
２月１日第２５９９回
□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：板場会員

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：２８名 □欠席者： ４名

□メイク： １名 □出席率：９３．５５％

□会員誕生日 …金澤、三好、田中

□結婚記念日 …鴨宮

□配偶者誕生日…荒谷、田中、夜船

□事業所創立 …土居、荒谷

２月 荒谷隆文会員

副幹事 木村 安伸

・ロータリーレート2月 １＄110円

・第一回賀茂川を美しくする実行委 員会ご案内

２月２２日(木) 道の駅

・国際ソロプチミスト竹原チャリティ 茶会ご案内

・2018-19年度地区補助金申請について

・２月８日(木)は休会です。

・例会終了後定例理事会を開催します。

会長 鴨宮 弘宜

今月は、平和と紛争予防、紛

争解決月間です。ロータリー

の友2月号にも「平和に寄せ

る思い」として特集が組まれ

ています。ぜひ、ご一読くだ

さい。

私たち日本は先の大戦後、70

余年にわたり諸課題はあるも

のの基本的に平和を享受してまいりました。今では

数多くの外国人が訪れ、世界でも認められる美しい

文化と歴史、安全な国として認知されてきました。

本当に大切なものは、失ってはじめてその価値が分

かると言われます。

しかし、平和については、二度と失うことがあって

はなりません。しかし、世界に目を転じますと、い

まだに終わりの見えない様々な紛争やテロ、戦争が

繰り返し行われています。また、新たな紛争や、戦

争を予感させるような状況が垣間見えるような状況

にあります。毎年、数百万人が紛争などで家を失い

国を追われているといいます。その90％が一般市民

で、その半数が子どもであるそうです。戦争や紛争、

テロの原因は、貧困、不平等、民族間の緊張、教育

の機会の欠如、資源の不均等などと言われています。

その中で、私は「教育」こそが、これらの問題を解

決していく一番確かな道であると信じています。も

ちろん、現実にある紛争等の対応は確実に取り組ま

なければなりません。

しかし根本的な世界の平和を願うときに、時間はか

かりますが、「教育」による平和の実現こそが一番

の近道であると思います。ロータリークラブも「奉

仕プロジェクト」や「平和フェローシップ」などの

活動を通して平和に向けた取り組みを実施していま

す。

今月は例会において国際交流事業を実施して頂きま

す。このような市民間の活動を大切にし、職業意識
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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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の中でロータリーで学んだことを実践し「平和」で

