
３月１日第２６０３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：永瀧会員

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：３０名 □欠席者： ３名

□メイク： ０名 □出席率：９３．７５％

□会員誕生日 …大成

□結婚記念日 …板場、山根

□配偶者誕生日…尾野、川崎、吉本、吉岡（一）

□事業所創立 …佐渡、吉岡(亨）

・先日の親睦旅行に参加できず申し訳ありませんでし

た。親睦委員長が私の身体を考え行程を組んでおら

れたようで迷惑掛けました。 （市川重雄）

副幹事 木村 安伸

・ロータリーレート３月１＄１０８円

・台湾東部地震に対する義捐金について

・第１８回賀茂川清掃について

・竹原市制６０周年記念事業キャッチフレーズ及びロ

ゴマークの選考アンケート協力のお願い

・例会終了後定例理事会開催

・３月８日(木）休会（３月１０日(土)ＩＭの為）

会長 鴨宮 弘宜

今月は「水と衛生月間」となっております。現在の私

たちの生活において水は基本的に当たり前のようにあ

り、使用し恩恵を受けることができます。しかし世界

には、日本では当たり前のことがそうでない状況にあ

り、日々困窮されている地域がたくさんあります。

ロータリーの友8ページに「ラオス、ビエンチャン県」

からの手紙が紹介されています。「当地では水の確保

が喫緊の課題です。多くの村では川から水を汲んで生

活水にしていますが、眼病や皮膚病、消化器系の疾患、

寄生虫による健康被害が起きています。また水くみは

女性や子供の仕事とされ、家事や学習の時間が持てな

いという問題もあります。」という内容です。

また、その他の記事にはこういった声や状況に対し、

世界のロータリアンが奉仕の心で様々な水問題や衛生

問題に関わっている活動の報告もされています。今後

エネルギー問題や食糧問題等と並んで水と地球の環境

の問題は深刻になると考えられています。これらの問

題に更なる関心をもつ一助になればと思います。是非

ご一読ください。

話はがらりと変わりますが、58ページに姫路南ロータ

リークラブの「親睦旅行で新たな交流の始まり」とい

う記事が目に留まりました。

竹原ロータリークラブでも先日、山陰へ旅行例会に行

かせて頂きましたので、興味深く拝読させて頂きまし

た。それまでまったく交流の無かったクラブと新しい

交流が始まったそうです。こういった、会員相互の親

睦をはかり、かつ他のクラブとの交流、友情の輪を広

げ、深める事業もロータリーの魅力の一つだと思いま

す。今後もクラブ内の親睦を深め、他の地域のクラブ

とも交流を図り友情を深めていくのも素晴らしいこと

ではないかと思い紹介させて頂きました。

本日から三月です。春も感じられるようになって参り

ました。花粉症に負けず頑張ってまいりましょう。ご

清聴ありがとうございます。
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ３月１５日 次週のプログラム ３月２９日

がん予防啓発推進委員会担当例会
かわの医院 院長 川野 亮様

会長エレクト研修セミナー報告

【 ２０１８年 ３月 １日 第２６０３回 例会記録 】
【 ２０１８年 ３月１０日 第２６０４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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３月 尾野剛章会員

会員 大成 義彦

皆さん今日は。

本日は誕生月の卓話をや

れとのお達しですので出

て参りましてが、これと

言って喜んでいただける

ようなお題がございませ

ん。

仕方ないので、運輸業以外に今私がやっている仕

事についてお話しさせて頂きますが、皆さんにとっ

て面白くもなく何の役にも立たない内容です。

国土交通省に海事局というのがあって、その中に

海技試験官という者がおります。何をしているか

というと、名称の通り、海技試験申請者の試験を

して合否を判定しています。この海技試験官の員

数が合理化によりずいぶん減りました。ところが

条約が出来て各国が発行する海技免状は世界共通

だということになり、出来の悪い船員が日本で大

きな事故を起こされては困るということで、日本

船籍の船舶に乗る外国人船員には日本の基準で簡

単な口述試験をすることとなりました。海技試験

官は少ないわ手は回らないわで仕事の一部をアウ

トソーシングすることとし、私どもが属する(公財)

日本船員雇用促進センター(SECOJ)が受託すること

になりました。そのようなわけで、私は今、海技

試験官の真似事をしております。

お国は１６ヶ国と締約しておりますが、私どもは

主としてフィリピン、インド、ブルガリアへ年間

３～４回訪れ試験を行っています。インドの方は

なかなか良く出来て、フィリピンの方は明るく結

構楽しんでやっております。

５分程度の卓話ということで承っておりますので、

この続きはご要請があればまたの機会にさせてい

ただきたく思います。

今日は私の誕生月ということで、また同時に結婚

記念日、事業所創立記念日、配偶者誕生日を迎え

られた方々をお祝いいただきましてありがとうご

ざいます。

私、間もなく71歳になります。若干と申しますか、

かなりと申しますか、このところ体力の衰えを感

じております。ドライバーも２００ヤード位しか

飛ばなくなり、だんだんと土居会員に近づいてお

ります。そして、後ろから宮本会員が突き上げて

きております。(いやいや、いい加減で失礼なこと

を申し上げまして相済みません。)

