発行日 ２０１９年１月１７日

会

長

会長エレクト

副 会 長
幹
事
副 幹 事
会
計
Ｓ Ａ Ａ

板場 英行
宮本 和彦
久藤 孝仁
尾野 剛章
吉本きよ子
田中 幸俊
三好 静子

副ＳＡＡ
直前会長
管理運営
会員組織
奉
仕
広
報
Ｒ財団米山

高橋
鴨宮
山根
荒谷
西岡
市川
小坂

靖彦
弘宜
積
隆文
一道
重雄
啓子

NO.１７

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 １月１７日

次週のプログラム

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

１月２４日

職場例会
（株）野菜工房たけはら

【 ２０１８年１２月２０日 第２６３９回 例会記録 】
【 ２０１９年 １月１０日 第２６４０回 例会記録 】

□会員誕生日
□配偶者誕生日

□事業所創立
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福本 博之
井上 盛文
川崎

俊和

日 時 平成３１年３月１６日（土）
場 所 芸予文化情報センター／因島市民会館
・ガバナー記念品贈呈に関するお願い
・第１１期RLI－2710分科会研修パートⅠご案内
日 時 平成３１年１月２７日（日）
場 所 広島YMCA国際文化センター
登録料 １０，０００円
・１２月２７日(木)、１月３日(木）は休会です。
会長

板場

英行

１２月２０日 第２６３９回
□点 鐘
□ロータリーソング：我等の生業
□会員数：３２名（免除者：３名）
□出席者：２３名
□欠席者： ６名
□メイク： ３名
□出席率：８１．２５％

□配偶者誕生日…野田
□特別スマイル
・１２月９日の佳き日に平成元年生まれの娘を平成
最後の年となる３０年にお嫁に出しました。
（宮本和彦）
幹事

尾野

剛章

・竹原市平成３１年成人式御案内
日 時 平成３１年１月１２日（土）
場 所 竹原市民館ホール
・竹原青年会議所新春互礼会の御案内
日 時 平成３１年１月１２日（土）
場 所 ホテル大広苑
・山本靜司氏叙勲を祝う会ご案内
日 時 平成３１年２月１６日（土）
場 所 グリーンスカイホテル竹原
会 費 １０，０００円
・グループ９インターシティミーティングご案内
四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

2018年平成最後の年も残り１０日
となりました。何かと慌ただしい
日々ですが、会員の皆さんには健
やかな年の瀬のことと思います。
当地では一時の寒さが和らぎぽか
ぽか師走が戻ってきましたが、北
日本は大寒波に見舞われ被害も出
ているようです。中国地方もクリスマス後には寒波
が襲来し降雪の予報が出ています。12月13日に呉線
が全線開通し、岡山、大阪方面の行き来が便利にな
りました。竹原駅前ではイベントの開催もあり、活
気が戻ってきた感じです。
今日が年内の最終例会です。新年１月１０日の互礼
会まで２０日間の個人奉仕となります。年末・年始
のご健勝とご清福を祈念します。
本日のプログラム、クラブ総括「前期を振り返って」
は後ほどお話しさせていただくとして、今年１年の
社会、世相を回顧します。ユーキャン流行語大賞は、
平昌冬季オリンピックカーリング女子日本代表の
「そだね」が受賞しました。一文字漢字は「災」が
北海道胆振東部地震や大阪北部地震、西日本豪雨、
記録的猛暑や大型台風など大規模な「災害」が各地
で相次いだことを受けて選出されました。スポーツ
界では、カープセ３連覇、若手選手（卓球の張本智
和・伊藤美誠、フィギュアスケートの紀平梨花、テ
ニスの大阪なおみ、バトミントンの奥原希望 など）
の活躍が脚光を浴びた中で、アメフト・ボクシング・
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

レスリング・体操・大相撲などでハラスメント・暴
力行為などの不祥事が相次いだ１年でした。読売新
聞社は、「日本10大ニュース」と「海外１０大ニュー
ス」を、今年も読者の投票で決定します。あらゆる
分野の出来事から選んだ毎年の１０大ニュースは、
国内・国際情勢の記録として残ります。2018年をど
う歴史に刻むかは投票によって決まります。
墓標となられた方々もおられます（敬称略）。本会
の藤中保会員、スポーツ界では、星野仙一（中日、
阪神、楽天監督）、衣笠祥雄（広島カープ選手、国
民栄誉賞受賞）、輪島大志（第５４代横綱）。広島
県出身の歌手西条秀樹、俳優では加藤剛、津川雅彦、
個性女優の菅井きん、樹木希林、赤木春恵、落語家
の桂歌丸、翁長雄志（沖縄県知事）、さくらももこ
（漫画家）などの名跡者。
海外では、ホーキング博士（車いすの天才宇宙物理
学者）、ブッシュ米第41代大統領が逝去されました。
バリー・ラシン会長から会員に向けた新年へのメッ
セージ、「新年が皆さまにとって健康で幸せに満ち
た１年となりますように」。2019年輝ける素晴らし
い年を祈念し、年内最終例会における会長の時間と
させていただきます。

協力を行った。
③クラブの公共イメージと社会的認知度向上の取り
組みは、広報活動委員会による５項目の活動計画が
示され、市川担当理事のご尽力により、週報の充実、
ロータリー情報の提供など着実な成果を収めている。
今後は、活動計画に記載されている項目２．３（活
動計画書17ページ）の具現化が重要となる。
会員相互の親睦は、納涼・月見・親睦旅行・家族忘
年例会を通して一定の親睦は図られているが、参加
者の減少傾向が進み、懸念される会員間のコミュニ
ケーション不足の解消には至っていないのが実情で
ある。
ロータリー財団への寄付、米山記念奨学会事業支援
は、会員の理解と協力により相応の目標達成が得ら
れた。最終年度を迎えたがん予防啓発推進委員会で
は、９月の卓話にてがんをより正しく理解する活動
が行われた。クラブ細則について、貴重な意見を拝
聴した。規程と異なり細則は必要に応じ改変が可能
である。また、細則に記載しないことに依るメリッ
トもあり、諸事情により臨機応変に対応することも
一考である
続いて、山根クラブ管理運営委員長、荒谷会員組織
委員長、西岡奉仕プロジェクト委員長から前半につ
いての報告が行なわれました。

