
１２月１日 第２５４６回
◆点 鐘

◆国歌斉唱

◆ロータリーソング：奉仕の理想

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：３２名 ◆欠席者： ２名

◆メイク： ２名 ◆出席率：９４．４４％

◆会員誕生日 …藤中、久藤、板場、堀越

◆結婚記念日 …藤中、土居

◆配偶者誕生日…西岡

◆事業所創立 …尾野

１２月 藤中 保会員

幹事 宮本 和彦

・第４３回聖恵文化祭御礼

・例会終了後定例理事会開催

・１２月８日（木）は休会

副会長 板場 英行

平成28年も師走に入りました。歳月の経過の速さ

に驚愕の現今です。先週は「田原榮一」ガバナー

公式訪問、盛会裏に終えることが出来ました。会

員各位に感謝いたします。例会後のフオ―ラムで

プレゼンテーションして頂きました各委員長ご苦

労様でした。

フォ―ラムでは、①職業奉仕の実践強化、②元気

なクラブづくりのための戦略計画と会員維持・会

員強化、③がん予防の取り組み、④ポリオ撲滅を

含むロータリー財団100周年記念事業遂行の4つの

テーマについて、本クラブの活動内容を報告し、

田原ガバナーからのコメントを頂きました。

①職業奉仕の実践強化では、藤中職業奉仕委員長

よりロータリーアンとしての道徳的水準を高め、

自己職業の尊重認識のもと、奉仕の理念を実践す

る会員個々の意識高騰と自己啓発の重要性を指摘

していただきました。「四つのテスト」の実践、
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本日のプログラム １２月１５日 次回のプログラム １２月２２日

外部卓話 がん予防啓発推進委員会
大田整形外科 大田和弘先生

前半を振り返って（会長・各理事）

【 ２０１６年１２月１日 第２５４６回 例会記録 】

【 ２０１６年１２月３日 第２５４７回 例会記録 】
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会 長 菅 義尚
会長エレクト 鴨宮 弘宜
副 会 長 板場 英行
幹 事 宮本 和彦
副 幹 事 三好 静子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 尾野 剛章

副 Ｓ Ａ Ａ 山根 積
直 前 会 長 久藤 孝仁
管 理 運 営 坂田 武文
会 員 組 織 堀越 賢二
奉 仕 本庄 純夫
広 報 福本 博之
Ｒ財団米山 吉本きよ子



