
８月９日 第２６２３回

□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□ロータリアンの行動規範：宮本会長エレクト

□食 事：１００万ドルの食事

□会員数：３２名（免除者：４名）

□出席者：２３名 □欠席者： ７名

□メイク： ２名 □出席率：８０．６５％

□会員誕生日 …野田

□就任スマイル…三好、田中

□１００％ …三好

幹事 尾野 剛章

・プレ公式訪問について

日 時 平成３０年９月６日（木）

12：00～12：20 会長幹事会

12：30～13：30 例会 補佐卓話30分

13：40～14：20 クラブアッセンブリー

14：20～14：50 会長幹事打合せ

来訪者 村上光ガバナー補佐

幡地康永ガバナー補佐幹事

・８月１６日(木)は休会です。

会長 板場 英行

立秋を過ぎても猛暑が続く日々です。会員の皆さん

は、夏バテ、熱中症対策を講じ、ご健勝のことと思

います。今日８月９日は、８月６日の広島に続き、

長崎原爆の日・平和祈念式典が営まれます。８月１

５日は終戦記念日です。被爆７３年、８月６日広島

原爆の日・平和祈念式典では、核禁止に向けた「対

話と協調」を促す広島平和宣言が読みあげられまし

た。先程から営なまれています長崎原爆の日・平和

祈念式典では、田上長崎市長が「戦争の文化」から

「平和の文化」への世界的変革とその動きを求めた

平和宣言を述べられました。戦争、原爆投下を知ら

ない世代が８０％を超す時代となりましたが、改め

て世界平和の願いを祈念するとともに亡くなられた

方々へ追悼の意を表します。

８月９日は、⑧と⑨で「野球の日」といわれます。

野球の話題と言えば、100回を数えた全国高校野球

選手権大会の熱戦が甲子園で繰り広げられています。

記念大会で過去最多の５６校が猛暑の中、ゲームセッ

トの声が掛かる直前まで、高校生らしい全力プレー

に傾注しています。今大会からは、タイブレーク制

度の導入、給水タイムの励行など健康に配慮した試

みが実践される大会となっています。郷土代表の広
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ８月３０日 次週のプログラム ９月６日

地区指導者育成セミナー報告
ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

プ レ 公 式 訪 問
誕生祝・各会員各記念日祝

【 ２０１８年８月 ９日 第２６２３回 例会記録 】
【 ２０１８年８月２１日 第２６２４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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陵高校には、昨年に続く快進撃を期待したいところ

です。

次週８月１６日は休会で、次回の例会は８月２１日

の「納涼例会」となります。今一度、夏バテ、熱中

症に留意しましょう。

□親睦活動委員会 委員長 山根 積

８月２１日(火）竹原シーサイドホテルに於いて納

涼例会を開催します。

親睦旅行例会は１１月１５日(木)１６日(金)、高知

県で計画しています。

□ロータリー財団委員会 委員長 小坂 啓子

８月のロータリーレートは１１２円です。板場会長

にはベネファクターをして頂きました。引続き会員

の皆様にお声を掛けさせて頂きますので宜しくお願

い致します。

□例会運営委員会 委員長 本庄 純夫

８月２５日（土）１８時３０分よりクラブ事務所に

於いて夜間研究会を開催します。

会員組織委員会

委員長 荒谷 隆文

会員増強委員会では新会員５名目標に活動しており

ます。

本日は皆さんにこれからの新しい候補者の選定を各

委員会ごとに協議して頂きたいと思いますので宜し

くお願い致します。

新入会員候補者推薦書の提出を宜しくお願い致しま

す。

８月２１日 第２６２４回
納涼例会 竹原シーサイドホテル

□点鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□会員数：３２名（免除者：４名）

□出席者：２０名 □欠席者：７名

□メイク： ５名 □出席率：８０．６５％

□出席者：会員２０名、配偶者３名、事務局

計２４名

幹事 尾野 剛章

・８月２３日(木)例会休会

１２時～１３時サインメイク受付

・８月２６日(日)地区指導者育成セミナーへ宮本会

長エレクト、荒谷増強委員長、尾野幹事出席

・１０月２１日(日）地区大会本登録申込数１６名

会長 板場 英行

盆を過ぎ少しばかり凌ぎやすい日々です。会員の皆

さんには、猛暑、酷暑を乗り越え、それぞれの生活、

業務にご精進のことと思います。ただ、８月に８個

発生している台風の動きが気になるところです。本

日の納涼例会、会員２０名、配偶者３名、事務局の

２４名での開催です。平日での開催で参加者が少な

いですが、参加者個々人の活力で残暑を吹き飛ばす

会となれば幸いです。開催の企画・準備にご尽力い

ただきました山根親睦活動委員長はじめ委員各位、

会場、バス運行などにご配慮いただきました小坂会

員に深謝します。

８月９日の例会からの約２週間、種々の出来事があ

りました。今日決勝が行われた第１００回全国高等

学校野球選手権記念大会、広島カープのマジック点

灯・消滅・再点灯、９月の自民党総裁選の動向、大

阪府富田林署の拘留犯逃走、東京医科大学の入試問

題、翁長氏逝去による沖縄県知事選など。中でも、

トピックは山口県周防大島の件です。周防大島の行

方不明２歳児を発見した大分県のスーパーボランティ

ア「尾畠春夫」さん。８月１７日中国新聞の「天風

録」にこの美業を取り上げたコラムが掲載されてい

ました。各地の被災地に東奔西走しボランティア活

動を続けておられる姿は、ロータリーの奉仕活動に

通じるものがあります。記事では、最後に宮沢賢治

の詩の一節を示し、「サウイフモノニ/ワタシハナ

リタイ」と締めくくっていました。

本日の納涼例会の盛会を祈念し、マイクを山根親睦

活動委員長へ渡します。

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

（身近な情報を投稿してください）

『インスピレーション とは ？ 』 久藤 孝仁

Inspirationの意味は１・２のように、訳されています。英

単語に良くある、違う意味を持っています。

１．ひらめいた新しい考え/ 霊感

２．周囲の人々を行動させ、何かを達成させる動機や影響

を与える事

よって「インスピレーション」になろうBe the inspiratio

nの解釈は、周囲の人々に行動させ、何かを達成させる動機

や影響を与えるような行動、活動、発言、意見、姿勢など

が当てはまるのではないでしょうか。その結果、新しく、

創造的な考え方が周囲の人々に生まれ、新しい行動や成果

につながる事が、期待されます。他クラブの中では「前進

する活力を感じ、地域や人々に刺激を与える、人やクラブ

になろう」とも、言われています。当クラブにおいても、

「Be the inspiration」のテーマを、今一度感じ、考え、

地域社会やクラブに、動機や刺激を与えられる、ロータリ
アンを目指しましょう。

『手を合わす 猛暑台風 豪雨まで』
『平成は 豪雨暴れて 締めくくる』
『ガンバルぞ サヨナラ２ラン スクイズで』

金澤 節生

『墓参り 昔灯籠 今雑草』
『帰省して 故里の前 ただ立ち尽くす』
『納涼例会 ロータリー家族 今いずこ』市川 重雄
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