より良い社会の実現の一助になれるよう願っており

ます。

□奉仕プロジェクト委員会 委員長 宮本 和彦

２月４日(日）竹原ロードレース大会では、ぜんざ

いときな粉餅のサービスを行います。集合時間は８

時、駐車場は多目的グラウンドです。

佐藤会員より飲み物の差し入れを頂いております。

寒い中での奉仕活動ですが宜しくお願い致します。

□出席委員会 委員長 佐渡 文武

２月２４日(土)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。

2017-18年度前期出席状況を回覧しますのでご確認

下さい。

会員 三好 静子

皆様、こんにちは。先程は誕生

日のお祝いを頂き有難うござい

ました。私は２月２日で６８歳

になります。ロータリーに入会

させて頂いて９年目になります

が、振り返ってみると活動らし

い活動は出来ていない私ですが、

これからも宜しくお願い致します。

私は昨年３月末で３６年間続けてきた仕事を辞めま

した。辞めるきっかけとなったことは、３年前の夏

に胃癌の内視鏡手術をした結果が思いもよらない方

向に行き、体力が元気な時のように思うようになら

ず、不安を感じたからです。

手術当日は１０時までに病院へ行き、午後１時から

の手術でした。主治医の説明では、手術は５時間ぐ

らい、１０日間ぐらいの入院でしょう。もしかした

ら３％ぐらいの異変が起こることがあるかもしれま

せんが、まずないでしょう、と話されました。ここ

までは私はしっかりと覚えています。

それからは何が私の身体に起きたか全然わかりませ

んでした。後から主人に聞いた話によると、手術は

１０時間以上、途中で心臓が７分止まって危険な状

態になった事を聞きビックリしました。そして手術

後は、救命治療センターに５日間、ＩＣＵに２日間、

それから病室へ、主人は脳に障害がのこるのではと

心配したらしいのですが、まともにしゃべるので大

丈夫だとホッとしたそうです。その後にＭＲＩの検

査を受けましたが異常は見つからず安心しました。

病室では全身に治療を受け、言葉も思うようにしゃ

べれない、手足も動かない、大変な思いをしました。

いろんなリハビリを重ね順調に回復し４７日間入院

してやっと退院することが出来ました。

この間、主人がずっとそばで看病してくれて心強かっ

たし嬉しかったです。もう助からないと思っていた

私ですが、今こうして皆様の前でお話しが出来るよ

うになり身体も元気になりました。これも主人と周

りの皆様のお蔭だと感謝しております。今迄は健康

であるのが当たり前の生活を送っていましたが、こ

のような病気になって健康であることの大切さ有難

さが良くわかりました。

これからは主人と２人で元気で過ごしていきたいと

思います。

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



□日 時 平成３０年２月１日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 １１名

□議 題

①外部卓話の件 承認

３月１５日がん予防啓発推進委員会担当例会

講 師 医療法人かわの医院 院長 川野 亮様

テーマ「乳がんＱandＡ－男性にもある乳がん－」

②プログラム変更の件 承認

変更後：４月１９日 広報委員会担当

４月２６日 がん予防啓発推進担当

③がん予防出前講座の件 承認

日 時 平成３０年４月２６日(木)

場 所 忠海高等学校

対象者 ３年生（６０名）

※例会時間等含め当日のスケジュール等今後検討

④クラブ細則について

細則変更について意見交換

細則変更にあたり委員会構成についても審議

⑤親睦旅行例会

女性６名、男性９名 １５名参加予定

２月７日第２６００回４クラブ合同例会

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：１７名 □欠席者： ７名

□メイク： ９名 □出席率：８９．６５％

於：フォレストヒルズガーデン18:00～20:00

来 賓：国際ロータリー第2710地区グループ9

2017-18年度ガバナー補佐 福島偉人様

補佐幹事 田坂 潤様

2018-19年度ガバナー補佐 村上 光様

参加クラブ：三原ＲＣ４２名,竹原RC１８名

瀬戸田ＲＣ２名,広島空港ＲＣ２４名

【プログラム】

例会 18:00～ 進行 広島空港RC SAA 玉川勇二郎

①点 鐘 広島空港RC会長 乗越耕司

②「君が代」「奉仕の理想」「４つのテスト」

③来賓紹介 広島空港RCSAA 玉川勇二郎

④参加会員紹介 広島空港RCSAA 玉川勇二郎

⑤会長挨拶（会長時間）各クラブ会長

⑥幹事報告 各クラブ幹事

⑦グループ9ガバナー補佐挨拶

⑧次年度役員紹介 各クラブ次年度幹事

⑨次年度グループ9ガバナー補佐挨拶

⑩閉会・点鐘

懇親会 進行 広島空港RC 親睦委員

①開会挨拶 広島空港RC副会長 佐々木正親

②乾杯

③歓談

④次年度開催クラブ会長挨拶

竹原RC 次年度会長 板場英行

⑤ロータリーソング 「手に手つないで」

⑥閉会挨拶 広島空港RC 次年度会長 澤井一徳

解 散 20:00

会長 副会長 幹事 ＳＡＡ 親睦委員長

三原 三好康莊 保道茂樹 檜山泰三 福戸山裕弘 金本好男

竹原 板場英行 久藤孝仁 尾野剛章 三好静子 山根 積

瀬戸田 耕三寺孝三 古賀秀彦 筒井 信 筒井 信 筒井 信

広島空港 澤井一徳 三好敏之 鶴田秀樹 伊藤 保 鶴田幸彦

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

ホストクラブ：広島空港ＲＣ会長



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

２月４日(日) 第４０回竹原ロードレース大会に於いて「ぜんざ

い・きな粉餅サービス」を行いました。寒い中、早朝より大変お

疲れ様でした。

出席者は佐渡会員、市川会員、市川会員お嬢様お二人、中川会員、

荒谷会員、久藤会員、吉本会員、木村会員、夜船会員、夜船会員

奥様、堀越会員、大成会員、大成会員奥様、三好会員、宮本会員、

宮本会員奥様、井上会員、尾野会員、板場会員、西岡会員、高橋

会員、吉岡(亨)会員、事務局、計２４名でした。

田坂ガバナー補佐幹事 村上次年度ガバナー補佐


