
□会員誕生日 金澤 節生

三好 静子

□結婚記念日 鴨宮 弘宜

野田 眞治

□配偶者誕生日 荒谷 隆文

夜船 正昭

□事業所創立 荒谷 隆文

１月３１日 第２６４３回
□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□会員数：３０名（免除者：４名）

□出席者：１９名 □欠席者： ７名

□メイク： ４名 □出席率：８５．１９％

□配偶者誕生日…山根

□年賀状…夜船、野田、山根

幹事 尾野 剛章

・平成３１年第１回賀茂川を美しくする実行委員会

日時 ２月１２日(火)

会長 板場 英行

つい先日新年の挨拶を取り交

わしたと思いましたが、早や

１月の月末となりました。今

日は久しぶりの降雨で、数日

来の異常乾燥注意報も緩和さ

れそうです。会員の皆さまに

は、ご健勝、ご清祥のことと

思います。プロ野球は明日２月１日がキャンプイン

です。広陵高校、呉高校のセンバツ野球大会ダブル

出場の吉報と相まっていよいよ球春到来です。広島

東洋カープには、セ４連覇と悲願の日本一を、県下

の２校には豪雨災害からの復興を喚起、支援する戦

いを期待したいところです。スポーツ界では、野球

の話題に加え、テニス大阪なおみ選手の全豪オープ

ン優勝と日本人初の世界ランキング１位、アジアカッ

プサッカー日本代表チームの決勝戦進出、2020年東

京オリンピック入場券販売方法発表など話題が目白

押しです。

先週の「株式会社野菜工房たけはら」における職場

例会、参加会員の皆様ご苦労さまでした。安全、安

心、新鮮野菜の供給を目的として竹原工業・流通団

地内に昨年の１２月に完成した野菜工房。規模の大

きさに驚愕するとともに、物作りに対する会社経営

者の基本コンセプトに感激しました。また、シャキ

シャキのレタスをお土産に頂き、その美味しさに感

服した会員も多かったかと思います。

本日のプログラムは、中間決算報告とクラブアッセ

ンブリ―です。会員減少による収入減額が悩ましい

状況の中、奉仕プロジェクト関係の活動が豪雨災害

の影響で中止が余儀なくされ支出率が落ち込んでい

ます。先週の職業奉仕活動、２月の社会奉仕と国際

奉仕、４月の青少年奉仕活動など、下半期の諸活動

で奉仕の精神を実行推進したい。クラブアッセンブ

リ―、限られた時間ですが下半期の各委員会活動に

ついて実り多い意見交換をお願いします。２月３日
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ２月１４日 次週のプログラム ２月２１日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

国際奉仕委員会担当例会

【 ２０１９年 １月３１日 第２６４３回 例会記録 】

【 ２０１９年 ２月 ７日 第２６４４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 板本 司
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
Ｒ財団米山 小坂 啓子

発行日 ２０１９年２月１４日 NO.２０

『出席率 ８０台で 甘えてる』

『訳あって 名残惜しむか きな粉餅』

『歯車が がっちり噛み合う ４クラブ』

『４クラブ 和服もチラリ 花が咲く』

金澤 節生



の第41回竹原ロードレース大会での「おもてなし」

宜しくお願いします。また、次週２月７日は４クラ

ブ合同例会で、本クラブがホストクラブです。近隣

のロータリアンと親しく懇談し友好を図りましょう。

□青少年奉仕委員会 委員長 西岡 一道

先週の職場例会はご苦労様でした。無菌状態のレタ

スなのでどんどん御利用下さい。

２月３日（日）第４１回竹原ロードレース大会に於

いて、今回はアヲハタのジャムを使ったホットジャ

ムティーでおもてなしをします。そして、ポリオの

撲滅推進活動案内をしたいと思います。８時現地集

合です。御協力お願いします。

□がん予防啓発防止委員会 委員長 宮本 和彦

地区からのがん予防推進活動調査会員用と職場にお

けるがん予防の調査アンケートを配布させて頂きま

した。簡単なアンケートですのでご記入の上ご提出

ください。

2018-19年度中間決算について尾野幹事より報告さ

れ、承認されました。

各委員会ごとに今年度の活動について協議しました。

□日 時 平成３１年１月３１日（木）

□議 題

①２月２８日(木)外部卓話の件 承認

□日 時 平成３１年１月３１日（木）

□議 題

①次年度親睦委員長 鴨宮弘宜会員 承認

②ロータリーテーマ幕購入の件 承認

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

２月３日(日)第４１回竹原ロードレース大会おもてなし
に参加された皆様大変ご苦労様でございました。
出席者は、佐渡、中川、荒谷、久藤、吉本、木村、夜船、
堀越、福本、宮本、尾野、西岡会員、宮本会員奥様、事
務局計１４名。



