
１２月２４日 第２５０５回
□点 鐘

□ソング：我等の生業

□食 事：100万ドル

□会員数：３６名 □出席者：２５名

□欠席者： ６名 □免除者： ３名

□メイク： ２名 □出席率：８２．８６％

□会員誕生日…板場

□特別スマイル

・今月のたけのこ会コンペで優勝させて頂きました。

次回も頑張ります。 （久藤孝仁）

・過日12月10日に母の満中陰をとり行いました。竹

原ＲＣ会員の皆様の御厚情に心より御礼申し上げ

ます。 （板場英行）

幹事 井上 盛文

・Ｇ９会長幹事会ご案内 ガバナー補佐 市川重雄

日 時 1月18日(月)16時～18時

場 所 三原国際ホテル

登録料 6,000円(一人)

・竹原青年会議所新春互礼会ご案内

日 時 1月16日(土)

場 所 大広苑

・平成28年成人式の開催について

日 時 1月9日(土)13時30分

場 所 竹原市民館ホール

・12月31日：休会、1月7日：新年互礼会、1月14日：

職場例会です。

会長 久藤 孝仁

皆さんこんにちは。本日は27年の最終例会にあたり

前半を振り返っての時間がありますので会長の時間

は短めにさせていただきます。

まず故原田会員の葬儀等のお礼として御長男様より

竹原ロータリークラブに御寄付を頂きました。1月

の理事役員会で協議いたします。原田様まことにあ

りがとうございます。

また、新年は１月７日に新年互礼会を開催いたしま

すのでご確認をお願い致します。以上で会長の時間

と致します。

□職業奉仕委員会 委員長 板場英行

1月14日(木)職場例会をＪパワー竹原火力発電所様

に於いて開催させて頂きます。多数の御参加をお願

い致します。

会長 久藤 孝仁

前半を振り返ってをお伝えする様になった事自体、

驚きがある様にあっと言う間の前半でした。

8月、大田嘉弘会員が御逝去されました。7月に次男

である竹原地区医師会会長の大田和弘様に卓話をし

て頂いた直後での訃報で、体調不良をお聞きしてお

りましたが、まさかとの驚きを覚えたのを思い出し

ます。

12月には原田一平会員が御逝去されました。原田会

員には10月に卓話をして頂き、原田会員の歴史をお

聞きし今後後輩のご指導をお願いしようと思ってい

た矢先の出来事でした。今年度、二人もの先輩とお

別れするのは大変つらい出来事でした。改めまして

ご冥福をお祈り申し上げます。
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会長を拝命致してから地区指導者育成セミナー、

