
□点 鐘

□ロータリーソング：4つのテスト

□会員数：３３名（免除者：３名）

□出席者：２６名 □欠席者： ３名

□メイク： ４名 □出席率：９３．７５％

□会員誕生日 土居 敏昭 井上 盛文

尾野 剛章

□結婚記念日 吉岡 一眞 夜船 正昭

吉岡 亨

□配偶者誕生日 久藤 孝仁 木村 安伸

□事業所創立 佐藤 守幸 大成 義彦

幹事 井上 盛文

・竹原市まつり協会平成３０年度役員総会開催ご案内

日時 ６月１９日（火）

場所 道の駅

・第１２回ふれあい夏まつり参加協力のお願い

日時 ８月１８日（土）あきつの福祉をすすめる会

場所 安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター

・平成３０年度少年の主張竹原市中学生話し方大会

日時 ６月９日（土）

場所 竹原市民館

・第６２回芸南学童水泳大会後援名義使用依頼

日時 ７月２８日（土）

場所 竹原市立大乗小学校プール

副会長 宮本 和彦

これほどとは…と驚きを持っ

て見ることに、大谷翔平選手

の活躍がある。午前２時でも

５時でも放送があれば見たく

なる。かつてはイチロー選手

の活躍に一喜一憂していたが、

今や引退状態であり、やっぱ

り大谷選手に注目する。世の

中におもしろくない事件が多

い中で、彼の活躍は気持ちを癒してくれる。２３歳の

若者の奇跡を世界中が注目している。

スポーツは文化であり、心を熱くしてくれるものと思っ

ておりましたが、そうとばかり言っていられないこと

も起こりました。日大アメリカンフットボール部の異

様な事件です。アメフトは格闘技といわれるほど激し

いスポーツで、その激しさが魅力の一つであって、そ

れだけにルールも厳しくなっている。一連の騒動は、

皆さんの方が詳しいと思いますが、反則行為をした選

手が記者会見でアメフトを断念すると述べたのには心

が痛みました。

もう忘れそうになっている女子レスリングのパワハラ

問題、大相撲の暴行事件といい、スポーツに於いては

競技者である選手が第一であり、それによって観る人

を感動させられるのですが、何故にスポーツで暗い場

面が生まれるのか。それは何かの手段として利用しよ

うということが絡むからだと思います。現在はスポー

ツ選手が活動を存続させるには、個人としてはやって

いくことが難しくなっています。スポーツ選手を取り

巻く環境の厳しさだと思います。

繰り返すと、スポーツにおいては選手が第一であり、

これによって観る人を感動させられるのです。
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ６月７日 次週のプログラム ６月１４日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