２月７日 第２６４４回
４クラブ合同例会 於：大広苑

□会員数：３０名（免除者：４名）

□出席者：２０名 □欠席者： ９名

□メイク： １名 □出席率：７５％

日 時：平成３１年２月７日（木）１８時～２０時

場 所：大広苑

御来賓： Ｇ９ガバナー補佐 村上 光様

次年度ガバナー補佐 三宅 宏様

次年度補佐幹事 岸上幸由様

齋藤幸恵様

参加クラブ：三原RC ３５名・瀬戸田RC ３名

広島空港RC１９名・竹原RC ２１名

計８２名

例会 18:00～ 進行 竹原RCSAA 三好静子

①点 鐘 竹原RC会長 板場英行

②国歌斉唱

③ロータリーソング「奉仕の理想」

④来賓紹介 竹原RCSAA 三好静子

⑤参加会員紹介 竹原RCSAA 三好静子

⑥会長挨拶（会長時間） 各クラブ会長
⑦幹事報告 各クラブ幹事

⑧村上 光G９ガバナー補佐ご挨拶

⑨次年度役員紹介 各クラブ次年度幹事

⑩三宅 宏 次年度G9ガバナー補佐ご挨拶

⑪閉会・点鐘 竹原RC会長 板場英行

懇親会 進行 竹原RC親睦委員長 山根 積

①開会挨拶 竹原RC副会長 久藤孝仁

②乾 杯 村上 光G９ガバナー補佐

③歓 談

④次年度開催挨拶 瀬戸田RC次年度会長 筒井 信

⑤ロータリーソング 【手に手つないで】

⑥閉会挨拶 竹原RC次年度会長 宮本和彦

解散 20:00

会長 板場 英行

三原ＲＣ、瀬戸田ＲＣ、広島空港ＲＣのロータリア

ンの皆様、こんばんは。竹原へのご来駕を竹原ＲＣ

会員一同、歓迎いたします。本日の合同例会、懇親

会を含め２時間の限られた時間ですが、親しく歓談

し、近隣ロータリアンとしての親交、交流への貴重

なひと時となることを祈念します。

2018～19年度のロータリー活動は、バリーラシン国

際ロータリー会長の年度テーマ「Be The Inspirati

onインスピレーションになろう」、吉原久司地区ガ

バナーのガバナー信条「輝こうロータリーふたたび」

基本目的「仲間をふやそう、すべてはそこから始め

る」の元、各クラブ７カ月間のクラブ運営を推進し

てまいりました。仲間を増やし、ロータリー活動の

更なる活性化に向け、会員各自が奉仕の精神を遂行

することが基幹です。2019年１月号のガバナー月信

による2018年11月末における2710地区の会員増減推

移では、昨年７月と比較し91名増となっています。

地区全73クラブで会員増を達成したクラブは、約60

％の43クラブです。広島ＲＣ９名、徳山ＲＣと防府

ＲＣ５名の会員増が特筆されますが、多くが１、２

名増です。４クラブでは、三原ＲＣと広島空港ＲＣ

が２名増で、本竹原ＲＣは、昨年末に２名の退会者

があり、次回の月信では減少クラブとなります。会

員増強委員長を中心として積極的な勧誘入会活動を

展開してきましたが、厳しい結果となっています。

本日のクラブ間の話題も必然的に会員の維持・増強

に関することが中心となるかと思います。貴重な意

見交換が展開され、下半期における目標達成に繋が

ることを期待します。

今日の会長の時間、キーワードは「心機一転、気分

一新」です。2019年は「己亥（つちのとい・きがい）」

年。亥は最後に来る干支ですが、次の干支循環が始

まる「子年」に向け、エネルギーとパワーを蓄え、

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。本年５月には元号が改正されます。

まさに「心機一転、気分一新」の年です。広島カー

プに例えると、入団記者会見での長野選手のことば、

自己を表出する背番号が変更となった選手（鈴木誠

也51⇒1 松山44⇒55、曽根59⇒00 ）、加藤から矢

崎への改姓、福井投手とのトレードで楽天から移籍

してきた菊池保則選手を始め、セ４連覇、悲願の日

本一へのキャンプでの「心機一転、気分一新」取り

組む姿勢が表れています。会員増強を中心としたク

ラブ運営においては、「心機一転、気分一新」の旗

印の下、変革、転換が余儀なくされる現況です。が

ん予防、認知症予防などの自己の健康管理も自己変

革のチャンスです。今宵は、大いに親交を図り、３

月１６日ＩＭでの再会、更なる親交を祈念し、ホス

トクラブ会長の挨拶とします。

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



村上 光 ガバナー補佐 三宅 宏 次年度ガバナー補佐 次年度開催クラブ 瀬戸田ＲＣ

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


