
□点 鐘

□ロータリーソング：奉仕の理想

□会員数：３０名（免除者：４名）

□出席者：１９名 □欠席者： ８名

□メイク： ３名 □出席率：７５．９％

□会員誕生日 …金澤、三好、小坂

□配偶者誕生日…夜船

□事業所創立 …川崎

□年賀状 …川崎、小坂

幹事 尾野 剛章

・米山梅吉記念館創立50周年記念

寄付への御協力について

・2019-20年度PETS＆地区チーム

研修セミナー開催ご案内

・地区補助金特別プロジェクトへ

の御協力お願い

・例会終了後定例理事会を開催します。

副会長 久藤 孝仁

皆様こんにちは。本日は板場会長

が所用の為欠席でございますので

会長時間を務めさせて頂きます。

２月３日(日)竹原ロードレース大

会に於きまして、奉仕活動に御協

力いただき有難うございました。

詳細は後程西岡青少年奉仕委員長

より報告致します。

２月７日(木)４クラブ合同例会は皆様の御協力で無

事に終えることが出来ました。

３月３１日(日)４クラブ合同親睦ゴルフコンペを安

芸C.Cで開催しますので、会員の皆様方の参加を改

めてお願い致します。

全国的に火災が多く発生しております。近隣では尾

道の新開地区の住宅密集地で六棟が全半壊の火災が

発生しております。皆様方も火の元には十分お気を

付け下さい。

２月 三好静子会員

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
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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２１日 次週のプログラム ２月２８日

国際奉仕委員会担当例会 外 部 卓 話

【 ２０１９年 ２月１４日 第２６４５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
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□青少年奉仕委員会 委員長 西岡 一道