「ロータリアンの行動規範」の遵守を根幹とした

職業奉仕の実践に取り組みたいところです。

②元気なクラブづくりのための戦略計画と会員維

持・会員強化では、佐藤会員増強委員長より本ク

ラブのより活発な運営と活動の取り組みを具現化

した長期プロジェクト戦略委員会の報告をしてい

ただきました。会員40名確保に向けた退職者の入

会勧誘、女性の入会促進などが緊々の課題です。

田原ガバナーからは、例会のサロン化からの脱却、

マイロ―タリ―に登録アクセスを行い、「クラブ

健康チエック」の必要性が指摘されました。

③がん予防の取り組みでは、鴨宮がん予防啓発推

進委員長より、過去2回の取り組み内容と今後の企

画予定を報告していただきました。取り組みの内

容については、田原ガバナーの称賛を得、次年度

の委員長を拝命する身にとっては活動計画に苦慮

している一面もあります。来年2月には、公開例会

を企画しています。田原ガバナーの来竹原ご快諾

を得、具体的な運用を検討しているところであり

ます。

④ポリオ撲滅を含むロータリー財団100周年記念事

業の遂行では、吉本ロ―タリ財団委員長より、本

年度の具体的な取り組み、活動の報告をしていた

だきました。ポリオ撲滅の最終局面にさしかかっ

ている現今、「ロータリーアンが健康状態を改善

し、教育への支援を高め、貧困を救済することを

通じて世界理解、親善、平和を達成する」という

ロータリー財団の使命に向けた取り組みが強調さ

れました。また、地区補助金の申請、活用に積極

的、前向きな意見を頂きました。

今週末の12月3日は、忘年家族例会が開催されます。

多くの会員、家族の参加により今年1年を振り返り、

新しい年に向けた英気を養っていただけば幸いで

す。親睦活動委員会の皆様、よろしくお願いしま

す。

以上、菅会長に変わりまして会長の時間を務めさ

せていただきました。

◆次年度幹事 井上 盛文

細則第３条第２節により、次年度ＳＡＡは山根積

会員を選出いたしました。

◆社会奉仕委員会 委員長 大成 義彦

１１月２３日(水)聖恵文化祭にボランティ参加し

ました。参加されたのは市川、坂田、本庄、佐々

木、荒谷、久藤、木村、夜船、大成、三好、山根

会員、事務局の１２名でした。佐藤会員から飲み

物をご提供頂きました。有難うございました。

◆親睦活動委員会 委員長 佐々木秀明

１０月１３日に竹原シーサイドホテルで開催した

月見例会の決算報告を行います。

会員 久藤 孝仁

先ほどは記念日のお祝いあり

がとうございます。私も今月

で５９才になりまして来年に

なりましたら還暦を迎えます。

今後共精進いたしますのでよ

ろしくご指導お願いいたしま

す。本日は消防団について少

しお話しさせていただきます。

消防団は「安心安全」を合言葉に、地域に密着し

た活動を行っております。また、県指導員、市指

導員等、指導員制をとり分団や分団を越えた指導

を行っております。

各団員が秩序ある社会人で有る様に、ロータリー

でご指導いただいておりますように「お互いが、

切磋琢磨し、いかなる職業も価値あるものと認識

し、社会に奉仕する」と言う事を改めて感じると

ころであります。

災害出動等、危険作業従事者といたしましては、

命令を遵守しお互いが助け合い、臨機応変に事案

に対応しなくては二次災害の被害もこうむります。

そうならないためにも訓練や親睦を通して、信頼

関係を構築して行かなければなりません。しかし

ながら、厳しい訓練だけでは統率が難しく、親睦

懇親といった柔らかいつながりも欠かせません。

そのあたりも皆様にはご理解いただき今後共引き

続きご後援をいただきますようお願い申し上げま

す。竹原市消防団は６つの分団で構成されており

「地域を愛し、郷土を守る思い」で入団していた

だいており、定年は６５才です。１８才から６５

才までの竹原市に住民登録されている人です。

女性消防団と称する第６分団は定員２５名、実員

１１名です。各分団は後援会や地域の自治会でお

助けいただいておりますが、第６分団は竹原市全

域で人員確保をしておりますので、後援組織はご

ざいませんが、自治会や市の行事、防災訓練等でA

EDの講習、応急救護の指導、防火防災の広報、ま

た、小学校や保育所などで紙芝居を使った火災予

防等、多岐にわたり活動をいたしております。当

初は約２０名の団員がおりましたが、仕事等やむ

なく退団する者もおり、団員の確保が急務になっ

ております。皆様の各地域や職場などで、ご協力

いただける人員がいらっしゃいましたら、ぜひと

も入団していただきますようご協力をお願い申し

上げます。今年度も１２月２９、３０日に年末火

災予防運動を開催いたします。地域の安全安心に

寄与出来れば幸いに思います。

消防団員に皆様方の暖かいご指導をいただき、安

心で住みやすい郷土づくりを達成出来ますよう、

お願い申し上げまして卓話といたします。ありが

とうございました。
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◆日 時 平成２８年１２月１日(木）

