
□点 鐘

□ソング：それでこそロータリー

□会員数：３５名 □出席者：２８名

□欠席者： ３名 □免除者： ３名

□メイク： １名 □出席率：９１．１８％

□配偶者誕生日…川崎

□結婚記念日 …荒谷、金澤

□特別スマイル

・孫の入学に感謝して（川崎俊和）

副幹事 三好 静子

・3月17日（木）は休会です

副会長 鴨宮 弘宜

会長の代理でお話をさせてい

ただきます。

何をお話させていただこうか

迷っていたのですが、先ほど

の食事中に「待機児童」の話

題が出ましたのでこれに関す

るお話をさせていただきます。

「待機児童」と言いますと、先般、国会でも取り上

げられ質疑されました。また、先日は若いお母さん

たちが幼い子供を伴って、塩崎厚労大臣に約2万8千

人分の署名を手渡すニュースが流れました。

この一連の状況は、掲示板に書き込まれた「保育園

落ちた日本死ね」との書き込みに端を発し、それに

同調された方々の行動でした。

私は待機児童対策そのものに関しては賛同いたしま

すし、行政においては本腰を入れていただいて、少

子化対策を進めていただきたいと思っています。

ただ、私がここで違和感を持つのは、待機児童の問

題ではなく、書き込まれた「日本死ね」との文言で

あります。書き込まれたのはおそらく、お子様を持

たれる若いお母さまだと思います。その若い母親が、

「死ね」との文言を書き込む。

諸外国からは、日本は安全で豊かで素晴らしい国で

あり、国民は優しく賢明でありその文化は美しいも

のと称されてきました。

私は幼児の教育保育に携わっていますので、子供に

関するニュースに関心が高いのですが、親がわが子

をウサギ小屋に入れて育てる、また食事を与えず、

体重が半分に減って意識がもうろうとしていても何

もしない親。そういった、信じられないニュースが

当たり前のように流れるような時代になってしまい

しました。

これら一連のニュースと、先ほどの「死ね」との文

言は、どこかでつながっているような気がするので

す。先日、県内でも中学生に関する悲しいニュース

もありました。子供たちのためにとしながらも、何

か子供たちと親、学校、社会の間に大きな溝ができ

ていっているような気がします。

まだ30分時間があるのですが、これ以上お話しする

と賽銭箱を回さなければなりませんので、これくら

いで終わらせていただきます。ありがとうございま

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
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市川ガバナー補佐より、４月２日（土）大広苑に

おいて開催するG９IMについて、現在の決定事項に

ついて報告がありました。

その後、各委員会に分かれて詳細についての協議

を行いました。

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

G9IMについて
◆日 時 平成２８年４月２日（土）
◆場 所 大広苑
◆集合時間 １１時２０分（例会・昼食 １１時３０分 椿の間）
◆送迎バス 安芸津方面 １０時５０分 黒浜 本庄

１０時５７分 よしもと 吉本
１１時００分 安芸津桟橋 佐藤、荒谷
１１時０８分 農協 菅

忠海方面 １１時０９分 大井バス停 井上
１０時５０分 忠海駅 夜船、田中、西岡
１０時５７分 大乗郵便局 宮本
１１時０２分 自宅前 佐々木
１１時０５分 道の駅 円山、金澤、尾野
１１時０８分 高重葬祭前 大森

◆バス利用しない方
市川、木村、久藤、土居、坂田、藤中、吉岡、中川、大成、鴨宮、小坂、福本、板場、重友

国際ロータリー第２７１０地区グループ９INTERCITY MEETINGプログラム
日時：２０１６年４月２日（土）１３：２０～１９：２０ （12:30～13:10 登録受付）
場所：ホテル大広苑
第一部 13:20～13:50 全体会議 開会式 司会進行 竹原ＲＣ 宮本 和彦
点鐘 Ｇ９ガバナー補佐 市川 重雄
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」
開会の言葉 実行委員長 中川 康子
歓迎の言葉 竹原ＲＣ会長 久藤 孝仁
ガバナー紹介 Ｇ９ガバナー補佐 市川 重雄
来賓紹介 Ｇ９ガバナー補佐 市川 重雄
参加クラブ紹介 竹原ＲＣ ＳＡＡ 宮本 和彦
ガバナー挨拶 第２７１０地区ガバナー 東 良輝
ガバナー補佐挨拶 Ｇ９ガバナー補佐 市川 重雄

（13:50～14:00）休憩
第二部 14:00～15:00 基調講演
演 題 『ロータリーの存在意義と会員基盤の強化』 講 師 大之木 精二 パストガバナー

（15:00～15:10）休憩
第三部 15:10～15:50 各クラブ報告今年度増強活動及び実践報告

（15:50～16:00）休憩
第四部 16:00～17:00 記念講演
演 題 『賴山陽に学ぶ』 講 師 賴山陽研究家 橋本 正勝 氏

（17:00～17:10）休憩
第五部 17:10～17:40 閉会式
講評 第２７１０地区ガバナー 東 良輝
謝辞 Ｇ９ガバナー補佐 市川 重雄
記念品贈呈 Ｇ９ガバナー補佐 市川 重雄
次年度Ｇ９ガバナー補佐挨拶 尾道ＲＣ 安保 雅文
閉会の言葉 実行副委員長 井上 盛文
点鐘 Ｇ９ガバナー補佐 市川 重雄

（17:40～17:45）移動・休憩
第六部 17:45～19:20 交流懇親会 司会進行 竹原ＲＣ 尾野 剛章
開会の言葉 竹原RC副会長 鴨宮 弘宜
乾杯 第２７１０地区パストガバナー 田村 泰三
ロータリーソング「手に手つないで」
閉会の言葉 竹原RC 次年度会長 菅 義尚


