
１１月８日 第２６３４回
□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□ロータリアンの目的：田中会員

□食 事：１００万ドルの食事

□会員数：３２名（免除者：３名）

□出席者：２１名 □欠席者： ７名

□メイク： ４名 □出席率：８３．３３％

□特別スマイル

・本日SAAに復帰させて頂きました。山根会員大変

お世話になり有難うございました。 （三好静子）

副幹事 吉本きよ子

・竹原商工会議所新年互礼会御案内

日時 平成３１年１月５日(土）

場所 グリーンスカイホテル竹原

会費 ２，０００円

会長 板場 英行

昨日11月7日は「立冬」でした。

立冬は冬の気配が顕著となって

くる、冬が始まる日、これから

寒くなって来るの意味で季節の

分岐です。ここ数日少し気温の

低下が落ち着いているようです。

ただ、紅葉前線は着実に南下し

ており、各地で紅葉の見ごろを伝える便りが報告さ

れています。かつおパックやめんつゆで有名なヤマ

キが11月7日を鍋の日にしました。「いいなべ」の

ゴロ合わせですが、瀬戸内の魚に県内産の野菜を煮

込んだ暖かい鍋料理で栄養をつけて、お元気に年末

を過ごしたいところです。

本日の例会から三好会員にＳＡＡを担当していただ

きます。体調に留意され役割の遂行をお願いします。

竹原市市議会議員選挙の差中、選挙カーの往来で慌

ただしい日々です。竹原市の将来を考え活動する議

員の選出を期待したい。11月3日、文化の日に竹原

市市政施行60周年記念式典に参加し、当ロータリー

クラブは感謝状を授与されました。クラブ創立50周

年記念事業で演台を授与したことへの賞です。

□親睦活動委員会 委員長 山根 積

・１０月１１日(木)瀬戸内ゴルフリゾートにおいて

開催した月見例会決算についての報告。

・忘年家族例会、１２月８日(土）大広苑に於いて

開催します。多数の御参加をお願いします。

・親睦旅行例会、１１月１５日(木)、１６日(金)で

実施します。例会終了後、打合せを行いますので宜

しくお願い致します。

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 １１月２９日 次週のプログラム １２月６日

年 次 総 会
外部卓話 竹原市長 今榮 敏彦様

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

【 ２０１８年１１月 ８日 第２６３４回 例会記録 】
【 ２０１８年１１月１５日 第２６３５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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ロータリー財団委員会

