
□会員誕生日 吉岡 一眞 小坂 啓子

田中 幸俊

□配偶者誕生日 菅 義尚 市川 重雄

福本 博之 田中 幸俊

井上 盛文 山根 積

高橋 靖彦

□事業所創立 福本 博之 川崎 俊和

西岡 一道

１２月２１日 第２５９５回

□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□食 事：１００万ドルの食事

□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：９０％

副幹事 木村 安伸

・竹原市成人式の御案内

日時 平成３０年１月６日(土）

場所 竹原市民館

・竹原青年会議所新春互礼会

日時 平成３０年１月１３日(土)

場所ホテル大広苑

・第10期RLI-2710分科会研修パー

トⅠご案内

日時 平成３０年１月２８日(日)

場所 広島ＹＭＣＡ国際文化センター

・事務局年末年始の為事務所閉局します。

2017年１２月２８日(木)～2018年１月８日(月)

会長 鴨宮 弘宜

本日は前半を振り返ってと、

先日１８日に三原で行われま

した、Ｇ９の会長幹事会のご

報告と併せて前半を振り返っ

てみたいと思います。

前半を振り返ってみて、本当

に早く過ぎ去った半年でした。

その間、会員皆様のご協力により何とか本日を迎え

ることが出来ました。特に宮本副会長、木村副幹事

には大変なご迷惑等をお掛けしながらもお支え頂き

心から感謝申し上げます。何もできないままの半年

間でしたが、立ち上げました長期計画戦略委員会を

次年度に向けて実りあるものにしていきたいと思っ

ています。引き続き御協力のほど宜しくお願い致し

ます。

次に、会長幹事会のご報告です。会長幹事会には私

と木村副幹事さんとで出席して参りました。ガバナー

補佐の福島様より、以下三つの議題について話し合

い、その後親睦を深めて参りました。

三つの議題は

１）周年事業の協力について

来年瀬戸田ＲＣが５０周年を行う。実員二名体制の

為、諸般の事情を鑑み、式典等は行わない５０周年

の冠を付けた、植樹事業を行う。各、ロータリーで

のお祝い等の支援をガバナー補佐よりあった。

２）インターシティ・ミーティングへの協力について

来年３月１０日に三原にて行われます。一人でも多

くの登録をお願いしたい。講師は二名を予定してい

るが、記念品も含め高額にならないようにした。

（３）ガバナー補佐の推薦について
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム １月１８日 次週のプログラム １月２５日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

クラブ決算報告（前期分）
クラブアッセンブリー

【 ２０１７年１２月２１日 第２５９５回 例会記録 】
【 ２０１８年 １月１１日 第２５９６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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を予定していると報告がありました。本会としま

しても準備をしておくべきと思います。

この後、クラブアッセンブリーがございますが、

本年度の事業もそうですが、時間がございました

ら会長幹事会の報告を基に、次年度以降に向けた

クラブの事業等の在り方について話し合って頂け

れば幸いです。

□がん予防啓発推進委員会 委員長 板場 英行

職場・会社におけるがん予防に関

するアンケート調査のお願いが地

区より届きました。本日アンケー

ト用紙をお配りしましたのでご記

入お願い致します。

□親睦活動委員会 委員長 尾野 剛章

１２月９日(土)の忘年家族例会に

はたくさんの方に御参加頂きまし

て有難うございました。次の行事

の親睦旅行例会についての件です

が、行先は『皆生温泉』に決まり

ましたので、簡単にスケジュール

を説明します。

日程 平成３０年２月１７日(土),１８日(日)

１７日：１３時竹原出発→１７時頃皆生温泉着

１８時３０分 夕食

１８日：１０時出発→境港(お土産）→観光（昼食）

→１７時頃竹原着予定

出欠を１月１８日迄に確認させて頂きますので宜

しくお願い致します。

□ＳＡＡ 山根 積

本日が今年最後の例会です。

2018年は１月１１日(木)の新年互礼会です。ご出

席宜しくお願い致します。

委員会毎に今年度の活動について協議しました。

＜他クラブ例会変更＞

1月 3日(水)広島空港ＲＣ→休会：定款第8条第1節

1月10日(水)広島空港ＲＣ→休会：定款第8条第1節

1月17日(水)広島空港ＲＣ→新年例会

2月 7日(水)瀬戸田ＲＣ →４クラブ合同例会

2月 7日(水)広島空港ＲＣ→４クラブ合同例会

2月14日(水)瀬戸田ＲＣ →休会：定款第8条第1節

2月14日(水)広島空港ＲＣ→休会：定款第8条第1節

2月28日(水)瀬戸田ＲＣ →休会：定款第8条第1節

3月 7日(水)瀬戸田ＲＣ →3月10日(土)ＩＭ

3月 7日(水)広島空港ＲＣ→3月10日(土)ＩＭ

3月14日(水)瀬戸田ＲＣ →休会：定款第8条第1節

3月21日(水)瀬戸田ＲＣ →休会：定款第8条第1節

3月21日(水)広島空港ＲＣ→休会：定款第8条第1節

１月１１日 第２５９６回
新年互礼会

□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□会員数：３３名（免除者：５名）

□出席者：２７名 □欠席者： ５名

□メイク： １名 □出席率：９３．３３％

□年賀状 … 鴨宮、荒谷、木村、三好、

宮本、吉岡(亨)

会長 鴨宮 弘宜

皆様明けましておめでとうござ

います。本年も宜しくお願い致

します。

さて、ロータリーの友１月号で

は「職業奉仕月間」にあわせ、

「ロータリアン 職業奉仕を語

る」との特集が組まれています。

その中の宮崎県の小林ロータリークラブの記事を

紹介いたします。ロータリーの友（１３ページ）

“クラブで職業奉仕会員の職種の幅広さを生かし

て模擬面接”私たちは様々な職種を持った会員の

集合体であります。私たちの長年の経験等によっ

て得た知識や体験を若い人たちに助言し、伝え、

育てていく一つの手段として有効ではないかと感

じました。今後の活動の一つのヒントになればと

思います。以上で会長の時間を終わります。

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

市川会員から和菓子を頂きました。
ありがとうございます。


