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本日のプログラム ８月１７日

次週のプログラム

がん予防啓発推進委員会担当例会

納

涼

例

８月２４日
会

【 ２０１７年８月３日 第２５７７回 例会記録 】
□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：３２名（免除者：３名）
□出席者：２８名
□欠席者： ３名
□メイク： １名
□出席率：９３．５５％

□会員誕生日 …菅、佐藤、中川、宮本
□配偶者誕生日…本庄、大成
□傘寿スマイル…中川

宮本和彦会員

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

幹事

井上

盛文

・例会終了後定例理事会／長期戦略計画委員会開催
・８月１０日(木)休会です
会長

鴨宮

弘宜

第一例会は、「ロータリー
の友」の記事を拝読させて
頂いております。
拝読する前に、今月号４４
ページに５月に行いました
「がん予防啓発公開講座」
の記事が載っていますので
ご紹介しておきます。後ほ
ど目を通していただければと思います。
今回は、３２ページにございます、「ロータリー米
山奨学事業基礎知識」を拝読いたします。
この事業は国際的にも大変有意義な事業であります
が、個人的にはこの素晴らしい事業をより、現状に
合わせ、さらに有意義に行う必要性があるように思
います。
さて、今週の言葉ですが、本日は日本理科学工業株
式会社の社長さんが大切にされている言葉を紹介い
たします。日本理化学工業株式会社は全従業員８１
人中６０人が知的障がい者(内２７人が重度の障が
い者)が働いている、学校で使うチョーク製造を主
とした会社です。会社創立は昭和１２年ですが、知
的障がい者の雇用は昭和３５年２人を雇用したのが
スタートでした。このような障がい者の多数雇用を
目指したのは、禅寺のお坊さんから社長が教わった
ことに始まったそうです。その教わった言葉を紹介
します。
「人としての幸せとは、
１）人に愛されること ２）人に褒められること
３）人の役に立つこと ４）人に必要とされること
福祉施設で面倒を見てもらうことが幸せではなく、
働いて役に立つ会社こそが人を幸せにする」
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８月３日(木)
□場 所 大広苑
□出席者 ９名
□議 題
①プログラム変更
承認
変更後）９月１４日 戦略計画委員会担当例会
９月２８日 職場例会
２月２２日 ボランティア例会
②職場例会の件
承認
９月２８日(木)広島県栽培漁業センター
会員 佐藤 守幸 ③委員会構成の件 出席委員 市川会員
承認
先 ほどは 誕生日 のお 祝い ④地区大会の件
承認
を 頂きま して有 難う ござ 日 時 平成２９年１０月２９日（日）
い ます。 ８月１ ６日 に８ 場 所 本会議：シンフォニア岩国
懇親会：岩国国際観光ホテル
５ 才を迎 えます 。今 まで
交
通
バス（出発予定時間６時３０分頃）
元 気でお られた と思 いま
登録料 ６，０００円
す 。皆さ んのお 力添 えと、
⑤広島県防犯連合会賛助会員会費の件1万円 承認
家 内には いろん な面 で支
⑥夜間研究会の件 ２ヶ月毎偶数月開催
承認
えてもらったと改めて感謝しています。平均寿命 ⑦地区指導者育成セミナーの件 承認
は男性８１歳、女性８７歳と云われています。平 日 時 平成２９年８月２７日(日)
均寿命でなくて健康寿命で長生きしたいと思いま 場 所 ホテルグランヴィア広島
登録料 ３０，０００円
す。
⑧公式訪問の件
承認
ここで私自身の今迄の事業の承継について触れた
いと思います。私の父は３０年前に亡くなりまし ９月２１日公式訪問 御土産＠２，０００円×４名
たが、私は父との別れが３回ほどあります。私が ９月７日はプレ公式訪問例会の為、９月の定例理
事会は９月１４日に開催する
小学校４年生、昭和１６年に戦争がはじまり父は
⑦事務局盆休暇の件 ８/１１～８/１６
承認
出征しました。その時にこれで父とお別れだなと
いう気持ちに子供ながらに思いました。
・ロータリー青少年指導者養成プログラム(ライラ）
次に別れたような気がしたのが昭和３０年、工場
の件、出席者検討する
に入り４～５年働いた２５歳の時です。父が脳溢 ・ぶちぇぇ竹原まつりは参加しない
血で倒れて左半身不随で三年間寝たきりになりま
した。その時に親の死に目に会ったような気がし ＜戦略計画委員会報告＞
８月３日(木)定例理事会終了後に委員会を開催(９
ました。
名出席）しました。
事業では缶詰生産を行っていましたが、昭和４９
長期戦略計画委員会⇒「戦略計画委員会」とする
年からコーヒー飲料も始めました。缶詰と併用し
納涼例会バス運行について
ていましたが、飲料一本に変更して２０数年たっ
日
時
平成２９年８月２４日（木)例会１８時～
た時、ある日突然、ＦＡＸ一枚が届きました。
場
所
竹原シーサイドホテル
送
迎
“今月から生産販売やめます。”
安芸津方面（２６名）
２８人乗りバス
一社取引でしたので一枚のＦＡＸによってお先真っ １７：０５ 黒浜
本庄１
吉本１
暗になりました。それからは毎年赤字を作りまし １７：１０ よしもと
１７：１３ 安芸津桟橋
佐藤２、荒谷２
た。その間もロータリーには来させてもらってい １７：１７ 木谷バス停
土居１
久藤１
ましたが非常に厳しい時でした。６年間試練の時 １７：２２ 吉名バス停
でした。良い時もあり悪い時もあり、人生は山あ １７：２４ セブン吉名店 市川２
１７：２６ 農協前
菅１
り谷ありだとつくづく思いました。その間、私の １７：２７ 大井バス停
井上１
藤中１、三好１、高橋１
子供も会社へ入ってはいたのですが、その厳しさ・ １７：３４ 大広苑
１７：３７ 高重葬祭
大森１
試練を伝えていませんでした。子どもには利益が １７：４０ 道の駅
金澤１、吉岡１、木村１、
鴨宮２、尾野１、板場１
出るようになってからバトンタッチをしました。
１７：４３ 的場会入口
中川１
しかし、今にして思えば、子どもに厳しさ試練を １７：４５ 的場公園
大成２
与えておけばよかったと少し後悔しております。
厳しい試練を経験していないと人間として一人前 忠海方面 （７名） ９人乗りワゴン
１７：４５ 撰果場
佐渡１、堀越１
になれないのではないかと思います。厳しい試練 １７：４８ 大乗郵便局
宮本１
１７：５１ 忠海駅
夜船１、田中１、山根１、
を与えることも必要だと感じております。
西岡１
小坂１+事務局 計３５名

□直前会長 菅 義尚
６月末で退会された坂田様へクラブからの感謝状
をお届けしましたのでご報告致します。
□出席委員会
委員長 佐渡 文武
８月２７日(日)１８時３０分よりクラブ事務所に
於いて夜間研究会を開催します。登録料は１，０
００円です。
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