
４月７日 第２５１７回

□点 鐘

□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的：田中会員

□会員数：３５名 □出席者：２４名

□欠席者： １名 □免除者： ３名

□メイク： ７名 □出席率：９７．０６％

□会員誕生日…円山、大森、鴨宮

□配偶者誕日…大森

□結婚記念日…大成、川崎、木村

□事業所創立…円山、宮本、久藤、夜船、三好

□特別スマイル

・大之木精二様

・4月2日IMには皆様方の御協力により大過なく終了

することが出来ました。あと二か月ガバナー補佐

の務めを頑張りますので宜しくお願い致します。

（市川重雄）

・IM無事終了しました。皆様の御協力に感謝申し上

げます。 （久藤孝仁）

・RLI無事終了しました。 （鴨宮弘宜）

・今年も桜が咲きました。感謝です。（川崎俊和）

・秋田の孫娘が結婚しました。 （円山啓壮）

・傘寿、人生80回目の誕生日を元気に迎えることが

出来ました。記念品を頂き有難うございました。

（大森 寛）

・福本会員に4クラブ親睦ゴルフコンペの横断幕を

作って頂きました。有難うございます。

（久藤孝仁）

・義姉と義兄と続いて亡くなりました。

（円山啓壮）

幹事 井上 盛文

・あきつの福祉をすすめる会総会開催ご案内

日時 4月27日(水)18:30

場所 安芸津文化福祉センター

・第16回賀茂川清掃班長会議

日時 4月14日(木)16:00

場所 道の駅

・第61回郷賢祠例大祭執行について

日時 4月22日(金)10:30

場所 郷賢祠境内

・2016－17年度地区研修・協議会開催ご案内

日時 5月15日(日)

場所 広島国際会議場/ホテルグランヴィア広島

・第一回キャリアスタートウィーク実行委員会

日時 4月14日(木)15:00

場所 竹原市民館

・例会終了後、定例理事会を開催します。

・4月9日(土)花見例会、14日(木)は休会です。

会長 久藤 孝仁

先日のIMは、皆様のご協力によりまして無事終了い

たしました。ありがとうございます。市川ガバナー

補佐に於かれましては、大変ご苦労様でした。まだ

ガバナー補佐として各クラブ訪問があるとのことで

すが、体調等もお考えになって下さい。ありがとう
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ございました。

