
４月６日 第２５６２回
◆点 鐘

◆国歌

◆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：３０名 ◆欠席者： ２名

◆メイク： ４名 ◆出席率：９４．４４％

◆会員誕生日…円山、大森、荒谷、鴨宮、本庄

◆配偶者誕生日…大森

◆結婚記念日…本庄、木村

◆事業所創立…円山、山根、宮本、夜船、三好

◆金婚式…木村

◆喜寿…本庄

◆古希…荒谷

◆特別スマイル

・３月３１日で３６年間続けてきた仕事を辞めまし

た。たくさんの皆様に支えられ最高のノエビア人生

を送ることが出来ました。有難うございます。

（三好静子）

・内孫二人が入園入学しました。大きく成長してほ

しいものです。これからも御指導下さい。

（菅 義尚）

・ロータリーバッジを忘れて来ました。（市川重雄）

幹事 宮本 和彦

・竹原市キャリアスタートウィーク委員会ご案内

・あきつの福祉をすすめる会総会開催ご案内

・第６２回郷賢祠例大祭執行ご案内

・2019-20年度ガバナー予定者決定

福山RC 晝田眞三様

・例会終了後理事会開催します

会長 菅 義尚

４月に入りましたが天候は不順で朝夕が寒い日が続

きますが、桜の開花で花見シーズンに入りました。

宿根の大桜も次の日曜には咲きそうですので一度見

に行って下さい。大きな桜で咲けば見事なものです。

４月は入園、入所、入学、入社の時期です。体に気

を付けて頑張ってもらいたいものです。４月はクラ

ブ広報担当月です。宜しくお願い致します。

４月２３日地区研修・協議会があります。担当の会

員の方宜しくお願い致します。４月１６日(日)は花

見例会です。親睦委員会の皆様宜しくお願い致しま

す。４月２０日の第三例会は福山ロータリークラブ

の天野パストガバナーに卓話を頂きます。全出席で

拝聴してください。

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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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

円山啓壮会員（享年９２歳）

４月１０日ご逝去されました。謹ん

でお悔やみを申し上げ、安らかなる

ご冥福を心からお祈り致します。

ロータリー歴

1965年１月７日入会（在籍５２年）

1973－1974年度会長



４月 木村 安伸会員

木村安伸会員は金婚式、本庄純夫会員は喜寿、荒

谷隆文会員は古希を迎えられました。おめでとう

ございます。

◆次年度幹事 井上 盛文

３月２３日に次年度理事会で次年度委員会構成の

承認を頂きましたので本日配布させて頂きました。

本日４月６日(木)３班の家庭集会を開催します。

◆がん予防啓発推進委員会 委員長 鴨宮 弘宜

本日、会員・関係団体への募集チラシを配布致し

ます。一人でも多くの方に御参加頂けるように宜

しくお願い致します。一次締め切りは４月２８日

です。田原ガバナーの講演後質疑応答の時間を設

けますのでご質問の記入もお願い致します。

荒谷 隆文会員

本日は我々４月の誕生日、各

記念日を祝って頂き大変有難

うございます。私はこの４月

２日で満７０歳の古希を迎え

ました。晴れて高齢者の仲間

入りをするわけですが、私自

身まだ先の事のようで実感が

わいてきません。厄年、還暦、古希とそれぞれ節

目を迎えてきましたが、古希とは何か、ネットで

見ますと、昔は４０歳から長寿の御祝をし、５０

歳、６０歳、そして７０歳まで長生きされる方は

稀であったのが古希のいわれとのことでした。

私も還暦からの１０年間は長年の蓄積疲労からの

病気発生率が高くなると言われていましたので、

十分に注意をしておりましたが、６０歳半ばで肺

炎に罹り約２週間初めての入院を経験しました。

退院後、体調が元に戻るまで３年ほどかかりまし

た。これからは男子７０を超えると元気になると

聞いております。実際クラブの諸先輩方は皆さん

大変元気にされております。私もより一層体調に

気を付けて毎日を大事に過ごしたいと思います。

今後とも健康指導を宜しくお願い致します。

話しは変わりますが、昨年４月に厚生労働省が全

国の平均有効求人倍率を1.34倍と発表しました。

これは1991年11月以来24年5か月ぶりの高水準との

ことでした。景気も緩やかに回復し、雇用状況も

徐々に改善されてきているとのことですが、我々

中小企業はむしろ悪くなっているようです。皆さ

んの事業所では順調と思いますが、私の事業所で

は昨年の欠員補充が十分に出来ておりません。そ

こで先月ハローワーク西条の求人開拓推進委員の

担当官を訪ね、現在の求人求職の状況や求職者獲

得の為のアドバイスを受けました。当日は午後か

らハローワーク呉、竹原も訪問しました。西条の

平成29年１月の平均有効求人倍率は1.9倍で有効求

人数4874人、前年同月比16.4％増加しており、有

効求職者数は2566人、前年同月比で3.2％減少して

おります。呉・竹原は1.35倍で広島県は1.71倍、

全国は1.43倍です。

職種別の求人倍率をみますと、サービス職(介護・

保険医療・接客給仕)が4.75倍で最も高く、以下生

産工程職は3.98倍、輸送職3.95倍、専門技術職2.3

3倍、事務局が最も低く1.08倍となっております。

求職者の希望賃金平均は専門技術職は227,000円、

事務局175,000円、販売職203,000円、サービス職1

75,000円、生産工程職211,000円、輸送機械運転職

226,666円、建設土木250,000円、運搬清掃職191,6

66円です。

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



◆日 時 平成２９年４月６日（木）

◆場 所 大広苑

◆出席者 ９名

◆議 題

①2017-18年度地区研修・協議会の件 承認

日 時 平成２９年４月２３日(日）

場 所 会議：広島国際会議場

懇親会 ホテルグランヴィア広島

登録料 １０，０００円

②藤中秀幸ガバナーエレクトを囲む会2017-18年度

会長・幹事懇談会の件 承認

日 時 平成２９年５月１２日(金)

場 所 三原国際ホテル

登録料 １０，０００円

③賀茂川清掃の件 承認

日 時 平成２９年４月２３日(日)

④がん予防啓発講演会の件 承認

ロータリー財団100周年記念とする

がん予防読本購入する。（1冊＠180円税抜き)

⑤ラジオ体操・バースデイソング購入 承認

４月１６日 第２５６３回
花見例会：１８時より

フォレストヒルズガーデン

◆点 鐘

◆ロータリーソング：

◆会員数：３５名（免除者：２名）

◆出席者：２１名 ◆欠席者７名

◆メイク： ６名 ◆出席率：８４．８５％

◆会員２１名 配偶者８名 事務局 計３０名

会長エレクト 鴨宮 弘宜

こんにちは。

まずもって、先日の円山先生の通夜、葬儀等には

皆さんご参列をいただき有難うございました。

人生最後まで、ロータリアンとして歩まれた円山

先生に改めて、哀悼の意を表します。

さて、本日は花見例会に多数参加いただきまして

有難うございます。通夜の席で、会長より「散る

桜、残る桜も散る桜」とご法話がございました。

私たちもいずれ散っていく桜でございますが、花

ある時に精一杯に花を咲かせてまいりたいと思い

ます。本日の花見例会で、おいしいお酒と料理を

堪能しつつ、大いに花を咲かせましょう。

本日は有難うございました。

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


