
◆点 鐘

◆ロータリーソング：我等の生業

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆ゲスト：竹原地区医師会会長 大田 和弘様

◆出席者：３１名 ◆ 欠席者： ３名

◆メイク： ２名 ◆ 出席率：９１．６７％

◆会員誕生日 木村 安伸 永瀧 英一

高橋 靖彦

◆結婚記念日 久藤 孝仁 高橋 靖彦

◆配偶者誕生日 藤中 保 三好 静子

◆事業所創立 中川 康子 鴨宮 弘宜

井上 盛文

◆配偶者誕生日…大成

幹事 宮本 和彦

・９月よりポリオ寄付の４，０００円を集金させ

て頂きます。

会長 菅 義尚

先週の納涼例会では親睦委員会の皆様大変お世話

になりました。楽しい一時を過ごさせて頂きまし

た。有難うございました。又、２０日の安芸津の

夏祭りは土居、坂田、市川、本庄、大成、鴨宮、

井上、脇山、中川、吉本、事務局の１２名の参加

者でした。暑い中準備から片付けまでして頂き有

難うございました。授乳・おむつ交換所も利用し

て頂きました。風船は用意した３００個が全部出

てお断りをしたようで大成功でした。あちらこち

らで竹原ロータリークラブと入った風船を持って

いる子供さんがいました。

がん予防啓発推進委員会の看板を掲げましたし、

ティッシュも３５０個くらい出ましたので広報に

なりました。又佐藤会員には飲料水を頂き、いつ

もありがとうございます。厚く御礼申し上げます。

８月２８日(日)広島市で開催される地区指導者育

成セミナーに佐藤増強委員長、吉本ロータリー財

団米山委員長と共に参加して参ります。

◆社会奉仕委員会 委員長 大成 義彦

８月２０日(土)安芸津ふれいあい夏祭りで子供た

ちへ風船を配りました。当日は会長はじめ１２名

の方に参加して頂き無事に事業を終えることが出

来ました。御協力有難うございました。

◆ロータリー情報委員会 委員長 荒谷 隆文

８月２６日(金)ロータリー情報委員会と出席委員

会の合同で夜間研修会を行います。１０月に開催

される地区大会をテーマにＲＬＩ形式で行いたい

と思います。

◆出席委員会 委員長 市川 重雄

８月２６日(金)１８時３０分よりクラブ事務所に

於いて夜間研修会を開催します。登録料は１，０

００円です。
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『たけはら認知症を考える週間のご案内』

竹原地区医師会

会長 大田 和弘様

皆様こんにちは。認知症に対

する理解を深め、認知症の人

が暮らしやすいまちづくりを

目指すために、９月４日(日)

～１０日(土)をたけはら認知

症を考える週間として取り組

でいます。『なって よがんす 認知症』

関連行事として、９月４日(日)竹原地区医師会主

催で「徘徊ママリン８７歳の夏」の上映会を忠海

公民館１０時、竹原市民館１４時より行います。

是非多数の方にお越し頂きますよう宜しくお願い

致します。

また９月６日(火)ふくしの駅で認知症サポーター

養成講座が開催されます。９月８日(木)ふくしの

駅で認知症相談会、９月１０日(土)は徘徊ＳＯＳ

模擬訓練が行われます。是非ロータリーの会員の

皆様にもご参加を宜しくお願い致します。

竹原地区における新たな取り組みは認知症の人の

見守り支援ツール「ＭＡＭＯＲＩＯ］の導入です。

会員増強委員会

委員長 佐藤 守幸

毎日うだる暑さが続いてい

ます。本日は地区協議会の

資料を参考にお話しさせて

頂きます。その前にガバナー

月信８月号に沖田哲義パス

トガバナーの記事が掲載さ

れていましたので抜粋して紹介します

会員、退会防止などについては、退会防止と増強

は表裏一体の関係にある。クラブ内の内的要因、

即ちクラブが「ちっとも面白くない現象」によっ

ての退会。原因としては組織面（組織そのものと

委員会は遺族の硬直化）、会員間の派閥化や活動

面のマンネリ化もあります。

１．見習うべき(尊敬すべき)会員がいない

２．自分の仕事に役立ちそうな会員がいない

３．友達になれそうな会員がいない

４．嫌いな(嫌いになった)会員がいる

回答：クラブ内で常に誰彼となく意思疎通を図る

ことが重要だと思う。その為に「飲み会」は勿論

の事、クラブ内での話し合いの場所を可能な限り

多く持つことが必要だと思う。特に新入会員や若

手会員を対象としたものを多く行うべき。先輩会

員がお説教をしない事。

◆日時 平成２８年８月２５日(木)

◆議題

①夜間研修会の件 承認

ロータリー情報委員会と出席委員会共同で開催

登録料 １，０００円 場 所 クラブ事務所

第一回目は８月２６日(金)、二か月に一回随時

開催予定

②ライラ参加者の件 承認

アヲハタ(株) 廣康 潤一様

同行者 青少年奉仕委員長 井上会員
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８月２０日(土）安芸町B&G海洋センター多目的広場に於いて行なわれた安芸津ふれあい夏祭りに参加し
ました。来場者に『風船３００個』４つのテスト記載の『ポケットティッシュ３５０個』を配りました。
また安芸津児童館子どもの家に『授乳・おむつ交換場所』を設置しご利用して頂きました。
参加された会員の皆様、暑い中大変お疲れ様でした。

２０１６－１７年度 地区大会について

日 時 平成２８年１０月３０日（日）
場 所 広島国際会議場
交 通 手 段 各自現地集合
登 録 料 ６，０００円
スケジュール 9:00 登録受付

9:45 プロローグ
10:00 本会議（午前の部）
12:00 昼食・休憩
13:00 記念講演

講師：小雪（女優） 演題「名作映画で観る４つのテストの日常化」
15:15 休憩
15:25 本会議(午後の部)
16:30 閉会・点鐘
17:00～18:30 懇親会

登 録 者 円山、菅、佐渡、本庄、佐藤、中川、荒谷、久藤、吉本、鴨宮、三好、宮本、西岡

※お願い
９月１６日以降はキャンセルが出来ませんので変更がありましたら至急ご連絡下さいますようお願い致し
ます。
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