワークを存分に活かす環境に

有ることが、我々の素晴らしいメリットであると思っ

ております。会員同士だから安くしてくれとかでは

なく、「信頼」と言う安心感の中で会員間もですが、

友人にも各業界の仲間を紹介出来る素晴らしい団体

です。その事を誇りに思い、また、それに応えられ

る様に自己を律し、いろいろな要望に応えられるよ

うな職業人に成れるようお互いに切磋琢磨していけ

るグループがロータリークラブであると思っており

ます。新会員の確保に、また、地域に於いても、こ

のようなグループで有ると胸を張って大いにＰＲ出

来ると思っております。

私も自分を律し、常に向上心を持ち、友人を裏切ら

ない様に日々精進を重ねて行こうと思っております

ので、引き続きご指導いただきますようお願いを申

し上げます。

佐藤守幸会員

□社会奉仕委員会 委員長 中川 康子

11月23日(月)聖恵文化祭のボランティアへ参加致し

ます。皆様、ご参加下さいますようお願い致します。
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会員 尾野 剛章

先ほどは結婚記念日を

祝って頂き有難うござ

いました。昨日、市川

さんの方からケーキが

届き、夜は夫婦二人で

食事に行き楽しい日を過ごしました。昭和54年11

月4日に結婚し35年経ちました。若い頃に比べ、お

互いが労り合う心が出てきた気がしております。

金婚式までまだ長いですが二人で頑張りたいと思

います。

9月の始めに元ＲＣ会員のある方に会いましたら杖

をつかれていました。どうしたのかとお尋ねした

ら脳溢血になり自宅で倒れられたそうです。近く

に奥さんがおられて直ぐに山田脳外科に行かれた

そうです。多量の出欠で命も危ない状態で治った

としても寝たきりだろう、という状態だったそう

ですが、奇跡的に出血が収まり、手足のまひや言

語障害もリハビリで回復され、杖をついて歩ける

くらいの状態になられていました。それでその時

に、私にも気を付けよと言われていたのですが、

その三日後くらいに私が脳梗塞になりました。

9月5日になったのですが、4日は同級生と4人で居

酒屋で焼酎700mlくらいのを二本、日本酒大を15本

くらい飲みまして、翌5日もあるところでお酒を飲

んでいる途中に右目が見えなくなりました。急に

真っ暗になり、目の中が出血したのかと思ったの

ですが、目は何もなっていないということでした。

真っ暗になって1～2分後したら、真ん中から針の

穴みたいな隙間から見え出して、その穴がだんだ

ん大きくなり4～5分後には見えるようになり、全

く痛くもなんともない状態でした。それが土曜日

で、身体は何ともなくほっておきましたら、月曜

日の朝また右目が見えなくなりました。おかしい

なと思い眼科へ行きましたら、目は大丈夫だが脳

から来ているかもしれないからと云われました。

パソコンで調べましたら一過性黒内障という、そ

の症状どおりでした。目の血管が詰まった時に、

その状態になるということが分かりました。

それからだいぶ経って木曜日に山田脳外科へ行き

ました。例会日でしたが、直ぐに帰宅できるだろ

うと思い行ったのですが、ＭＲＩをとり脳梗塞5カ

所が判明し、直ぐに入院治療になりました。幸い

場所が障害の出るようなところでなったので良かっ

たのですが、今は、少し手先の動きが悪いのでは

ないかと気になっています。

24時間点滴をしながらいろいろな検査をしました。

9日間入院しましたが検査と点滴ばかりで二度と入

院したくないと思っております。今は薬を飲んで

症状の改善を図っています。煙草も40本以上が吸っ

ていましたが、煙草だけは吸ってはいけないと言

われやめました。二か月吸っていません。

ロータリー活動をするには健康でないとできませ

ん。今回身に沁みてわかりましたので、これから

は、タバコも止めましたし、お酒も控えめにして、

健康を取り戻して頑張りたいと思います。今後も

宜しくお願いします。

□日 時 平成27年11月5日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①11月12日(木)外部卓話の件 承認

アヲハタ(株)取締役海外本部本部長高木純理様

②月見例会決算の件 承認

③会員研修会の件 承認

④11月19日(木)竹原ＲＣ第2500回例会の件 承認

記念品：トートバック40個作成

コーヒー及びケーキ

⑤忘年家族例会の件 承認

日 時 12月12日(土）18時

場 所 大広苑に於いて開催します。

登録料 会員5,000円、配偶者及び大人4,000円

中学・高校生3,000円 小学生以下無料

12月17日(木)→12日(土)に例会変更

⑥新会員推薦の件 承認

竹原市(株)西岡石油 監査役 西岡一道様

⑦例会出席免除扱いの件 承認

金澤節生会員 細則第9条第3節b項適用

板場英行会員 細則第9条第3節a項適用

⑧吉名よがんすのぉ～祭り協賛の件 1万円 承認

⑨職場例会の件 承認

日時 平成28年1月21日(木）

場所 Ｊパワー竹原火力発電所

予定 10時30分大広苑集合(バスで現地)例会

12時30分大広苑で昼食

※個別自家用車使用不可

⑩内規変更の件 承認

入会式に花束（税込3千円）贈呈を、記念品(3千

円相当)に変更

⑪留学生ホームステイ費用の件 承認
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