
□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□会員数：３３名（免除者：５名）

□出席者：２５名 □欠席者： ８名

□メイク： ０名 □出席率：８０．６５％

□会員誕生日 …市川、川崎、西岡

□配偶者誕生日…宮本、土居

□事業所創立 …菅、本庄

□就任スマイル…板場、鴨宮、大森、荒谷、中川

西岡、吉本、市川、木村、本庄、佐渡、宮本

尾野、夜船、堀越、藤中、佐藤、川崎、菅、土居

吉岡(一)、金澤

□１００％出席…本庄、堀越、吉本、尾野、宮本

大森、板場、佐渡、鴨宮、菅、市川、中川、荒谷

木村

□特別スマイル

・お陰様で2017-18年度を終えることが出来ました。

有難うございました。 （鴨宮弘宜）

・先週のお別れ例会で衣笠さんのお別れの会の話し

をさせて下さり有難うございました。別れは悲し

いものですが、良いご縁でした。 （菅 義尚）

・６月２１日の例会にバッジを忘れました。

（佐藤守幸）

川崎俊和 会員

幹事 尾野 剛章

・例会終了後、定例理事会を開催します。

会長 板場 英行

本日は、「野田眞治」新会員をお迎えする記念すべ

き日となりました。野田会員には、一日も早く竹原

ロータリークラブ会員として慣れ親しんでいただき

たいと思います。会長としての年度、事業が始まり

ます。1年間、まずは自己の健康管理に傾注し、会

長としての責務を遂行することができれば幸いです。

会員の皆さんには、諸々のご迷惑をおかけすること

もあるかと思いますが、ロータリアンの寛容の心で

ご容赦いただきたい。

市川重雄 会員

事務局／〒725-0026竹原市中央4丁目8－2第１おおぎビル102号
TEL／0846-22-7570 FAX／0846-22-7651
E-mail／rc-take@estate.ocn.ne.jp
http:www.takehara-rc.com

例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ７月１９日 次週のプログラム ７月２６日

各 委 員 会 計 画 発 表
クラブ管理運営委員会担当例会

前 年 度 決 算 報 告
クラブアッセンブリー

【 ２０１８年７月５日 第２６１９回 例会記録 】

会 長 板場 英行
会長エレクト 宮本 和彦
副 会 長 久藤 孝仁
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 吉本きよ子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子

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 高橋 靖彦
直 前 会 長 鴨宮 弘宜
管 理 運 営 山根 積
会 員 組 織 荒谷 隆文
奉 仕 西岡 一道
広 報 市川 重雄
Ｒ財団米山 小坂 啓子
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会長 板場 英行