委員長 小坂 啓子

ロータリー財団指導者育成セミナー

について、先般尾野幹事より説明

して頂きましたが、ポリオ及び寄

付金についての資料を配布させて頂きましたので、

今一度ご理解を頂きたいと思います。ポリオプラス

は国際ロータリーの特別プログラムであり、撲滅の

認定が達成されるまでは他の全てのプログラムに対

して優先されるとされています。ポリオは予防だけ

が唯一の対策です。ロータリアンは年間一人当たり

３５ドルの寄付を積極的に行い、また、ロータリア

ンの寄付だけでは到底足りませんので、地域社会に

もポリオの現現状を伝えて協力を呼びかけることも

大事なことだと言われています。皆様のご協力を宜

しくお願い致します。

例年通りポリオプラスの寄付4,000円を集めさせて

頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。

ベネファクターはお陰様で２名の方にして頂きまし

た。年次寄付もお願いの声掛けをさせて頂いており

ますので、引き続き宜しくお願い致します。

米山記念奨学事業につきましては、目的はロータリー

の理想とする国際理解と相互理解を努め国際親善と

交流を深める為に優秀な留学生を支援し、国際平和

の創造と維持に貢献すること。奨学生は、奨学期間

中に例会や奉仕活動に参加することによって、日本

の文化、宗教、習慣などを学び、社会参加と社会貢

献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国際

平和の創造と維持に貢献する人物となることが期待

されています。単なる経済援助にとどまらず、心を

育てる国際奉仕を志しているとされています。

一般的な奨学事業の目的とされる貧しい学生を援助

することよりも、将来アジアの懸け橋になるような

優秀な学生を支援することを米山記念奨学会の方向

性として打ち出し、奨学事業の財源となる寄付金に

深い理解を求められておられます。制度の廃止、新

設を繰り返されながらも理に合わないという声もあ

るようですが、世界平和の懸け橋をより強いものに

する為にも今の時点では目標に掲げておられること

に沿って努めていきたいと思っておりますので、宜

しくお願い致します。

ロータリー財団米山奨学会

委員長 大森 寛

１１月はロータリー財団月間と

なっています。当クラブでは、

財団と米山で小委員会を形成し

ています。そこで米山に対して

より一層の御理解を頂くべく私

の委員長としての責任を果たさ

せて頂きたいと思います。さて、皆さん、ロータリー

米山豆辞典をお持ちだと思います。これを読まれた

方は恐らく会長、幹事を除けば殆どの方が読まれて

いないと思います。実は私も米山委員長ですが読ん

でいませんでした。しかし本庄さんから前週の例会

で米山について次回何か話すようにと言われました

ので、米山についてお話しさせて頂きます。

米山とは、公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

といいます。これは全国のロータリアンから寄付金

を財源として、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を

支給し、結果、日本と世界を結ぶ懸け橋となって活

躍し、ロータリー運動の理解者なる人材を育成する

ことを目的として生まれたものです。対象はあくま

でも外国人留学生なのです。

ロータリーの創始者はアメリカのポール・ハリス氏

ですが、日本のロータリーの創始者は三井の米山梅

吉さんで、東京ロータリークラブを作られました。

米山梅吉さんは1946年（昭和21年）に亡くなられま

したが、その偉業を記念して1952年（昭和27年）東

京ロータリークラブが海外から優秀な学生を日本に

招き奨学事業米山基金を設立し、国際親善と世界平

和に寄与したいという願いから全国に広まった事業

です。

当クラブでは、2003年（平成15年）岩国の新田薫ガ

バナー。本庄会長、末森幹事の年度の時に世話クラ

ブとなりました。私は世話クラブカウンセラーになっ

て、中国の尚大鵬君を引き受けたことがあります。

彼は広島大学の大学院生で、博士課程の学生で、月

学14万円が支給されました。ガバナー事務所から当

クラブに送金されて彼は二か月に一度くらい例会に

出席し、一度卓話をしてくれました。福山クラブか

ら要請がありまして、私は彼と福山RCに卓話に行っ

たことを覚えています。

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

『例会が 明るくなった 理由がある』

『お気に入り 御顔が揃う 自由席』

『ふるさとの 大差の選挙 世に残る』

金澤 節生

『異常気象 つられて 冬至に蝉が鳴く』

『市議選の公約 みんな ほぼ同じ』

市川 重雄



１１月１５日 第２６３５回 親睦旅行例会

□会員数：３２名（免除者：３名）

□出席者：１０名 □欠席者： ６名

□メイク：１６名 □出席率：８６．６７％

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

親睦旅行例会参加者：市川会員ご夫妻、中川会員、荒谷会員ご夫妻、木村会員ご夫妻、鴨宮会員ご夫妻、

大成会員ご夫妻、宮本会員、尾野会員ご夫妻、板場会員、山根会員 計１６名。

11/15（木）

山陽道・瀬戸大橋・高知道＝昼食（得月楼）＝よさこい情報交流館、はりまや橋、龍馬の生まれたまち記

念館、高知城、ひろめ市場＝夕食（魚貴）＝ブライトパークホテル宿泊（高知市追手筋）

11/16（金）

県立坂本龍馬記念館、桂浜・龍馬像＝昼食（かつお船）＝五台山展望台、県立牧野植物園、竹林寺＝高知

道・しまなみ海道＝到着・お疲れ様でした

≪１５・１６の親睦旅行例会リポート≫

初日は朝から晴天に恵まれ絶好の旅行日和で、昼食は映画「陽暉楼」の舞台になった得月楼にて高知の名

産を頂きました。この日は龍馬の生誕祭で龍馬記念館では、鴨宮会員・宮本会員が地元のラジオ局ＫＲＣ

の生放送でインタビュー出演されました。余談ですが宮本会員を紹介するときは、アナウンサーにそこの

イタリアンテイストの紳士・・・と呼ばれておりました。

その後高知城を散策し、夜の会食は板場会長の所属していた高知北ロータリークラブの案内で「藁焼きの

鰹のタタキ」など、ここでも高知の名産を用意して頂き、さらに高知北クラブの中島さんの名調子の司会

で楽しく親睦することが出来ました。

２日目も天気に恵まれバスの中から見事な水平線が望め、桂浜では坂本龍馬の目線で太平洋を望める足場

があり龍馬の目線で世界を感じ、その後牧野植物園にて世界の植物を観賞しとても貴重な時間を過ごす事

が出来ました。

今回は１６名の参加でしたが親睦の旅行になったのではと、来年度はもっと多くの参加で親睦旅行が出来

ればと思います。この旅行を案内して頂いた板場会長はじめ参加して下さった方には感謝しています。

親睦委員会 山根 積