次年度クラブアッセンブリー
（例会会場：竹原シーサイドホテル）

【 ２０１８年 ５月３１日 第２６１４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

発行日 2018年６月７日 NO.３４

６月１４日(木)（１２時３０分～１３時３０分）

例会会場を移動して『竹原シーサイドホテル』

で開催します。宜しくお願い致します。



□親睦活動委員会 委員長 尾野 剛章

家庭集会の開催をお願い致しま

す。班編成は年齢別で組んでい

ますので、リーダーの方は宜し

くお願い致します。地区研修で

頂いたアンケートを付けていま

す。例会数・変更内容等につい

て記載されていますが、これを

テーマにお話しして頂ければと

思います。竹原ＲＣの今年度例会回数は４５回、

次年度も４５回行なう予定です。今後についてお

話しして頂ければと思います。お別れ例会までに

開催して頂きますよう宜しくお願いします。

□次年度幹事 尾野 剛章

本日、次年度理事会メンバーには活動計画案を配

布しています。６月７日（木）１１時５０分より

次年度理事役員会を開催致しますので、計画案を

前もってご確認下さい下さいますようお願い致し

ます。

クラブ広報委員会

委員長 久藤 孝仁

今年度の目標としておりまし

たパンフレット作りですが、

いまだ完成には至っておりま

せん。広報委員会の中で、今

後詳しく精査し残り一ヶ月の

目標で話し合いを深めて行きたいと思っておりま

す。福本会員の復帰を待って目標達成に前向きに

考えております。

パンフレットには、会員増強へつながる資料の一

つとして捉え、竹原ロータリークラブの「歴史」

「活動報告」「人的交流のすばらしさ」またロー

タリークラブの本質やRIの活動等、幅広くまた簡

潔にまとめる構想はございますが、どのようにま

とめるか写真やロゴのような親しみやすい入門編

のようなところも視野に置いております。

「四つのテスト」では、英語表記も交え、本質を

いかに伝えるかを課題に掲げております。皆様の

ご協力をお願いし、いろいろなご指導を受けなが

ら行ってまいろうと考えております。

ロータリーの広報は、会員一人ひとりの事業、社

会的奉仕等を伝えるのもいかがかと思いますし、

竹原ロータリークラブとしての団体活動ももちろ

ん必要です。姉妹縁組クラブ、2710地区、いろい

ろな環境の中で、切磋琢磨している姿、異業種間

交流での成果や人間関係がもたらす基礎知識の増

加、このようなものを写真や言葉で、いかに簡潔

に理解をもたらす資料（パンフレット）を作れる

かと欲深い構想はありますが、皆様いかがでしょ

うか。ぜひとも、多くの方のお知恵をお借りして

１段階、２段階とステップアップを図られれば幸

いです。

まずは、親しみやすさ、基本理念、素朴な「ロー

タリーって何」、「職業奉仕」の必要性等が、浮

かんでくるのですが、ロータリー特有の寛容の精

神をお持ちいただき、幅広い視野でご指導いただ

けることを望んでおります。例会前後や、いろい

ろな場面でお話を伺えるよう、よろしくお願い申

し上げます。また、週報に関しましては、事務局

の協力も得まして会員卓話の編集、写真の掲載、

理事会報告等、例年同様、発行させていただいて

おります。誤字脱字等、無いように心がけており

ますが、もしございましたら寛容の精神にてご容

赦いただきますようお願い申し上げます。

青少年奉仕委員会

委員長 井上 盛文

青少年奉仕委員会の活動はす

べて完了しています。皆様御

協力頂きまして有難うござい

ました。

青少年奉仕委員会の意義と同時に青少年の教育に

ついて考えますと、教育とは知識等を一方的に高

みにいる人が子供達にいろんなことを教える、あ

るいは機会を作り、そこでいろんなことの学びを

することだと思います。

具体的に考えますと、今求められているのは、青

少年に経験の機会を作り、動機づけを促すことな

のではないかと思っています。

８０代の先輩方は戦争を体験し、貧困の中貧しい

時代を得て、その中で社会を良くしてやろう、自

分が社会で活躍しよう、と様々な経験の中で動機

づけがなされて何十年にわたり社会活動をされて

きたと思います。しかし、今、子供の世代、私も

含めてですが、社会の為に頑張ろうという動機づ

けがないのではないか。あるとすれば、お金儲け、

目立とう等はあるかもしれませんが、社会の中で

役立つことはないか等ということについて一部の

人は活躍されているとは思いますが、多くの人は

そのことが見つけられないまま過ごしているので

はないかと思います。そうした青少年に動機づけ

をどのようにするのかが重要だと思います。

今教育に於いて求められているものは、課題を見

つけ、それを解決していく力、語学力、プログラ

ミング力、お金への理解力です。では、ロータリー

で何が出来るのか。私の考えるステップは３つで

す。青少年のニーズを探る、将来の地域課題を探

る、具体的に青少年と活動する。

最後に、青少年が動機づけの機会を得て、社会に

役立つ存在になるよう導くことが青少年奉仕委員

会の意義ではないでしょうか。

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


