
□点 鐘

□ロータリーソング：４つのテスト

□ゲスト：三幸食品工業株式会社 田中雅憲様

□会員数：３３名（免除者：５名）

□出席者：２５名 □欠席者： ５名

□メイク： ３名 □出席率：９３．３３％

□会員誕生日 藤中 保 久藤 孝仁

堀越 賢二 板場 英行

□結婚記念日 藤中 保 土居 敏昭

□配偶者誕生日 西岡 一道

□事業所創立 田中 幸俊 尾野 剛章

□特別スマイル

・聖恵文化祭が無事に終わりました。感謝です。

（川崎俊和）

副幹事 木村 安伸

・ロータリーレート

１２月より １＄１１２円（現行１＄114円)

・たけはら音楽連合会より署名 活動の御礼と報告

・第14回ラビットクロカン協賛 の御礼

・竹原ロードレース大会に係る参加者へのもてなし

について(依頼) 竹原市教育委員会教育長

・Ｇ９インターシティミーティングご案内

日時 平成３０年３月１０日(土)

場所 三原国際ホテル

・第４４回聖恵文化祭御礼

副会長 宮本 和彦

本日は会長欠席の為、代理を務め

させて頂きますます。

１１月２３日聖恵文化祭にボラン

ティアとしてお手伝いされた皆様

には慣れない仕事ではありました

が積極的に活動され誠に有難うご

ざいました。御礼申し上げます。

本日はゲストとして三幸食品工業の田中様にお越し

頂きました。後程ライラの報告を宜しくお願い致し

ます。

明日から１２月に入ります。寒さも一段と厳しさを

増すものと思いますので、体調にはくれぐれもご留

意されまして、お元気で年末をお過ごし頂ければと

思います。以上で会長の時間を終わります。

細則第５条第１節により年次総会を開催。指名委員

会菅委員長より2018-19年度の役員及び理事につい

て次の通り報告し了承されました。

会 長 板場 英行

副会長 久藤 孝仁

会長エレクト 宮本 和彦

直前会長 鴨宮 弘宜

会 計 田中 幸俊

理 事 市川 重雄

荒谷 隆文

小坂 啓子

山根 積

西岡 一道

幹 事 尾野 剛章

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
http:www.takehara-rc.com

例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム １２月７日 次週のプログラム １２月９日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

忘 年 家 族 例 会

【 ２０１７年１１月３０日 第２５９２回 例会記録 】

会 長 鴨宮 弘宜
会長エレクト 板場 英行
副 会 長 宮本 和彦
幹 事 井上 盛文
副 幹 事 木村 安伸
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 山根 積

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

副 Ｓ Ａ Ａ 西岡 一道
直 前 会 長 菅 義尚
管 理 運 営 尾野 剛章
会 員 組 織 三好 静子
奉 仕 宮本 和彦
広 報 久藤 孝仁
Ｒ財団米山 大成 義彦
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□広報委員会 委員長 久藤 孝仁

