
□点 鐘

□ソング：我等の生業

□会員数：３６名 □出席者：２８名

□欠席者： １名 □免除者： ４名

□メイク： ３名 □出席率：９７．０５％

□特別スマイル

・例会2500回記念の横断幕を福本会員にお願いしま

したら快く作って頂きました。有難うございます。

（久藤孝仁）

・橋田様の入会を心から歓迎致します。（久藤孝仁）

・バッチを忘れました。 （円山啓壮）

・名札を持って帰りました。 （市川重雄）

幹事 井上 盛文

・竹原商工会議所新年互礼会ご案内

・広島商船高等専門学校よりホームステイお礼状

・羅東扶輪社45周年ご案内

日時 2016年5月6日17:30～

会場 羅東金門餐廳二樓宴会廳

・例会終了後2500回の記念写真を撮影します

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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会長 久藤 孝仁

本日は2500回の記念例会です。佐藤クラブ管理運

営委員長により本日の企画をして頂きました。誠

にありがとうございます。また、市川会員におか

れましては、紅白饅頭等のご提供を頂きありがと

うございます。

例会終了後に記念撮影を行いますので終了後ご準

備をお願いいたします。

本日は新入会員の入会式もあり、36名の会員での

例会であります。また次週にも入会者の予定があ

りますので、皆様で歓迎の意を伝えましょう。

50周年を過ぎ、2500回もの歴史の中で、会長の時

間を迎えさせて頂き感謝申し上げます。この歴史

をフルに感じておられます円山会員におかれまし

ては、益々ご健勝にてご活躍頂き我々後輩にご指

導頂きますようお願い申し上げます。

節目あたり「ロータリーの原点に返り」先ほど入

会式でも申し上げました様に、ロータリアンの規

範を遂行し、切磋琢磨して会員同士の喜びを長く

続けられますようのご祈念いたしまして、本日の

会長の時間といたします。

クラブ管理運営委員会

委員長 佐藤守幸

2500回例会にこうして参加

させて頂き大変光栄に思っ

ております。この2500回に

あたり、今回の経緯を紹介

させて頂きます。

9月の上旬に藤中会員から25

00回のことが提案され、本日このようにお祝いす

ることが出来ました。藤中会員には厚く御礼申し

上げたいと思います。

今回、クラブ管理運営委員会で協議して計画いた

しました。委員会で記念品のアンケートをしまし

たが意見がまとまりませんでしたので、私に一任

させて頂く形で記念品をトートバッグに決定させ

て頂きました。ご了解頂きたいと思います。

本日は2500回の記念で、通過点です。地域のリー

ダーの皆さんと共に、これからも長い期間となる

ように今後一層ご協力をお願い致します。

金澤節生会員が2500回について川柳を詠まれまし

たのでご紹介いたします。

□御 名 前 橋田 浩司

（はしだ ひろし）

□事業所名 広島市信用組合

竹原支店

□職業分類 信用組合

＜御挨拶＞9月10日に竹原支店

へ転勤して参りました。業務の都合上、本日入会

させて頂くこととなりました。今後ともご指導賜

りますよう宜しくお願い申し上げます。

□G9ガバナー補佐 市川重雄

先ず本日のケーキですがSAAより1万円の予算でと

言われましたがサービスさせて頂きますので、ど

うぞお召し上がりください。

2016年4月2日(土)Ｇ９ＩＭを開催します。ＩＭ実

行委員会についてご連絡させて頂きます。

実行委員会委員長 中川康子会員

総務委員会委員長 大森 寛会員

会計 田中幸俊会員

会場委員会委員長 本庄純夫会員

記録委員会委員長 堀越賢二会員

懇親会委員会委員長 尾野剛章会員

進行委員会委員長 宮本和彦会員

委員会開催日の日程が決まりましたらご案内致し

ますのでご協力宜しくお願い致します。

□親睦活動委員会 委員長 尾野剛章

10月15日(木)黒浜に於いて月見例会を開催しまし

た。その決算について申し上げます。

□社会奉仕委員会 委員長 中川 康子

11月23日(月)聖恵文化祭ボランティアについて再

度ご案内申し上げます。集合時間は9時、担当はカ

レー・うどんです。ロータリージャンバー・帽子

をお持ちの方はご持参ください。

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

『週一歩 2500歩 時は今』

『手をつなぎ 2500の 輪が回る』

『輝く輪 奉仕は永久に 2500』

『真実の 奉仕に友情 2500』

『友の輪 心は一つ 半世紀』

市川会員より、ケーキと紅白饅頭をご提供頂きました。

2500回記念品



ロータリー財団・米山奨学会委員会

委員長 大森 寛

11月は財団月間です。それは何

故か、と考えられたことがある

方はいらっしゃらないと思いま

す。11月財団月間の理由がある

ようですので紹介させて頂きま

す。

今から60年ほど前、当クラブが出来る前ですけれ

ども、1956年5月に国際ロータリーが11月15日を含

む一週間をロータリー週間と定められたようです。

その後1982年、この時のＲＩ理事会で週間が月間

に変わり、11月はロータリー財団月間に変わった

ようです。財団月間中にアメリカの多くのクラブ

は例会の食事のコスト抑えて、その節約した金額

を財団に寄付することが行われたそうです。ロー

タリアンが100万になり一人１＄ということで「10

0万ドルの食事」が始まったそうです。

財団の使命と補助金の資料をお配りしていますが、

これは今年の地区研修会・協議会の際の資料です。

ロータリー財団というのはロータリーの本来とは

全く別の画一した人格を持つ法人で非営利法人で

す。皆さんから頂いた寄付金を運用し、出来た利

益で運用さています。私共がＲＩに払う人頭分担

金などとは別個のもので、独立した非営利法人で

す。アメリカのイリノイ州の法律で認められてい

るそうで、寄付された金額は課税対象から外され

るということですので、しっかり寄付してくださ

いということです。

財団の目的は、人道的・教育的の為に運営される

とあり、ＲＩとロータリー財団委員会は、慈善的・

教育的のみ行うということで、それ以外の目的に

は寄付された金額は使わないということです。

財団の使命は、職業人として地域社会のリーダー

として、人々に奉仕して高潔さを奨励し、世界理

解・親善・平和を推進することにある、と財団の

使命を勉強させて頂きました

11月9日にＧ9の財団勉強会が市川ガバナー補佐の

もと、ここ大広苑で開催されました。Ｇ9の各クラ

ブから会長、次年度会長、財団委員長が参加し14

時～17時まで3時間しっかり勉強させて頂きました。

その勉強の一番のものは財団の地区補助金の事に

ついてでした。

地区補助金のシステムは、今は久藤年度です。久

藤年度の3月31日迄に申請し、通ったら、菅年度の

7月1日からお金が出るということです。しかし、

菅年度の社会奉仕とか国際奉仕とか青少年奉仕と

かの委員会が出来ておりませんので、継続もない

ので非常に難しい仕組みです。その次の鴨宮年度

には是非申請できるような事業の申し送りがされ、

引継ぎができるような形ができれば良いのではと

思います。

地区にはグループ担当の方がおられますので、よ

く連絡を取って行なってくださいと勉強させて頂

きました。有難うございました。

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

11月7日(土),8日(日)、広島商船高等専門学校留学生のホームステイは荒谷会員宅
で一泊二日で行われました。実施に当たり、奉仕プロジェクト荒谷委員長、国際