□親睦活動委員会
委員長 山根 積
１１月１５日、１６日高知県への親睦旅行例会決算
報告を行います。
□SAA 三好 静子
１月１０日(木）１８時より大広苑において新年互
礼会を開催します。
会長

板場

英行

2018年～19年度の竹原ロータリークラブ運営の上半
期が終了した。この６カ月を振り返った会長として
の総括報告を示す。
各委員会については、担当理事からの報告に委ねた
い。本年度のクラブ運営の基幹として3本のマスター
プラン（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）実
現に向けた活動と取り組みを掲げスタートしたが、
諸事情によりその歩みは遅々とした実態が大きな反
省事項である。
①組織強化と会員増強では、７月に野田慎司会員を
新会員として迎え入れることが出来たが、藤中会員
の逝去、高橋会員の後任未定、そして11月に土居会
員から退会届が出され目標達成に至っていない。荒
谷理事を始め担当委員、会員各位の尽力にもかかわ
らず仲間を増やすことが出来ず必然的にクラブ活動
停滞への悪循環が生じている。下半期における明る
い話題が続くよう活動強化を期す。
②７月の西日本大豪雨は各地に甚大な被害をもたら
し、被災からの復旧と復興に長期間を要する実態の
中、クラブの計画していた各種奉仕活動の中止を余
儀なくされ、団体としての奉仕活動が低下した。そ
の中で、会員個人としての活動（義援・ボランテイ
ア活動・福祉協力）や竹原市・東広島市への義援・
四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

１月１０日 第２６４０回
新年互礼会：大広苑
□点 鐘
□国歌斉唱
□ロータリーソング：奉仕の理想
□会員数：３０名（免除者：３名）
□出席者：２４名
□欠席者：５名
□メイク： １名
□出席率：８３．３３％

□配偶者誕生日…菅
□事業所創立 …田中
□年賀状
…菅、宮本、三好
会長

板場

英行

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様
とともにご家族、関係各位の今年１年のご健康とま
すますのご清福、発展を祈念します。また、本RCの
活動に対しまして、倍旧のご理解、ご協力、ご支援
をお願いいたします。会長としての責務、下半期と
なりました。健康に留意し、クラブ運営に最大限の
尽力が遂行できれば幸いです。2019年の新年、熊本
県で震度６弱の地震が起こりましたが、大きな被害
なく穏やかなスタートでした。
平成最後の年2019年はどんな年になるのでしょう。
豊洲市場マグロ初競りで青森県大間産の本マグロに
3億3360万円の史上最高値。ZOZOの前澤友作社長がT
witterで行った、「100万円を100人にプレゼントす
る」に応募者殺到などの景気良い話題が新年を賑や
かしていますが、日本銀行の消費者を対象とした
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

「生活意識に関するアンケート」結果では、１年後
の景気が今よりも「悪くなる」と答えた人の割合は、
前回調査より13.3ポイント増えて39.8％となり約６
年ぶりの高水準となったと報告されている。景気回
復の実感が経営者と一般国民で乖離している現状か
な。2019年干支では十干が己（つちのと）で十二支
が亥（いのしし）なので、「己亥（つちのとい・き
がい）年」となります。「己」は繁栄したものを統
制する、「亥」は生命が閉じ込められている状態を
意味します。亥は最後に来る干支ですが、十二支は
循環しています。いずれ果実となる種子の状態が
「亥」と考えると、次の干支である「子」の新しい
命が種子の中に生まれた状態になるために しっか
りエネルギーやパワーを蓄える年といえます。次の
ステージ、発展に向けた準備期間という意味合いが
あります。また、万病予防としても食されてきた猪
の由来から、「亥年は無病息災の年」とも言われま
す。景気回復の波に乗り、会員各位、健康に留意し、
新たな元号が始まる５月以降の活力発揮に備えたい。
本年４名の会員が年男です。干支が亥の人は、「芯
の強さが特徴で、裏表がなく何事にも熱心。かつ、
物事をやり遂げる情熱がある」とのこと。クラブの
発展、充実に貢献していただきたい。
中国新聞１月１日の「天風録」に「ふくよかにすわ
りめでたし鏡餅」にちなんだエッセイが掲載されて
いました。丸い餅は心臓を象徴し、年神様の力を頂
いて心身の再生を願う意味があり、銅鏡に似た「鏡
餅」には、「我が身を鏡に映して鏡見る」のごとく、
過ぎた年をどう生きてきたか。自己を省みて新しい
年の目標をたてる意味が含まれています。今年は元
号が変わる。消費税アップも予定。2020年東京五輪
前年 など気ぜわしい年となります。平穏、健康、
向上。鏡餅に自分を照らし身を引き締め、新元号元
年を生きたいものです。

□日 時 平成３１年１月１０日(木)
□議 題
①山本靜司氏叙勲を祝う会ご案内の件
②竹原青年会議所新春互礼会の件
③新会員入会の件

荒谷
大成

隆文会員
義彦会員

田中 幸俊会員
川崎 俊和会員

『平成の 最後の一字 災で締め』
『正月も 盆も祭りも 一人分』
『新年会 誰かが見えぬ 指を折る』
金澤

四つのテスト

承認
承認
承認

１．真実かどうか

節生

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