本日１１月３０日発行週報NOに誤植がございました。

正しくは、『発行NO.１７』です。訂正をお願いし

ます。

□がん予防啓発推進委員会 委員長 板場 英行

第三回目の卓話を３月１５日に予定しています。内

容はがん治療の最新情報動向とします。竹原市内の

ドクターにお願いする予定です。

□次年度幹事 尾野 剛章

細則第３条第２節によりＳＡＡ選出の為、例会終了

後に次年度理事会を開催します。

□青少年奉仕委員会 委員 荒谷 隆文

１１月１１日(土)2017-18年度R

YLAへ参加致しました。参加者

は219名で、うち青少年はロー

ターアクトを含め100名の参加

でした。「生きることは学ぶこ

と、そして感動と出会い!!」を

テーマに開催されました。

青少年の皆さんは、「リーダー

シップから学ぶチーム力」、「遊びから学ぶチーム

力」、「感動から学ぶチーム力」という場を体験す

ることで今回のRYLAの行程が組まれていました。リー

ダーシップから学ぶチーム力では三名のパネラーに

よるパネルディスカッションが行われました。パネ

ラーは獺祭のブランドでございます旭酒造の桜井会

長、おたふくソースの佐々木社長、松下政経塾塾長

の河内山氏です。河内山氏は柳井市の市長を三期務

められた方です。三名のパネラーに対し、社会・企

業が求めるリーダーとは？の問いかけに対し語って

頂きました。大変活発なディスカッションでした。

青少年の皆さんは三名の方のお話しから共感を受け

ることが随分あったのではと思います。入社試験の

面接の時にどういうことを基準にしていますかとの

質問に対して、「その人が運の良さを持っておられ

るか、愛嬌があるかどうかという基準においている」

と言われたことが印象に残っております。。

事業者にとりましても非常に大切なことだと思いま

した。

三幸食品工業株式会社 田中雅憲様

柳井クルーズホテルでＲＹＬ

Ａの研修がありました。内容

は三部構成になっておりまし

て、先ず「リーダーシップか

ら学ぶチーム力」をテーマに

パネルディスカッションが行

われました。

旭酒造(株)桜井会長、オタフ

クホールディングス(株)佐々木社長、松下政経塾河

内山塾長、三名の方がディスカッションしてくださ

いました。私が一番心に残った言葉は、司会者の

「リーダーとは？」の質問に対する意見でした。

桜井会長は、現社長の息子さんから経営者に必要な

スキルは何かと問われたことがある。その答えとし

て、スキルで出来るほど社長の仕事は甘くない、そ

れよりも夢を描いて会社の方向性を決める、挑戦す

る心が大切であると仰っていました。

佐々木会長は、与えられた仕事をこなすのではなく、

考えて取り組む。その結果、色々な仕事を任せても

らえる。そのようなリーダーが相応しいと仰ってい

ました。

河内山塾長は明確なビジョンを立て部下を導くのが

リーダーに相応しいと仰っていました。

私は食品メーカーで仕事をしておりますが、日々こ

なしていた仕事も、考え方を変えて取り組むことで

効率よく仕事が出来て、効率でできた時間で他の人

の手伝いも出来るのではないかと気づかされました。

二つ目は白壁遊学、竹原の町並み保存地区の様な場

所が柳井市にありまして、そこで「遊びから学ぶチー

ム力」をテーマに、折り紙金魚釣り、偉人格言すご

ろく、偉人格言かるた、貝合わせ、扇子興の五つを

遊びを通してチームごとに競い合いながらチームが

一丸となって点数を競いました。

三つ目は「感動から学ぶチーム力」をテーマにパフォー

マンスライブを行いました。ヒップホップダンスと

コンテンポラリーダンスというのがあるのですが、

コンテンポラリーダンスはバレーの様なダンスでし

た。一チームに一人インストラクターがついて一時

間程度練習を各チームでして、懇親会のあとにチー

ムごとに発表しました。

私も常日頃ダンスをしているわけではないので初め

は戸惑っていたのですが、一人だけうまく踊れても

ダメなので、ダンスの苦手なものは上手な方に教え

て頂きました。踊れるだけではダメで、皆が振りを

合わせる為に皆が掛け声をしてカウントしてみたり

皆で試行錯誤してダンスに望みました。初めて会う

人同士でチームを組みましたが、練習の中盤には結

束力も生まれました。一位・二位は賞品があるとい

うことで賞品を目指して頑張りました。上位入賞は

出来ませんでしたが、皆で協力してダンスが出来た
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のでとても楽しかったです。

最後に、今回のRYLAの研修では、午前中に講義パ

ネルディスカッションがあり、午後からは白壁遊

学、パフォーマンスダンスライブがあり、自らが

積極的に参加しなければならないプログラムが組

まれていました。普通の研修と言えば、座学や工

場見学など、受け身になりがちなイメージがあり

ましたが、今回の研修は自らが積極的に参加して、

ダンスだったらダンスをインストラクターの方に

教えてもらって皆が一つになって踊れるように頑

張るといった、いつもの講習会とは違ってとても

斬新に感じました。

今回の研修は勉強だけでなくとても楽しく学ぶこ

とが出来ました。有難うございました。

各委員会ごとに分かれて今年度活動について協議

しました。

１１月２３日(木)第４４回聖恵文化祭ボランティアへ参

加しました。久藤会員、奥様、大地君、木村会員、夜船

会員の奥様、三好会員、宮本会員、井上会員、山根会員、

西岡会員、事務局、計11名、早朝よりご参加有難うござ

いました。
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