皆さんのご指導のほどよろしくお願い致します。

本日は誠に有難うございました。重ねて御礼申し

上げます。
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□日 時 平成３０年３月１日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 １１名

□議 題

①新年互礼会決算の件 承認

②PETS&地区チーム研修セミナーの件 承認

日 時 ３月１８日(日)

場 所 ホテルグランヴィア広島

登録料 １０，０００円 板場エレクト出席

③竹原ロードレース大会ぜんざいきな粉餅サービ

ス費用決算について 承認

④第１８回賀茂川清掃について 承認

日 時 ４月２２日(日）集合時間８：３０

⑤親睦旅行例会について 承認

参加者費用 一人当たり３１，０００×１５名

⑥台湾東部地震義捐金の件 承認

会員一人当たり１，０００円

⑦がん予防出前講座の件 承認

日 時 ４月２６日(木）１４時～１６時１５分

場 所 忠海高等学校

対象者 忠海高校３学年６０名

講 師 広島中央ＲＣ 藤村 欣吾様

2710地区がん予防推進委員長

スケジュール予定

１４時～ 大広苑で例会（１５分間）

１４時２０分 大広苑出発→忠海高校へ

１５時２５分 講演開始

１６時１５分 講演終了

⑧花見例会の件 承認

日 時 ４月１２日(木）１８時より

場 所 大広苑

登録料 会員、配偶者３，０００円

⑨戦略計画委員会より

（提案内容）

１．細則変更

２．クラブ運営協力金について金額変更

３．入会付帯金はクラブ運営協力金に組み入れ削

除

４．２に伴い特定法人入会金免除細則削除

５．スマイル変更

●３月１５日例会に於いて変更提案資料を配布

●３月２６日迄質問受付致します。事務局迄

●３月２７日戦略計画委員会にて質問事項検討

●３月２９日例会で質疑応答

●４月 ５日理事会で変更提案

●４月１９日臨時総会を開催し変更案審議します

台湾地震の翌日に羅東ＲＣへ電話連絡しました。

羅東の方は大丈夫ということです。テレビで花蓮

のＲＣ事務所のビルが倒れかかっている映像が流

れていましたが、羅東と花蓮は100㎞程離れた距離

でした。まだその時点では花蓮とは連絡が取れて

いない状況でした。ご報告まで。

（会員 久藤孝仁）

３月１０日第２６０４回
Ｇ９ＩＭ：三原国際ホテル

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：１２名 □欠席者：１４名

□メイク： ７名 □出席率：６５．５２％

2018年３月１０日（土）１３時～１９時

三原国際ホテル６Ｆエターナリー・アニバーサリー

テーマ ：『ロータリーの心で地域の創生を』

13:00～13:30 登録受付

13:30～14:00 開会式

点鐘 ガバナー補佐 福島偉人

国歌斉唱「君が代」

ロータリーソング「奉仕の理想」

物故会員に黙祷

開会のことば IM実行委員長 出田啓治

歓迎のことば 三原ＲＣ会長 赤枝俊郎

ガバナー紹介 ガバナー補佐

来賓紹介 ガバナー補佐

参加クラブ紹介 三原ＲＣ幹事 渡辺 敏

2710地区ガバナー挨拶 ガバナー 藤中 秀幸

ガバナー補佐挨拶

14:10～15:50 第１部講演

講演「ヤマトグループが進めるイノベーション

～物流による新たな付加価値の創造～」

ヤマトホールディングス（株）

代表取締役会長 木川 眞 様

16:00～17:00 第２部 講演講演「Aslotfeshoma

～アズロットフェショーマ（おかげさま）～」

高松南RCパスト会長 マスウド・ソバハニ様

17:00～17:20 閉会式（アニバーサリー）

講評 第2710地区ガバナー

謝辞 ガバナー補佐

記念品贈呈 ガバナー補佐

次年度ガバナー補佐挨拶 因島ＲＣ 村上 光

閉会のことば ガバナー補佐幹事

点鐘 ガバナー補佐

17:20～17:30(休憩・エターナリーへ移動)

17:30～19:00 懇親会（エターナリー）

開宴のことば IM副実行委員長

ガバナーエレクト挨拶 尾道ＲＣ 吉原久司

乾杯 地区副代表幹事 安本政人

会食歓談

ロータリーソング「手に手つないで」

閉宴のことば 三原ＲＣ 副会長
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藤中秀幸2710地区ガバナー
福島偉人Ｇ９ガバナー補佐

高松南RCパスト会長
マスウド・ソバハニ様

ヤマトホールディングス（株）
代表取締役会長 木川 眞 様