バリー・ラシン2018～19年

度国際ロータリー（RI）会

長は、年度テーマ「Be the

Inspiration インスピレー

ションになろう」を掲げ、

世界中のロータリアンに対

してロータリー活動への鼓

舞と奮起に向けた意欲喚起を提言されている。吉原

久司ＲＩ第2710地区ガバナーは、ガバナー信条「輝

こうロータリー ふたたび」、基本目的「仲間を増

やそう、すべてはそこから始まる」として、1年間

の地区ロータリー活動の舵取りを担われます。とも

に、経年的会員減少、奉仕活動の低迷に象徴される

ロータリーの危機打開に向けた強いメッセージであ

る。

輝きを放ち、元気のあるロータリークラブの特性は、

会員の個性と多様性を活かした柔軟性のあるプロジェ

クトを構築し、会員のロータリー活動への積極的参

加を背景として、有意義で活発なロータリー活動を

展開しているクラブといえる。

竹原ロータリークラブは、昨年度のクラブ戦略計画

委員会で、今後のクラブ運営における3項目（①組

織強化と会員増強、②奉仕活動の活発充実化、③公

共イメージと社会的認知度の向上）のマスタープラ

ンを策定した。2018~19年度クラブ運営は、このマ

スタープラン実現に向けた活動と取り組みが中心と

なる。

組織強化には会員の維持・増強が根幹である。現会

員の維持に加え、会員増強委員会を中心として新入

会員の入会に取り組み、RI会長賞へチャレンジした

い。

職業奉仕に関するRIの見解が混沌としている現況で

あるが、地域に密着した社会奉仕活動をはじめとす

る奉仕プロジェクト（職業、青少年、国際）を奉仕

プロジェクト委員会の年次計画に基づき実施する。

公共イメージと社会的認知度の向上では、クラブ広

報委員会によるホームページの有機的更新を通して、

クラブ情報、例会報告、奉仕活動の広報を行う。

出席委員会とプログラム委員会を統合し例会運営委

員会と改変したクラブ管理委員会活動は、親睦活動

とともにクラブ運営の基幹であり、有意義で楽しい

活動に傾注する。

ロータリー財団への寄付、米山記念奨学会事業支援

は継続活動として積極的推進を図る。

最終年度を迎えるがん予防啓発推進委員会活動では、

総括的活動を期待する。

本年度の竹原ロータリークラブの運営方針のポイン

トは、次の５点である。

１．ふさわしい仲間を誘う

⇒仲間を増やすことが元気の源
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２．ロータリーを知る

⇒ロータリアンとしての自覚

３．奉仕活動の充実 ⇒ロータリー活動の本質

４．例会を温かく有意義に

⇒楽しい例会はロータリアンのオアシス

５．クラブの対外的アピール

⇒クラブの認知度を高めよう

幹事 尾野 剛章

幹事の心構えとして、会長の片

腕となり会長の邪魔をしないよ

うに頑張っていきたいと思いま

す。昔教えられたのは、幹事報

告が会長の時間より前にあるの

で、ゲスト・来賓への挨拶も会

長に任せること、幹事は報告だけすればよい、天気

の話しもタブー、それは会長が言うこと、とにかく

会長の邪魔をしないように、陰に隠れて頑張りたい

と思います。宜しくお願い致します。

御 名 前 野田 眞治（のだ しんじ）

事業所名 三井金属鉱業株式会社竹原製煉所

職業分類 非鉄金属

<御挨拶>

皆様、始めまして６月２８日付

けで三井金属鉱業竹原製煉所所

長を拝命しました野田でござい

ます。これからからどうぞ宜し

くお願い致します。

私は昭和３８年８月１９日生ま

れで、今年５４歳です。三井金

属鉱業に入った時に、竹原製煉

所へ赴任しておりまして、平成元年から平成１３年

迄の１３年間竹原へ勤務していました。今回東京か

ら辞令でこちらに来る時には故郷に帰ってきた感じ

を持っています。これから皆様といろんな活動に携

わりたいと思います。宜しくお願い致します。

□日 時 平成３０年７月５日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 ９名

□議 題

①新会員野田眞治会員所属委員会の件 承認

親睦活動委員会

②第６２回芸南学童水泳大会の件 承認

日 時 平成３０年７月２８日（土）９：００

場 所 大乗小学校

新記録賞トロフィー贈呈

久藤副会長、宮本エレクト、西岡奉仕プ委員長出席

③第１２回ふれあい夏祭りの件 承認

日時 平成３０年８月１８日（土）

１６時～２０時

場所 安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター

内容 風船３００個配布、授乳・おむつ交換設置

④納涼例会の件 承認

日 時 平成３０年８月２５日（土）

場 所 竹原シーサイドホテル

登録料 会員３，０００円、配偶者３，０００円

⑤会員増強委員会 冊子購入の件 承認

ロータリーへの誘い５０冊＠１５０円

⑥委員会名刺作成の件 承認

一枚＠３５円 消耗品費より支出します

（注：余分のないよう少数で注文してください）

⑦公式訪問の件 承認

日 時 平成３０年９月２０日（木）

訪問者 ガバナー 吉原 久司様（尾道ＲＣ）

随行幹事 瀬尾 暁史様（尾道ＲＣ）

ガバナー補佐 村上 光様（因島ＲＣ）

補佐幹事 幡地 康永様（因島ＲＣ）

⑧例会出席免除願いの件 承認

・藤中 保会員：定款第１２条第３節b項適用

・三好静子会員：定款第１２条第３節a項適用

（期間：７月１日～１０月３１日）

⑨竹原市まつり協会会費の件 承認

１０万円 スマイル助成金より

⑩ロータリーの目的・ロータリアンの行動規範毎月

交互に朗読します。

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

この度の「2018年７月西日本豪雨災害」につきま

してお見舞い申し上げます。早急な復旧を願って

おります。

『第一声 入会式で 幕を開け』
金澤節生 作

『猛暑日に 水の力 善と悪』
市川重雄 作

豪雨災害の影響により、2018年７月１２日（木）の

例会は、定款第８条第１節により取消となりました。


