
２月２日 第２５５４回
◆点 鐘

◆国歌斉唱

◆ロータリーソング：奉仕の理想

◆ロータリアンの行動規範

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：３２名 ◆欠席者： ４名

◆メイク： ０名 ◆出席率：８８．８９％

◆会員誕生日 …金澤、三好、田中

◆配偶者誕生日…夜船、田中、荒谷

◆結婚記念日 …鴨宮

◆事業所創立 …荒谷、土居

◆年賀状 …田中、脇山、堀越

幹事 宮本 和彦

・２月７日（火）三原ＲＣ主催４クラブ合同例会

の登録者数は２３名です。

・例会終了後定例理事会を開催します。

会長 菅 義尚

女性会員の皆様、チョコレー

ト有難うございます。

板場副会長ＲＬＩの研修会出

席ご苦労様でした。あと２回

あると思いますので宜しくお

願い致します。

２月は国際奉仕委員会の担当月です。土居会員、

夜船会員、宜しくお願い致します。１６日の例会

には竹原市英語指導助手のお方の卓話があります。

またこの例会で広島商船高等専門学校の留学生の

出席が出来なくなり残念ですが次回にお願い致し

ます。

２３日の例会は県立豊田高等学校の森岡教頭先生

の卓話となっております。２月は外部卓話が２回

ありますので例会出席を宜しくお願い致します。

２月５日(日)には竹原ロードレース大会ぜんざい

サービスがあります。お手伝い大変だと思います

が宜しくお願い致します。この行事にロータリー

家族の皆様の御協力いつも有難うございます。寒

い中ですが皆様ご協力宜しくお願い致します。

２月７日(火)は三原ロータリークラブ主催の４ク

ラブ合同例会です。出席会員の皆様、他クラブ会

員との親睦友情を深めましょう。

２月 三好静子会員

◆次年度幹事 井上 盛文

次年度理事会報告

２月５日(日)竹原ロードレース大会ぜんざいサー

ビスについて

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

事務局／〒725-0026竹原市中央4丁目8－2第１おおぎビル102号
TEL／0846-22-7570 FAX／0846-22-7651 E-mail／rc-take@estate.ocn.ne.jp URL／www.takehara-rc.com/

例会日／毎週木曜日12：30～13：30 例会場／大広苑 TEL(0846)-22-2970

本日のプログラム ２月１６日 次回のプログラム ２月２３日

国際奉仕委員会担当例会
竹原市英語指導助手 Chew Oscar様

広島県立豊田高等学校教頭 森岡 達治様
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◆副会計 佐藤守幸

前回行なった前期決算報告補足説明

◆副会長 板場英行

１月２９日(日)第８期ＲＬＩ分科会研修パートⅠ

出席報告

会員 金澤 節生

２月３日で８４歳になります。

昭和８年２月３日節分の日に

生まれ「節生」です。一回こ

の話をしますと皆さんに誕生

日を覚えて頂けて嬉しく思い

ます。

今年の私の年賀状に川柳を２

句詠みました。

「年男 嬉しくもあり 指を折る」

「おかげさま 欲はまだある 年男」

「１１８」は海上保安庁緊急通報用電話番号です。

１１８番の日として第六管区海上保安本部主催の

第１回海難防止川柳コンテストがあり応募しまし

た。これは海上での防災意識を高める為の啓蒙活

動の一環として行なわれました。１６５５句の応

募作品があり、その中から私の句が特別賞１０句

に選ばれました。

「瀬戸の海 喜怒哀楽の 顔がある」

先週の例会で配られた「クラブの健康チェック」

は会員のチェックとして自己判断すれば良いなと

喜んでいます。皆さん何度もチェックして意識を

持ってもらいたいと思います。“私は例会を楽し

みにしている”等々、これに準じて反省が出来る

のではないかと思います。

皆さんは本川に架かる竹原の橋の名称をご存知で

すか。健康保持の為毎日４０分歩いているのです

が、本川に橋が何本架かっているのかと疑問に思

いましたので検証してみました。本川には１２本

の橋が架かっています。その橋にはそれぞれ町の

発展のエピソードが詰まっていました。

①扇橋 ②汐入橋 ③八幡橋 ④日本橋

⑤本川橋 ⑥新港橋 ⑦住吉橋 ⑧渡逢橋

⑨山陽橋（昭和35年架け替え時に併韓橋から山陽

橋に名称変更) ⑩古庭橋 ⑪番屋橋 ⑫馬橋

◆日 時 平成２９年２月２日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 １１名

◆議 題

①佐渡文武会員からの志 承認

竹原ロータリークラブ基金へ

②２月９日(木)サインメイクの件 承認

③手続要覧クラブ費で購入の件 承認

１冊６＄×４０冊 （研修図書費）

④ロータリー手帳の件 承認

希望者のみ分を購入（研修図書費）

⑤夜間研修会の件 承認

２月１８日(土）,４月２２日(土),６月１０日(土)

◆日 時 平成２９年２月２日(木)

◆場 所 大広苑

◆議 題

①ロータリーテーマ幕購入の件 承認

②次年度親睦委員長 尾野剛章会員 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



２月７日 第２５５５回
４クラブ合同例会 三原国際ホテル

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：１９名 ◆欠席者： ５名

◆メイク：１２名 ◆出席率：８８．５７％

◆ゲスト：

2016-17年度Ｇ９ガバナー補佐 安保雅文様

補佐幹事 藤本政昭様

2017-18年度Ｇ９ガバナー補佐 福島偉人様

補佐幹事 田坂 潤様

◆三原ＲＣ４８名、広島空港ＲＣ１７名

瀬戸田ＲＣ５名、竹原ＲＣ２０名

出席者総数 ９４名

◆プログラム

（例 会）

①開会・点鐘

②国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」

③４つのテスト唱和

④来賓紹介

⑤参加会員紹介

⑥会長挨拶（会長時間）

⑦幹事報告

⑧グループ９ガバナー補佐挨拶

⑨次年度役員紹介

⑩次年度Ｇ９ガバナー補佐挨拶

⑪閉会・点鐘

懇親会

①開会挨拶

②乾 杯

③歓 談

④次年度開催クラブ会長挨拶（広島空港ＲＣ）

⑤ロータリーソング「手に手つないで」

⑥閉会挨拶

解 散 ２０：００

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

次年度紹介 竹原ＲＣ

平成２９年２月５日（日）第３９回竹原ロード

レース大会に於いてぜんざいサービスを実施し、

きな粉餅・ぜんざいを参加者の皆様に振舞いま

した。