◆場 所 大広苑

◆出席者 １１名

◆議 題

①外部卓話の件 承認

日時 平成２９年４月２０日(木）

講師 天野 肇パストガバナー

②職場例会の件 承認

日時 平成２９年１月１９日(木）

場所 三井金属鉱業(株)竹原製煉所

集合 大広苑１２時

例会 １２：３０～１３：３０

③新年互礼会の件 承認

日 時 平成２９年１月５日(木)１８：３０

場 所 大広苑

登録料 ２，０００円

④４クラブ合同例会の件 承認

日 時 平成２９年２月７日(火)１８時～２０時

場 所 三原国際ホテル

登録料 ８，０００円（出席者６，０００円）

交 通 ＪＲ利用

⑤事務局年末年始の件 承認

平成２８年１２月２８日～平成２９年１月３日

(報告事項)がん予防啓発推進委員会行事に田原ガ

バナーをお迎えする予定ですが、土日での開催が

可能か現在田原ガバナーに照会中です。

１２月３日 第２５４７回
忘年家族例会 於：大広苑

◆点 鐘

◆ロータリーソング：それでこそロータリー

◆ゲスト：竹原市英語指導助手

チママンズ・マルセル様（カナダ）

チュー・オスカー様（イギリス）

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：２８名 ◆欠席者： ３名

◆メイク： ５名 ◆出席率：９１．６７％

◆出席者：会員２８名、配偶者１１名、

成人１０名、高校生１名、中学生３名、

小学生４名、幼児５名、ゲスト２名

事務局 計６５名

幹事 宮本 和彦

・第３９回竹原ロードレース大会にかかる参加者

へのもてなしについての依頼

日時 平成２９年２月５日（日）

場所 バンブージョイハイランド

会長 菅 義尚

今日は恒例の親睦委員会の計

で忘年家族例会です。親睦委

員会の方々宜しくお願い致し

ます。この会に竹原市教育委

員会で英語指導助手をしてお

られるカナダ出身のチママン

ズ・マルセルさん、イギリス

出身のチュー・オスカーさんのお二人を招待して

おります。ゆっくりとお楽しみください。後程自

己紹介をお願い致します。

がん予防啓発推進委員会の鴨宮委員長の計で来年

２月２３日の例会日に講演会となっていましたが、

土日にとの思いで田原ガバナーにお願いしたとこ

ろ、５月２７日(土)時間は決まっていませんが田

原榮一ガバナーが来られ講演会を開催致します。

全会員の御協力宜しくお願い致します。

◆がん予防啓発推進委員会 委員長 鴨宮 弘宜

がん予防啓発推進委員会の行事として５月２７日

(土)に田原ガバナーをお迎えすることとなりまし

たので宜しくお願い致します。

（忘年家族例会懇親会の部）

★忘年家族例会への祝儀

（菅会長、板場副会長、鴨宮会長エレクト、宮本

幹事、坂田クラブ管理委員長、佐々木親睦長より）

★吉本財団委員長より財団100周年募金箱協力願い

★菅会長挨拶

★乾杯

★ダイヤモンド婚 土居会員ご夫妻へ花束贈呈

★次年度理事役員紹介

★宮本幹事サンタさんから子供達へプレゼント

★抽選会

（中川・吉本・尾野・佐々木会員から賞品ご提供）

★市川会員より出席者全員へクリスマスケーキの

プレゼント

★閉会挨拶

★「手に手つないで」
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チュー・オスカー様 チママンズ・マルセル様
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ロータリー財団１００周年記念で募金箱を設置しました。

募金額は２７，１４８円となりました。御理解・御協力有難うございました。

●新年互例会
日 時 平成２９年１月５日（木）１８時３０分～
場 所 大広苑
登 録 料 ２，０００円
●職場例会
日 時 平成２９年１月１９日（木）
場 所 三井金属鉱業（株）竹原製煉所
集合時間 １２時
集合場所 大広苑

●４クラブ合同例会
日 時 平成２９年２月７日（火）１８時～２０時
場 所 三原国際ホテル
登 録 料 ６，０００円

※準備の都合がありますので出欠はお早めにお知らせく
ださい。

次年度理事役員紹介

土居会員御夫妻ダイヤモンド婚