１４名の方に御足労頂

き２月３日節分の日に

竹原ロードレース大会

でのおもてなしの奉仕

活動を行い無事に終了

しました。参加者は小・

中・一般で７５０名で

した。ジャムを使ったマーマレードティを提供しま

したが非常に好評でした。来年に向けての反省点は、

卓上コンロの数、ポリオ撲滅推進キャンペーンを行

いましたがその方法等、次年度に引き継ぎたいと思

います。

□国際奉仕委員会 委員長 木村 安伸

２月２１日は国際奉仕委員会担

当例会で広島商船高等専門学校

より国際交流室長の雷康斌様と

留学生ナンダアウリアラーマ様

に例会にお越し頂きます。

□次年度幹事 山根 積

2019-20年度ロータリー手帳の

希望者を回覧で募りたいと思い

ますので宜しくお願いします。

会員 金澤 節生

皆様こんにちは。先刻は

誕生日を祝って頂きまし

て誠に有難うございまし

た。昭和８年２月３日生

まれで８６歳になりまし

た。私が生まれた朝は雪

が三寸積もっていたと、

おばあさんから聞いてお

ります。

私は昭和１３年に幼稚園へ入園しました。竹原幼稚

園は竹鶴酒造の社長さんが私設の幼稚園を開園して

おられました。そこへ、昭和１３年の４月に入園し

ましたが、夏になりまして、はしかを患いました。

はしかが肺炎に、肺炎からジフテリアという喉を閉

める大変な危険な病気になり、幼稚園は半年くらい

しか行っておりません。昭和１４年４月に竹原尋常

高等小学校１年黄組へ入学しました。歩くことが出

来ないので兄貴に手を繋いで連れて行ってもらった

ことを思い出します。その時はシナ事変が始まって

戦時体制でした。昭和１４年に竹原尋常高等小学校

へ入学して、昭和１６年１２月大東亜戦争が勃発、

それから昭和２０年３月竹原国民学校卒業、昭和２

０年４月広島県立忠海中学校へ入学しました。

その時に出遭ったのが佐藤会員です。昭和２０年の

４月から終戦の８月１５日、原爆が８月６日、混乱

な時でございました。中学校へ入学して４か月は戦

時体制で、軍人の訓練は受けました。終戦になりま

して、世の中が変わりました。学校へ行くのにも歩

いて行ったり、汽車がいつ来るかわからないので歩

いてトンネルを通っていました。汽車が来て壁にへ

ばりつくとススで真っ黒けになったこともありまし

た。そうしている間に学区編成で６３３制になり、

竹原から忠海へ行っている者は竹原高等学校へ帰れ

ということになりました。竹原高校の前身は竹原商

業学校でしたが、戦時体制の為にすぐに工業学校に

変更になり、それが母体で竹原高校はあるわけです。

そういうことで竹原高等学校を卒業することが出来

ました。昭和２６年の３月に卒業しました。

それから親父が細々と青果関係の仕事をしていまし

たが、兄貴も兵隊から帰ってきて、手が揃ったので

昭和２７年２月に金澤青果株式会社を設立して、社

長は親父、専務は兄貴、私が常務ということで、特

に果物関係の仕事を扱っておりました。夏は竹原ぶ

どうが盛んな時だったので竹原ブドウを扱ったり、

スイカを扱ったり、桃、みかん、リンゴと果物を専

門的に扱っていました。

生まれた家のところで営んでいましたが、手狭にな

り日本橋の西詰めへ土地を求めて移転しました。

昭和５４年に今の竹原大同青果株式会社というのが

４社合併で設立することが出来ました。

昨年、竹原の市制が６０周年を迎えました。

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

Ｇ９ＩＭ

日 時：３月１６日（土）１３時～１９時

会 場：芸予文化情報センター、因島市民会館

テーマ：「先輩から後輩へ つなごう心 守ろう伝統」

日 程：受 付 13：00～13：30

式 典：13：30 開会式：芸予文化情報センター

14：10 第一部 講演・演奏

演奏 尾道市立重井小学校 トランペット鼓隊

講演「トランペット鼓隊50年の歩み 」

尾道市立重井小学校 元校長 柏原 幸子様

15：10 第二部 演奏会:因島市民会館

演奏「因島高等学校吹奏楽部演奏会」

尾道市立因島南中学校 尾道市立因北中学校

尾道市市立瀬戸田中学校 因島高校OB

16：50 閉会式

懇親会 17：30～19：00:芸予文化情報センター

出席者（１２名）

吉本、荒谷、久藤、三好、金澤、鴨宮、尾野、板場

中川、宮本、夜船、重友



昭和３３年１１月に市政を引いて、昭和３４年には

竹原ライオンズクラブが出来ました。竹原の多くの

面々をかき集めて設立したものですから、ライオン

ズに取られたような格好になりまして、ロータリー

の声はなかったのですが、ロータリーの声が出たの

が、安芸津の面々が主力になって竹原ロータリーを

作ろうという話しが纏まったようです。

その発端は、山脇印刷の専務をしておられた丸井芳

秋さんです。丸井さんが仕事の関係で三原の帝人へ

出入りされており、その関係で三原のロータリーの

メンバーが、ぜひ竹原へロータリーを作ろうではな

いかという話になったようです。

計画書を見ると分かりますが、初代会長は堀本良人

さん、この方は安芸津の方です。二代は島崎幸平さ

ん、竹原三井金属の所長さんです。三代は廿日出要

之進さん、四代は丸井さん、五代は亀井正さん。六

代は佐藤晨雄さん、佐藤会員のお父さんです。七代

は南武夫さん、安芸津の方です。八代は中下至誠さ

ん、中下小児科医院の院長。九代は新庄輝夫さん、

芸南新聞の専務をやっておられ後に市会議員をされ

た方です。十代は円山啓壮先生です。

こういうようにみますと、竹原のお方はあまりおら

れません、安芸津の方が一生懸命ロータリーを作っ

て下さったんです。その時の幹事、ＳＡＡをみまし

てもそうです。とにかく安芸津の方にお世話になっ

て竹原ロータリーが出来、現在まで難産ではありま

すが頑張ってきているような状態でございます。

私は、竹原ロータリークラブ創立１０周年記念の式

典の日に入会しました。

ライオンズは昭和３４年、ロータリーが昭和４０年、

ＪＣが昭和４２年、竹原市制が引かれて、そういう

都会である様な団体が竹原へ生まれてきました。昭

和３０年、４０年代はそういう時代でした。

私もＪＣの創立メンバーになっております。大森会

員もそうです。ＪＣは４０歳になると卒業しないと

いけないので、その時に新庄さんにロータリー入会

の声を掛けられました。私がロータリーへ入りまし

たのが昭和４９年１０月です。ライオンズのメンバー

が竹原には多く、勢力があったので、ＪＣの卒業生

はライオンズに行っていましたので、ロータリーへ

行く者はあまりいなかったのですが、私より一年先

に入った先輩がおり、その関係で入会を勧められて

入った次第です。ロータリーへ入会した当時は私も

現役でしたので、仕事が朝早くから夜遅くまであり、

昼食も決まった時間に食べられない状態でしたので、

例会に出席してご飯をよばれると机にもたれて寝て

いたことを思い出しています。その時の会場は竹原

信用組合、今の市信用の二階でした。

時間が来ましたね、最後にこれだけ云わせて下さい。

苦言を三つ云わせて下さい。

『会員増強』の事です。

会員増強は委員長だけに任さず、会長が率先して動

かなければいけません。副会長を仰せつかり二年の

猶予があります。実際三年の会長の責任があるんで

すから、三年の間に必ず一名の入会を頑張ってくだ

さい。

『奉仕活動』の事、小さくて良い、何かできること

を実行してください。

『出席率』の事、８０％で行くと退会者が出てきま

す。この三つを苦言として言っておきます。

以上です。

□日 時 平成３１年２月１４日（木）

□場 所 大広苑

□出席者 ６名

□議 題

①Ｇ９ＩＭの件 承認

日時 平成３１年３月１６日(土)

バス スマイルバス 見積り76,000円

昼食 お弁当購入

②新年互礼会決算の件 承認

③竹原ロードレースおもてなし費用の件 承認

④米山梅吉記念館創立50周年記念寄付の件 承認

花見例会の時に募金箱設置

⑤あきつの福祉をすすめる会「災害復興支援イベン

ト子どもオペラ教室・万葉オペラコンサート」へ

の協力のお願い 承認

日時 ３月１７日(日）

場所 安芸津万葉ホール

⑥2019-20年度PETS＆地区チーム研修セミナーの件

日 時 平成３１年３月１０日(日) 承認

場 所 ホテルグランヴィア広島

登録料 １２，０００円

出席者 宮本会長エレクト

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１４日バレンタインデイです。

女性会員よりプレゼントをご用意し

ました。』（吉本会員）

『チョコレートを有難うございます。

代表して御礼申し上げます。』(尾野幹事)

『老いの身に 感謝と頑固 同居する』

『口だけは いつもすまんノー ありがとう』

『苦言とは 老兵卒の 独り言』

金澤 節生