次に公式訪問とのスケジュールでしたが、市川ガ

バナー補佐の指導のもと無事終了できました。

基調講演等の報告を少し振り返ってみます。ロー

タリークラブとは何かを端的に表現するのは会長

の時間にもお伝えしましたが、「ロータリーとは、

地域や人々の幸せを願って人道的奉仕活動を行い、

あらゆる職業において高度の倫理的水準を守るこ

とを推奨し、かつ世界親善と平和を目指して活動

するリーダー達の集まりである」職業奉仕を特徴

とするリーダーの集まりで、そのリーダーシップ

は横の協調性のあるリーダーシップが大切である。

とのお話を伺ったのを思い起こさせてくれます。

それにロータリアンの行動規範には、

3「自分の職業スキルを生かし、若い人々を導き、

特別なニーズを抱える人々を助け、地域社会や世

界中の人々の生活の質を高める」

4「ロータリーやほかのロータリアンの評判を落と

すような言動は避ける」と定められております。

従って「我々は互いに切磋琢磨し、職業意識を高

閲なものとし、人々の幸せを願って職業上の手腕

を社会の問題のニーズに役立てる。」と言うこと

です。

人々の幸せを願う団体であるがゆえに、親睦を通

しコミュニケーションを取り合い、互いを尊敬し

あい諸問題に対応して行きましょう。

「入りて学び、出て奉仕せよ」との言葉がありま

すが、まさにその実践例が円山会員の竹原を元気

にしようとのご意思で行っておられますコンサー

トです。9月に行われ今回は広島土砂災害へのチャ

リティーコンサートでございました。改めまして

深く感謝申し上げます。

また、ガバナーの卓話の中に「例会を楽しむには、

異業種の友人であるロータリアンが例会前後に情

報交換や友情を育む会話を行う事である。」との

持論を紹介されたのも印象に残っております。

「ロータリアンの友情と寛容の精神」と言う言葉

の重さを感じます。

広島商船高等専門学校の留学生との交流もあり、

若者が懸命に努力している姿を嬉しく頼もしく感

じ、人生の先輩として若者を引っ張っていくリー

ダーシップの重みを感じました。

また三井金属の青年によるRYLAの報告では、立派

な姿に眉を細め頼もしさを覚えました。新世代に

今後益々期待をいたします。

会員の増減に於きましては、2名減2名増の初年度

同様の数字ではありますが、新会員2名増は嬉しい

限りです。後半に向けましても各人が職業区分を

密に捉え新しい仲間を勧誘して頂き楽しい例会を

楽しみましょう。

年次総会におきまして、次年度の理事役員も承認

して頂き頼もしい限りですので、後半には会員間

のコミュニケーションを大いに取り合い後半の委

員会活動や奉仕活動に精進致しましょう。

コミュニケーションとは「社会生活を営む人間が

互いに意思や感情・思考を伝達し合う事」と辞書

には書かれております。皆様お忙しい中ではござ

いますが、例会前後の時間を有効に活用され、思

考や感情を伝達し合い、友情と寛容のロータリア

ンをエンジョイして頂きたいと思います。

また、寛容とは「心が広くて良く人の言動を受け

入れること。他の罪や欠点を厳しく責めないこと」

と辞書に書かれております。

「友情と寛容」はロータリアンを代表する言葉の

一つとして重く受け止めております。今後ともご

指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

先日は、2500回の記念例会も過ぎました。関係各

位のご努力により週報を入れるマーク入りのバッ

クも新調して頂きありがとうございます。週報も

事務局及び委員会の努力の結晶でございますので

ロータリーの友、ガバナー月信共々箪笥の肥やし

にならないように、何度でも繰り返しお読み頂く

と良いのではないでしょうか。

私事ですが、会長の時間もたいした話は出来ませ

んが、パスト会長は共感頂けると思いますが割と

時間がかかります、特に私は。週報に掲載してあ

りますのでお読みになってご感想等と共にコミュ

ニケーションしていけましたら嬉しく思います。

私も含め多くの会員の方々が公私共にお忙しいこ

とと拝察致します。飲み会等の祝宴、グループで

の飲みにケーションの時間がなかなか取りづらい

事でしょう。是非、例会前後の少しの時間をもう

少しずつお取り頂きコミュニケーション頂ける時

間をお願い申し上げます。

最近感じることを紹介させて頂きますが、それぞ

れの方にはそれぞれの職業上などでその人の「役

割」がございます。私で例えますと、ご先祖を敬

う心を通して家族の絆、助け合いの精神を気付い

てもらう「役割」、また時には地域の安心安全を

思い常備消防や市との協議等、それぞれのお立場

でそれぞれの「役割」を皆様が行っておられます。

定年を迎えられた方は後輩の指導や地域でのリー

ダーの「役割」。その「役割」こそが、ロータリー

で言われる「職業奉仕」「ロータリーの奉仕」に

他ならないのではないでしょうか。

ロータリーの理念の中に「人と人との支え合いは、

思いやり、分かち合い、関わり合いである。相手

の身になって思いやりの心を持って関わり合う事

が「ロータリーの奉仕」の根本理念である。」と

言われております。大変恐縮ではございますが、

職業奉仕に関わる声明の「職業」を「役割」に代

えさせていただきますと、

・役割の上に、高い倫理基準を保ち役立つ役割は、

すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機

会としてロータリアン各自の役割を高潔なものに

すること。（別紙参照）

職業をボケーショナル（天職）と理解すれば役割

も自然なのかなと感じます。職業以外でも地域の

中で世界の中で奉仕の機会を生かせるようにそれ

ぞれの立場のそれぞれの「役割」を大事に思い、

ロータリーを感じて頂けたらと思っております。

そもそも日本人の心には、思いやりであるとか、

先輩を敬うとか、優しい心を持っているので、ロー

タリー哲学を振りかざさなくても、それに値する

物は持っているものと信じております。その土台

の上にロータリアンと言う建物を建てることは、

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



まさに「鬼に金棒」ではないでしょうか。ロータ

リアンの一員に加えて頂いた事に感謝致します。

前半を振り返り自分を見つめ、後半に皆様と共に

今年度の計画を遂行し、次年度に繋げられますよ

う努力して参りますので、重ねてご指導ご鞭撻を

お願い申し上げます。

幹事 井上 盛文

半年間、皆様よりクラブ運営につきましてご意見

を伺ってまいりました。皆様からのご意見を少し

でも取り入れて会のより良い運営に役立てればと

思っております。

ロータリーの友11月号の中で、時折聞こえる天の

声という記事がありました。成長と改革と変化と

いうキーワードで、竹原ロータリークラブでもこ

のあたりをを踏まえて、古いものを大切にしなが

ら変わることも大切なのではと考えます。

先日の地区大会でIT（インフォメーション・テク

ノロジー）というキーワードが出ていました。ICT

（インフォメーション・コミュニケーション・テ

クノロジー）、久藤会長からもコミュニケーショ

ンのお話がありましたが、今はICTをこれからの時

代に組み込むことが大切であると言われていまし

た。皆様が幸せなロータリーライフを楽しめるよ

うにしていきたいと考えますので宜しくお願い致

します。

１月７日 第２５０６回
新年互礼会

□点 鐘

□ソング：国歌・奉仕の理想

□会員数：３５名 □出席者：２８名

□欠席者： ４名 □免除者： ２名

□メイク： １名 □出席率：８８．２４％

菅 義尚 会員 佐藤守幸会員 土居敏昭会員

幹事 井上 盛文

・1月14日(木)の職場例会についての確認事項

・市川会員より新年お祝いのお菓子を頂きました。

会長 久藤 孝仁

皆様、新年あけましておめでとうございます。本

年もどうぞ宜しくお願い致します。

1月1日に西岡会員のお母さまがお亡くなりになら

れました。家族葬ということで私と夜船直前会長

が参列して参りました。

本日はごゆっくりと新年の抱負などを語りあって

頂き、楽しい時間をお過ごしください。