各委員会におかれましては、6月のリハーサル月間

を含みましても、残り3か月です。年間の活動計画

の履行など、今年度の仕上げの時期ですのでよろ

しくお願い申し上げます。

また、今年度の私の目標の一つに、会員間のコミュ

ニケーションを挙げておりますが、例会前後等ご

利用いただき、いろいろな形での会話や懇親で少

しでも多くの時間が取れますように、お願い申し

上げます。しかしながら、私も皆様と同様、仕事

や諸行事、いろいろな役割を頂き多忙を理由にコ

ミュニケーション不足を反省いたしております。

最後になりましたが、４月10日の４クラブ親睦ゴ

ルフコンペの開催に24名の参加を頂く様に申し込

みいただいております。最年長に三原クラブの難

波先生の参加を急遽お受けいたしました。親睦と

コミュニケーションをしっかりしてまいりますの

で、順位はさておき、頑張って来ます。

□G9ガバナー補佐 市川重雄

4月2日(土)IMは盛会裏に終えることが出来ました。

皆様のご協力の賜物であると思います。有難うご

ざいました。ロータリーの良さはその場になると

全員のエネルギーが一つに纏まり、何事も成功す

のがロータリーだと思っているのですが、まさに

今回その通りでした。

三原RCの仲間様からお礼状を頂きましたのでご報

告させて頂きます。

４月 大成 義彦会員

会員 円山 啓壮

私はロータリーへ入会して50

年になりますけれども、最初

にガバナーから言われたのが、

ロータリーは出席に始まり、

出席に終わる。落第もないが

卒業もない、生涯研修しなさ

いと教えられました。そして

一業種一人だから、他の方の知恵を借りて研修を

続けなさいと言われました。。

いま非常に私が残念なのは竹原の出席率が大変悪

いということです。出席することで他の方の考え

方に触れることが出来ますので例会出席を第一に

お願い致します。

会員 大森 寛

菅会員のところへ国民栄誉賞

を受章された衣笠幸男さんか

ら毎月資料が届いています。

本日はそれをご紹介させて頂

きたいと思います。

これは一人の監督さんが生涯

で何勝したかというものです。

今年のセントラルリーグの監督はヤクルトの真中

さん、中日の谷繁さん以外は皆外野手出身です。

23年間監督 1773勝した内野手…鶴岡さん

26年間監督 1687勝した内野手…三原さん

29年間監督 1657勝した投手 …藤本さん

21年間監督 1585勝した内野手…水原さん

24年間監督 1565勝した捕手 …野村さん

20年間監督 1384勝した内野手…西本さん

20年間監督 1323勝した捕手 …上田さん

18年間監督 1315勝した内野手…王さん

20年間監督 1237勝した外野手…別当さん

17年間監督 1182勝した投手 …星野さん

15年間監督 1062勝した内野手…川上さん

15年間監督 1034勝した内野手…長嶋さん

14年間監督 988勝した内野手…仰木さん

12年間監督 952勝した内野手…原さん

14年間監督 873勝した内野手…古葉さん

今年はカープ緒方さん、阪神金本さん、巨人高橋

さん、DeNAラミレスさん、皆さん外野手出身の方

です。どのくらい活躍されるか楽しみです。

御 名 前 脇山 拡

（わきやま ひろむ）

事 業 所 広島市信用組合

竹原支店

職業分類 信用組合

（御挨拶）

竹原支店に昨年9月配属になり

ました。例会へ参加して皆さ

んに顔を覚えて頂けるようにしたいと思いますの

で今後とも宜しくお願い致します。

□日 時 平成28年4月7日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 11名

□議 題

①三原RC創立55周年記念大会の件 承認

日 時 平成28年4月19日(火)18時

場 所 三原国際ホテル

御 祝 50,000円

②田原榮一ガバナーエレクトを囲む会、次年度会

長幹事懇談会の件 承認

日 時 平成28年4月26日(火)18時30分

場 所 竹村家

登録料 10,000円(一人)
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③例会出席免除の件 承認

三好静子会員 4月1日～6月30日

④職業奉仕委員会主催 炉辺会の件 承認

日 時 平成28年5月13日(金)18時～20時

場 所 大広苑

登録料 3,000

⑤台湾訪問お土産の件 承認

御 祝 20万円

御土産 アヲハタジャムセット（スマイルより）

（久藤、大森、土居、荒谷、夜船、福本6名参加）

⑥2016－17年度地区研修・協議会の件 承認

日時 平成28年5月15日(日)

場所 広島国際会議場・ホテルグランヴィア広島

登録料 10,000円(一人)

⑦新入会員の件 承認

４月 ９日 第２５１８回
花見例会：大広苑

□点 鐘

□ソング：それでこそロータリー

□会員数：３５名 □出席者：２０名

□欠席者： ４名 □免除者： ３名

□メイク： ８名 □出席率：８７．８８％

出席者：会員21名 奥様6名 事務局 計28名

幹事 井上 盛文

・挨拶運動日程（予定）豊田高校4月22日(金)

竹原高校4月25日(月)

忠海高校4月27日(水)

正式に決まり次第ご案内致しますのでご参加宜し

くお願い致します。

副会長 鴨宮 弘宜

こんばんは。本日、会長が所用にて欠席されてい

ますので代わって挨拶させていただきます。花見

例会に多くの皆様にご出席をいただきまして有難

うございます。

花見は、奈良時代に貴族の間で行われた習慣が始

まりだとされています。その時は、桜の花ではな

く梅の花を見て花見を行っていたそうです。

現在のように、桜の花で花見を行うようになった

のは平安時代に入ってからで、広く庶民の間でも

行われるようになったのは、江戸時代になってか

らだとされています。

長く厳しい冬を耐え忍び、春の気配を感じ取ると

一気に花を咲かせ、わずか一、二週間でその使命

を閉じて風に吹かれれば潔く散っていく。華麗で、

美しく儚く潔い様を、私たち日本人は自分の人生

と重ね合わせるからこそ長く愛されているのだと

思います。会場の窓の外には、素晴らしい桜の花

が咲き誇っております。その花を愛でながら、ま

たそれぞれ皆様の心の中にある花を愛でながら、

美味しいお酒とお料理を楽しみたいと思います。

以上でご挨拶とさせていただきます。有難うござ

いました。
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平成28年4月10日(日）安芸C.Cに於いて第17回4クラブ合同親睦ゴルフコンペを

開催致しました。
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