
□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□ビジター：Ｇ９ガバナー補佐 福島 偉人様

ガバナー補佐幹事 田坂 潤様

□会員数：３３名（免除者：３名）

□出席者：２７名 □欠席者： ２名

□メイク： ４名 □出席率：９６．８８％

□結婚記念日…福本、井上

・先週の例会にバッジを忘れました。（佐藤守幸）

幹事 井上 盛文

・チャリティー茶会御礼状

国際ソロプチミスト竹原

・５月２０日(日）三原ＲＣ主催４クラブ合同ゴルフ

コンペには、荒谷会員、久藤会員、大成会員が参加さ

れます。

会長 鴨宮 弘宜

本日はゲストとして福島ガバ

ナー補佐様、田坂補佐幹事様

が来訪されています。

心より歓迎いたします。

一年間ガバナー補佐としてご

活躍されました。ご苦労様で

した。また当会が色々とお世

話になりました。感謝申し上げます。

さて、本日は先日行われました地区研修・協議会報告

となっております。参加されました皆様ご苦労様でし

た。この研修、協議会で得られたことを今後のロータ

リーライフ及び次年度の事業等に活かしていただき竹

原ロータリークラブの益々の活性化、充実につながり

ます事を願っています。この後の報告を宜しくお願い

致します。

Ｇ９ガバナー補佐 福島 偉人様

皆様、こんにちは。早いも

のでガバナー補佐を務める

にあたりまして足かけ二年

半、一昨年の５月からガバ

ナー補佐エレクトとしてス

タートして、来月６月一杯

で終わろうとしています。

本日は最後の御礼にお邪魔

させて頂きました。

２月７日の４クラブでは欠席して大変失礼しました。

私事ですが２月２日に怪我をしまして１５日間入院し

ていました。そういう状況で田坂幹事やいろんな方に

御迷惑を掛けました。

なんとか皆さんの御協力を得て自分なりに一年間務め

ることが出来たと思っています。受けたからには必ず

自分にできることをと追求して取り組んで参りました。

ＩＭには多くの会員の方に出席を頂いて143名の登録

を頂きました。今月のマンスリーレターにＩＭの報告

が書いてありますのでご覧ください。

藤中ガバナーは“ロータリーの心は 地域の創生を”

と提唱されました。

一年一年、テーマに基づいてロータリークラブは活動

しています。竹原においても会長の元に一年間しっか
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ５月２４日 次週のプログラム ５月３１日

次年度クラブアッセンブリー 青少年奉仕・クラブ広報委員会担当例会

【 ２０１８年 ５月１７日 第２６１２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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りロータリー活動をされたと思います。そして次

につなぐ形、継続、これも大切です。

一度会えばお友達、二度会えば親戚という気持ち

で相手にあたればと、私はアポなしの福島という

ことで、いろんなところへ堂々と御挨拶に行かせ

てもらっています。ロータリーでもそれに活かす

ものが出来ればと一年間自分なりに行ったつもり

です。

これからも竹原ロータリークラブが充実したロー

タリー活動が出来ることをお祈りいたしましてお

礼の御挨拶とさせて頂きます。

平成３０年５月１３日(日）広島国際会議場に於い

て地区研修・協議会が開催されました。クラブか

ら会長・幹事部門に次年度会長 板場会員、クラブ

管理運営部門に次年度クラブ管理運営委員長 山根

会員、公共イメージ部門に次年度クラブ広報委員

長 市川会員、会員増強部門に次年度会員組織委員

長 荒谷会員、奉仕プロジェクト部門（職業・社会・

国際）に、次年度国際奉仕委員長 木村会員、奉仕

プロジェクト部門（青少年奉仕）に次年度奉仕プ

ロジェクト委員長 西岡会員、ロータリー財団部門

に次年度ロータリー財団委員長 小坂会員、米山記

念奨学会部門に次年度幹事 尾野会員の８名が出席

しました。本日の例会では板場会員、山根会員、

市川会員、荒谷会員、木村会員より参加報告が行

われました。

□日時 平成３０年５月１７日(木)

□場所 大広苑

□議題

①例会会場の件 承認

日時 ６月１４日(木)１２：３０～１３：３０

会場 竹原シーサイドホテル

＜２０１８－１９年度 委員会構成＞

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

役職 役員/理事 氏名 役職 役員/理事 氏名

会長 役員 板場 副ＳＡＡ 高橋

会長エレクト 役員 宮本 会計監査 永瀧

副会長 役員 久藤 直前会長 役員 鴨宮

幹事 役員 尾野 管理運営 理事 山根

副幹事 吉本 会員組織 理事 荒谷

会計 田中 広報 理事 市川

副会計 吉岡(亨) 奉仕 理事 西岡

ＳＡＡ 役員 三好 財団 理事 小坂

委員会 担当役員 担当理事 小委員会 委員長 委員

管理運営

宮本

山根
例会運営 本庄 鴨宮・堀越

親睦活動 山根
夜船・井上
高橋・吉岡亨

会員組織 荒谷
会員増強 荒谷

菅 ・佐渡
土居

Ｒ情報 大成 藤中・吉岡一

広報 市川 広報 市川 高橋・吉岡亨

奉仕
久藤

西岡

職業 福本 金澤・川崎

社会 中川 吉本・堀越

青少年 西岡 田中・永瀧

国際 木村 夜船・井上

Ｒ財団 小坂 財団米山 大森 佐藤

特別委員会 委員長 委員

がん予防啓発推進 宮本 久藤・鴨宮


