
□点 鐘

□ソング：国歌・奉仕の理想

□会員数：３６名 □出席者：３１名

□欠席者： ３名 □免除者： ２名

□メイク： ０名 □出席率：９１．６７％

次年度幹事 宮本 和彦

・リフレッシュ瀬戸内統一行動への参加について

・竹原市まつり協会平成28年度役員総会ご案内

・2016ふれあい夏まつり参加協力のお願い

・第60回芸南学童水泳大会後援名義使用について

□会員誕生日…土居、尾野、井上

□結婚記念日…夜船、吉岡

□配偶者誕生日…木村、鴨宮、久藤

□事業所創立…佐藤、佐々木、大成

□特別スマイル

・金婚式（夜船正昭）

・リハーサル月間となりました。一年間宜しくお願

いします。 （菅 義尚）

・会員卓話を本日例会場に来てお願いし迷惑かけま

した。でも本音の話しが聞けて良かったです。

（市川重雄）

6月 夜船正昭会員

次年度会長 菅 義尚

二度目の会長を受けました。一

年間よろしくお願い致します。

私の入会は昭和46年3月で亡く

なられた古川会員と一緒でした。

45年前です。7月からの会長が

中下さん、幹事が神田さん、こ

のお二人も亡くなられましたが

SAAが円山会員でした。昭和58年7月、今から33年前、

会長が佐渡さんの時に幹事をさせて頂きました。平

成5年、今から23年前、会長を受け幹事が三好さん

でした。思えば40数年、ロータリーに居て良かった

です。

6月に入りリハーサル月間となりました。桜や新緑

の美しさを眺めている内に何時の間にか梅雨の季節

になります。山々の大きな木々の色は眼につきやす

いのですが、庭に咲く草花にも咲いてゆく順序があ

ります。

いよいよ梅雨の季節ですが、中国で用いられる漢詩

に聴雨(ちょうう）という言葉があります。家の中

に居ながら雨の音を静かに聞いている人がいる。ま

た雨に対して親しみが込められた語に思えます。

日本語の童謡に「雨雨ふれふれ母さんが蛇の目でお

迎えうれしいな」という歌がありますが、この蛇の

目の傘の雨をはじく、ぱらぱらという音が楽器に聞

こえてくるといった人がいるそうです。

梅雨の鬱陶しい季節となりますが健康に気を付けて

雨の音も、雨の声も聴くという一面もあるのではな

いでしょうか。

□幹事 井上 盛文

例会終了後、定例理事会を開催致します。

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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次年度クラブアッセンブリー 後半を振り返って

2015-16年

ＮＯ.３５

【 ２０１６年 ６月２日 第２５２４回 例会記録 】



会員 土居 敏昭

私は今日6月2日が84歳の誕生日で

す。健康管理には気を付けている

つもりです。人生を振り返ってみ

ますと、家族に恵まれ、友達に恵

まれ、地域に恵まれ、今日まで充

実した人生を送らせて頂きました。

5月15日の地区研修・協議会でがん予防推進委員会

の設置を行うよう提案がありましたので、6月1日

から禁煙する決意を致しました。昨年11月、禁煙

外来に20日位通い禁煙に成功して4月頃まで禁煙し

ていたのですが、友達が来てタバコを吸うので、

つい手を出して、4月20日にタバコを買いに行きま

した。コンビニで430円出したら10円足らないと云

われ、4月から440円に値上がりしていました。

残り少ない人生を健康管理に気を付けて有意義に

送りたいと思っています。

会員 尾野 剛章

5月27日に入院しまして28日の

昼1時から手術が始まりました。

3時間半の予定でしたが麻酔が

効かないということでだいぶ時

間をとりました。全身麻酔なの

で人工呼吸器を付けたのですが、

タバコを吸っているせいだと先生は云われました

が、痰が沢山出ました。

麻酔は効かない、痰はどんどん出てくる、手術も

余計長くかかり、合計8時間かかりました。タバコ

を吸っていなければよかったと反省しました。こ

ういう目に遭いましたので二度とタバコは吸わな

いと決心しました。

8時間かけて終わりましたが、家内は3時間半と聞

いていたのが8時間も待って何があったのかと心配

していましたので大変苦労かけたと思っています。

これからは大事にしないといけないなという気持

ちです。

次の日の朝、目が覚め、生きていたんだと思いま

した。それからが大変辛かったです。喉の頸動脈

を手術しましたので、4日間頭を固定されて動かれ

ない状態でした。腰は痛くなりますし、体が動か

されることの有難さを感じました。じっとしてい

ることほど苦しいものはありません。一日目は何

とかなったのですが、二日、三日と続き、死んだ

方が良いというくらいの気持ちになりました。5日

目にやっと体を60度くらい起こせる状態になりま

した。動けない4日間は今迄で一番辛い時間でした。

二度とこういう目に遭いたくないのでタバコは止

めて、酒はほどほどにしたいと思います。

11日間の入院で退院して今日に至っています。右

の頸動脈を手術したのですが、左側も気を付けな

いといけないということなので今後も定期的に監

視していかないといけないなと思っております。

健康がこれほど大事なものであるということを身

に染みて分かりました これからは摂生して頑張っ

ていこうと思います。

□日 時 平成28年6月2日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①第8期RLI-2710分科会研修パートⅢ及び卒後プロ

グラムの件 該当者なし 承認

②少年の主張中学生話し方大会寄付の件 承認

平成28年6月11日(土) 10,000円

③炉辺会決算の件 承認

④新入会員歓迎会決算の件 承認

⑤リフレッシュ瀬戸内統一行動の件 承認

日時 平成28年6月26日(日)9:00～10:00

場所 的場公園

⑥次年度理事役員委員長会議及び新旧理事役員委

員長会議開催の件 承認

日 時 平成28年6月14日(火)

場 所 大広苑

登録料 4,000円

18時～ 次年度理事役員委員長会議

18時30分 新旧理事役員委員長会議

⑦家庭集会開催の件 三班編成とする 承認

配偶者へは1,000円の補助

⑧IM余剰金取扱いの件 承認

竹原ロータリークラブ運営準備金へ入金

□日 時 平成28年6月2日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 9名

□議 題

①次年度活動計画について 承認

②次年度予算の件 承認

③芸南学童水泳大会後援名義使用の件及び新記録

賞贈呈の件 承認

日 時 平成28年7月23日(土)9:00

場 所 大乗小学校プール

④パソコンソフト購入の件 承認

ホームページリニューアルの為

⑤特別委員会設置(3年間)の件 承認

クラブ細則「第9条委員会」に則り設置

名称 がん予防啓発推進委員会

⑥安芸津ふれあい夏祭り参加の件 承認

日 時 平成28年8月20日(土)

場 所 安芸津B&G海洋センター

⑦次年度納涼例会の件 承認

日 時 平成28年8月18日(木)

場 所 グリーンスカイホテル竹原

⑧各会員各記念日記念品の件 親睦一任 承認

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


