
◆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：３４名（免除者：３名）

◆出席者：２９名 ◆欠席者： ３名

◆メイク： ２名 ◆出席率：９３．９４％

◆会員誕生日 …土居、尾野、井上

◆結婚記念日 …吉岡、夜船

◆配偶者誕生日…木村

◆事業所創立 …佐藤、大成

◆特別スマイル

・講演会が無事終わることが出来安心しました。有

難うございました。 (菅 義尚)

・５月２７日の市民公開講座お陰様で180人を越え

る参加者で盛会の内に無事終了いたしました。こ

れも会員皆様の御協力の賜物です。本当に有難う

ございました。 （鴨宮 弘宜）

・５月２７日開催された「がん予防啓発講演会」は

地域社会の人々の高い関心事として、たくさんの

聴衆にご来場いただき盛会裏に無事終了致しまし

た。担当委員会並びに会員の皆様の御尽力、御協

力で所期の目的が達成でき深く感謝申し上げます。

（本庄 純夫）

６月 土居敏昭会員

次年度幹事 井上 盛文

・少年の主張中学生話し方大会ご寄付のお願い

・竹原まつり協会役員総会ご案内

・第１１回ふれあい夏祭り参加協力のお願い

・地区大会仮登録のお願い

・６月８日(木)例会終了後次年度理事役員会開催

・2017－18年度委員会構成配布（変更）
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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 ６月８日 次回のプログラム ６月２２日

次年度クラブアッセンブリー 後半を振り返って
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会長エレクト 鴨宮 弘宜

今月はいよいよリハーサル月

間となりました。菅会長のお

顔が心なしか明るく輝いて見

えるのは私だけでしょうか。

あと一か月宜しくお願いいた

します。

副会長を拝命し、まだまだ先の事とのんびりしてい

ましたが、光陰矢の如し。あっという間にリハーサ

ル月間となりました。

次年度は、一年限定の「試行錯誤の年」にしたいと

考えています。試行錯誤とは、「新しい物事をする

とき、試みと失敗を繰り返しながら次第に見通しを

立てて、解決策や適切な方法を見いだしていくこと」

であります。色々とご迷惑等をおかけする一年とな

ると思いますが、ご容赦頂きますようお願いいたし

ます。

奇しくも、今年の地区研修・協議会では「ロータリー

の変化」がテーマとなりました。私と井上幹事が参

加しました会長幹事部門での岩国短期大学教授、山

縣明人氏による基調講演も、ロータリーの変革の必

要性についての講演でしたので、その一部をご紹介

致します。

『今までのやり方では通用しない時代がやって来て

いる。これを「現代の終わりの始まり」という言い

方をする。しかも、以前のように磁石を片手に大陸

を目的地に向かった前進していくような時代ではな

くなった。目的地すら行ってみれば幻であるような

時代である。」

日本におけるロータリークラブの発足は９７年前に

遡る。そして、戦前に中断してから敗戦を迎えて、

新たに発足したのはアメリカを中心とした新たな世

界秩序形成に呼応した結果であった。新世界の大陸

は盤石で目的地は明確であった。即ち、ロータリー

クラブの友愛の精神と社会奉仕と仲間との親睦の精

神は、アメリカ民主主義の明るく健康的な文化的風

潮と相俟って、戦後の日本の社会的意識の中に深く

浸透して支持と羨望を集めた。会員は拡大して会員

総数世界第２位の国になった。

戦後７２年を経て日本のロータリークラブは、何を

していくのかという社会的使命の意識よりも、会の

存続が重要な課題となって来ていると聞く。しかも、

2015年以降に国際社会の地殻が変動してから、徐々

にではあるが、クラブは海原に放り出された時代と

なった。戦後にロータリークラブを立ち上げた先輩

たちは何を使命感として自分の生き方の軸に据えて

いったのかを、改めて再考することで「現代の終わ

り」が始まろうとしている時代に、新しいロータリー

クラブの社会的使命と実現が見えてくるのではない

かと考えている。新しい船出には古い荷物は深く海

に捨てなければ出航できないのである。皆さんと新

しい船出と新たなる目的地到達への実践の在り方を

考えてみたいと思うのである。』

「試行錯誤の一年」、会員皆様のご協力をお願いい

たしまして、会長の時間の話とさせていただきます。

ありがとうございました。

◆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事業５月２７日無事に終わ

りホッとしております。当日は盛況で180人を超え

る参加者を得て、和やかで、かつ、ためになるお話

しをしっかりと拝聴させて頂きました。

最後に石川真帆さんと「ふるさと♪」を歌ったとき

は本当に感動しました。皆様のお蔭でございます。

御協力ありがとうございました。

◆会長 菅 義尚

５月２７日がん予防啓発講演

会は皆様の御協力で無事終え

ることが出来ました。感謝申

し上げます。田原ガバナーよ

り、

『大盛況に終わり誠にお目出

度うございます。心から御礼

を申し上げます。基調講演で「がんと共存共栄 が

ん予防を通して」について概説し、多くのロータリ

アン・市民の方々に、がん予防の重要性を理解して

頂き嬉しく思います。来年度も継続をお願いします。

尚、今度の事業を「ロータリーの友」に投稿して頂

きますようお願いします。』とメールを頂きました。

講演会には安保ガバナー補佐、三谷補佐幹事、藤本

補佐幹事と、三原RCより橘会長、金本幹事が出席し

てくださいました。安保ガバナー補佐からは御祝を

頂きました。

本日例会前に鴨宮さん、宮本さんと、佐々木さんの

お見舞いに上がりました。お元気そうで数日で退院

されるそうです。一日も早い回復を願ってロータリー

の例会に出席して頂きたいものです。

６月１９日、２０日の豊田、竹原、忠海高校での講

演会には会員の方々に出席聴講をお願い致します。

◆幹事 宮本和彦

例会終了後、理事役員会を開催

します。

◆出席委員会 委員長 市川重雄

６月１０日(土)夜間研修会を開催します。
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会員 井上 盛文

