
□点 鐘

□ロータリーソング：４つのテスト

□ビジター：尾道東ＲＣ 徳永素久様

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：１９名 □欠席者：１２名

□メイク： ２名 □出席率：６７．７４％

□会員誕生日 大森 寛 本庄 純夫

荒谷 隆文 鴨宮 弘宜

福本 博之

□結婚記念日 本庄 純夫 木村 安伸

大成 義彦 田中 幸俊

川崎 俊和

□配偶者誕生日 大森 寛

□事業所創立 久藤 孝仁 夜船 正昭

三好 静子 宮本 和彦

山根 積 高橋 靖彦

副幹事 木村 安伸

・ロータリーレート

４月１＄１０４円（現行108円）

・第63回郷賢祠例大祭執行について

・訃報：真鍋欣良様

(1992－93年度ガバナー 呉ＲＣ）

会長 鴨宮 弘宜

本日は、この後板場次年度会長による研修セミナーの

参加報告があります。いよいよ、次年度への準備がす

すんできたと実感しております。

昨日、瀬戸田ロータリークラブにメイク行ってまいり

ました。本年、創立50周年の記念する年であるとのこ

とで、竹原ロータリークラブを代表してお祝いをお渡

ししてまいりました。

瀬戸田ロータリークラブさんは、現在6名の会員数で

す。昨日の例会には4名の会員が出席されていました。

例会前に、四つのテストの曲に合わせて運動をし、例

会開始となりました。ちょうどその日は久しぶりの新

入会員の入会式に立ち会うことになりました。しかも

創立以来、初めての女性会員であり例会は終始和やか

に行われました。

また会長の時間の中で、「会員数10名を目指す」との

意欲を見せられました。ローターリーに対する愛着を

感じた次第です。

竹原ロータリークラブにおいても、会の充実や会員増

強に向けて戦略計画委員会を立ち上げ、この度第一回

の細則等の変更案を提出させて頂きました。まだまだ

不十分なところもあると思いますが、これを契機に会

の充実に向けて歩んで行ければと思います。

また本日は戦略計画委員会の細則等変更案についての

質疑応答を予定しておりましたが、期日までに質問等

が提出されませんでしたので、本日の質疑応答は行い

ません。その代わり文言等の誤字脱字等がございまし

たので、この後その説明をさせて頂きます。

尚、戦略計画委員会は継続して設置されますので、常

にクラブの充実、会員増強につながるための変革に向

けて協議は継続して頂くものと思います。

会員皆様のご協力をお願い致します。

□ＳＡＡ 山根 積

１月１１（木）に開催した新年互礼会決算について報

告。
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ４月５日 次週のプログラム ４月１２日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

花 見 例 会 於：大広苑

【 ２０１８年 ３月２９日 第２６０６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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会長エレクト 板場 英行

３月１８日(日）ホテルグラ

ンヴィア広島にて開催された

会長エレクト＆地区チーム研

修セミナーへ参加して参りま

したのでご報告申し上げます。

■2018-19年度国際ロータリー会長

バリー・ラシン氏(バハマ イーストナッソーRC)

■RI会長テーマ

原文英語：BE THE INSPIRATION

日本語訳：インスピレーションになろう

■2710地区ガバナー 吉原 久司氏（尾道ＲＣ）

■地区ガバナー信条と地区運営方針

○ガバナー信条

「輝こうロータリー ふたたび！」

○基本的目的

「仲間を増やそう、すべてはそこから始まる」

○重点運営方針

①藤中年度に継続して2016年規定審議会での決定

事項の各クラブへの深化と情報収集

②クラブの活性化を支援し、新クラブを設立し、

会員増強する(特に女性・若人)

③がん予防の普及推進とモニタリング

④ロータリー財団への寄付と補助金の積極的活用

⑤好ましい公共イメージを推進し、地区のスポー

クスパーソンとなる

⑥地区戦略委員会とクラブ戦略委員会との連携・

協力

⑦米山記念奨学会事業の理解と支援

⑧インターアクトクラブ、ローターアクトクラブ、

RYLA、青少年交換の増強・支援

⑨IT、SNSの活用促進

○地区、各クラブにおいて達成すべき目標

①会員増強(会員数51名以上クラブ純増2名以上、

50名以下のクラブ純増1名以上)

②RI会長賞へのチャレンジ

③ロータリー財団支援

ポリオ・プラスへの支援 35ドル/1名 以上

年次基金 150ドル/1名 以上

恒久基金 ベネファクター1名以上/

クラブまたは1,000ドル以上/クラブ

ロータリーカードの理解と普及

④米山記念奨学会支援 16,000円以上/1名

⑤RI人頭分担金 64ドル/1名

⑥地区関係負担金 26,400円/1名

■地区内主要行事

○PETS&地区チーム研修セミナー

2018年3月18日(日) ホテルグランヴィア広島

○地区研修・協議会

2018年5月13日(日) 広島国際会議場

○戦略計画会議

2018年5月27日(日) ホテルグランヴィア広島

○地区指導者育成セミナー

2018年8月26日(日) ホテルグランヴィア広島

○地区大会

①記念ゴルフ大会

2018年10月19日(金)

②本会議1日目

2018年10月20日(土) 尾道国際ホテル

③本会議2日目

2018年10月21日(日) びんご運動公園

■海外関連主要行事

○RI第3690地区大会(姉妹地区) 未定

○国際ロータリー第110回年次大会

2019年6月1日～5日 ドイツ ハンブルグ

＜他クラブ例会変更＞

4/12(木)因島 →4/15(日)春の日帰り家族旅行

4/18(水)広島空港→4/22(日）

沼田川クリーンキャンペーン

5/ 2(水)広島空港→休会：定款第8条 第1節

5/30(水)広島空港→休会：定款第8条 第1節

6/20(水)広島空港→最終夜間例会

6/27(水)広島空港→休会：定款第8条 第1節

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

○花見例会

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

※お昼の例会はありません。

○夜間研究会

日 時 ４月１４日（土）１８時３０分より

場 所 クラブ事務所

登録料 １，０００円

○忠海高校でのがん予防出前講座

日 時 ４月２６日（木）

場 所 例会：大広苑 講演：忠海高校