来月から鴨宮会長のもと、幹事

をさせて頂くことになりました。

先ほど次年度会長の鴨宮さんが

お話しされたことと重なる面が

ありますが、４月２３日に行わ

れました地区研修・協議会の事

について触れる形での卓話をさ

せて頂きます。

基調講演で岩国短期大学の山縣明人先生が「新たな

時代の波頭を越えるロータリークラブの社会的使命

と実践」のお話しがありました。

鴨宮会長が次年度クラブの運営方針を、ロータリ－

の変化の時代、勇気と柔軟な心で取り組もう、と挙

げておられます。

その中で、「変化」と「勇気」のキーワードを確認

しながら卓話をしたいと思います。先ず、変化とい

うことで、具体的に携帯電話からスマホです。

私は数年前までスマホを完全否定していました。今

はこれを受入れないといけないのだなと思い、体と

同じように使いつつあります。新聞を読んでスマホ

を見る習慣になっています。新聞には掲載されてい

ない記事がこのスマホを通じて得ることが出来ます。

山縣先生が言われたキーワードをご紹介します。

時代が開いてきている、時代が大きく変わろうとし

て皆さんの前に課題を差し出している。

時代が変わる、何か皆でしようという時代が開いて

きている、そうすると何が必要になってくるか。皆

さん一人一人が自分を開いていかないといけない時

代である。自分を開く時代、あるいは自分が変わり

対応する時代である。時代が開き、自分が開いてい

くと、また次のステージが見えてくる時代になって

くると云われました。

今ある現状が素晴らしいと思っている状況がありま

すが、先人はいろんな苦労を重ねながらもっと自分

に自由であったのではないでしょうか。ご飯が食べ

られない時代、時代に対して挑戦的で自由であった

のでは。自由でない地域・団体は滅びますよと云わ

れました。

ロータリーは何をしなければいけないか。ロータリー

が今求められているのは地域のマネージメント、地

域の編集力にかかわってはどうかと云われました。

我々の地域がどういう風になるのか考えてイメージ

しましょうということだと思います。

ロータリーの活動の中で女性のロータリアンを増や

そうといわれています。女性が次の時代の感度を持っ

ていると、私も実はそう思います。私もいろんなこ

とを判断する時、迷った時には事務所の女性職員さ

んに必ず確認します。殆ど返答はないですけど、そ

の時の受け答えでなんとなく分かります。そういう

ことでロータリーでもそういった感度を持った方、

女性に限らず男性にもたくさんいらっしゃいますが、

そういった人をロータリーに取り入れて、これから

の時代どうなっていくのか、我々組織がマネージメ

ント力を以って編集していく地域社会、そういうこ

とでロータリーの役割をしていく必要があるのでは

と云われたように思います。。

変化には勇気が必要です。この変化への対応をして

いけばロータリーに若い方が入って、且つ活力が出

るのではないかと思います。

◆日 時 平成２９年６月１日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 ９名

◆議 題

①お別れ例会の件 承認

日 時 平成２９年６月２９日(木)１８時

場 所 大広苑

登録料 会員、配偶者 ２，０００円

②平成２９年度少年の主張竹原市中学生話し方大会

協賛の件 10,000円 承認

③円山様よりクラブへご寄付の件 承認

竹原ロータリークラブ基金へ 10万円

④佐々木秀明様お見舞いの件 承認

２０１７－１８年度地区大会

大会テーマ「ロータリーの架け橋、岩国から。」

大会第1日目 10月27日(金)記念ゴルフ大会

会場：和木ゴルフ倶楽部

大会第2日目 10月28日（土）会長・幹事

会場：岩国国際観光ホテル

大会第3日目 １０月２９日（日）

本会議:シンフォニア岩国

懇親会:岩国国際観光ホテル

●本会議(予定)

9:00登録受付

9:45プロローグ

10:00本会議（午前の部）

12:10昼食・休憩

13:00記念講演 講師：黒川伊保子

「男と女の脳科学～脳が作り出す男女のミゾ、人生の波～」

14:30休憩

14:45本会議（午後の部）

16:00閉会・点鐘

●懇親会(岩国国際観光ホテル)

17:30～19:00

＊ミニ観光 錦帯橋周辺散策

※地区大会の仮登録を行いますので６月２２日までに

お知らせくださいませ。
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ロータリー財団100周年記念 竹原ロータリークラブ市民公開講座

がん予防啓発講演会 ～がんと共存共栄で健康寿命をのばそう～

＜２０１７年５月２７日（土）於：大広苑 開場１３：００ 開会１３：３０＞

がん体験者 体験談

「陽子線治療を体験して」私はこうして元気になった

株式会社マミー 代表取締役 小積 君生 様

「健康寿命をのばしましょう！」～生活習慣病予防で健康寿命をのばそう～

竹原ロータリークラブ 副会長

公益社団法人日本理学療法士協会理事 板場 英行 様

歌で健康 ミニコンサート

健康寿命は明るい心から♪

石川真帆｜Maho Ishikawa

演題 「がんと共存共栄 -がん予防を通じて- 」

講師 2016-17年度国際ロータリー第2710地区ガバナー

公益財団法人広島がんセミナー理事長 田原 榮一 様


