
４月４日 第２６５１回
□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□ロータリアンの行動規範：西岡会員

□会員数：２８名（免除者：３名）

□出席者：２４名 □欠席者： ３名

□メイク： １名 □出席率：８９．２９％

□会員誕生日 …大森、本庄、荒谷、鴨宮、福本

□配偶者誕生日…大森、福本

□結婚記念日 …本庄、川崎、木村、大成

□事業所創立 …夜船、久藤、三好、宮本、山根

福本

□年賀状 …福本

□特別スマイル

・長男 宏が県立高陽東高等学校の校長になりまし

た。 （金澤節生）

４月 田中 幸俊会員

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
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 ４月１８日 次週のプログラム ４月２５日

クラブ広報委員会担当例会 がん予防啓発推進委員会担当例会

【 ２０１９年 ４月 ４日 第２６５１回 例会記録 】

【 ２０１９年 ４月１１日 第２６５２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
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幹事 尾野 剛章

・2710地区米山学友会創立２０周

年記念式典及び祝賀会ご案内

日時 2019年６月９日（日）

場所 ホテルグランヴィア広島

会費 ８，０００円

・晝田眞三ガバナーエレクトを囲

む会2019-20年度 会長幹事懇談会開催のご案内

日 時 ２０１９年５月２４日（金）

場 所 西山別館

登録料 １０，０００円

・例会終了後、定例理事会を開催します。

会長 板場 英行

会員の皆様には、新年度の始ま

り、統一地方選挙、待ちに待っ

たプロ野球のシーズン開幕と慌

ただしい時候ですがご清祥のこ

とと拝察します。本格的な春の

到来と思っていたところ、直近

の数日間は冬将軍が舞い降りて

きた降雪報道に驚きの現今です。桜の開花、地域に

よる差はありますが、各地で満開情報がでています。

当地においても今週末が見ごろで、次週の４月１１

日は「花見例会」です。

４月１日に新元号「令和」が公表されました。５月

１日の改元施行に向け、本格的な動きが始まります。

「令和」は万葉集からの出典で、世間やマスコミの

予想しない元号でした。人名や地名にないものとい

う基本コンセプトで決定されたものと思います。

「平成」の際は、「平成大学」「平成市町村」「レ

ストラン平成」「平成スーパー」など、元号にちな

んだ名称変更がブームとなりました。今回はどうで

しょうか？

月初めで「ロータリーの友」「ガバナー月信」が個

人ボックスに届いています。今月は「母子の健康月

間」で、関連の特集が掲載されています。ご一読く

ださい。また、４月は、親睦活動委員会による「花

見例会」、社会奉仕委員会「賀茂川清掃」、青少年

奉仕委員会「あいさつ運動」など通常例会に加えた

活動が盛り込まれます。多くの会員の参画、ご協力

をお願いします。

□副会長 久藤 孝仁

３月３１日(日）安芸Ｃ．Ｃにおいて４クラブ親睦

ゴルフコンペを開催しました。三原、広島空港、竹

原ＲＣ会員総勢２１名の参加で和気藹々と楽しみま

した。来年は広島空港ＲＣが担当です。

□親睦活動委員会 委員長 山根 積

４月１１日(木)１８時３０分より大広苑に於いて花

見例会を開催します。

会員 鴨宮 弘宜

４月２２日で５８歳になりま

す。ロータリーですといつも

若いとほめて頂きますので、

何やら得した気分にもなりま

す。

お寺とこども園（前幼稚園）

に勤めさせていただきまして３５年が経ちます。ま

た住職に就任２５年、学校法人理事長になって１６

年です。

中国のことわざで、「継続」の大変さを意味するこ

とわざに、「１０年偉大なり、２０年畏るべし、３

０年歴史になる、５０年神の如し」とあります。

神の領域にはまだまだ道遠しですが、まだまだ意欲

はあるのですが、そろそろ次世代への引き継ぎも意

識しての一年一年になる時期が来たように感じてお

ります。

認定こども園としてお子様をお預かりする施設を運

営しておりますが、待機児童、保育の無償化、保育

士の待遇改善等課題の多い中で、私がやはり一番心

を痛め、心配しますのは幼児虐待、育児放棄であり

ます。既に、皆様もニュースなどで知っておられる

と思います。小さな子供たちが親から信じられない

虐待等をされていることが今では特別なことではな

く、どこにでも起きうる時代になっています。残念

なことです。

先月、友人と金子みすゞ記念館に行く機会に恵まれ

ました。２６歳という若さで自ら命を絶ったみすゞ

さんの年表を拝見しながら胸が熱くなりました。特

に最後の二日間は、我が子に対する母親としての思

いが痛いほど感じられました。私は決して自ら命を

絶つことを肯定したり、美化するつもりはありませ

んが、幼い我が子の成長を願う、母親のぎりぎりの

選択に、今の虐待や、育児放棄をする親との感覚の

違いに呆然とする次第でした。

我が子は我が子であっても、我が「物」ではありま

せん。授かった「命」であります。幼くとも一人の

人格を持った幸福になる権利を有している人として、

教育を受け、親の愛情を受け、社会人として幸福に

なるべく育てさせて頂く授かった命であることを大

切にしたいと思っています。

そのような大切な命をお預かりし、少しでも幸福に

なれますよう努力して参りたいと思います。

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



□日 時 平成３１年４月４日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 ７名

□議 題

①菅 義尚会員への感謝状記念品の件 承認

②ＲＹＬＡの件 承認

日 時 2019年５月１８日(土)～１９日(日)

場 所 下関市国民宿舎ビューしものせき

登録料 １１，０００円

③地区研修・協議会の件 承認

日 時 2019年５月１１日(土)

場 所 広島国際会議場・ホテルグランヴィア広島

登録料 １１，０００円

④小坂啓子会員３月末日退会届の件 承認

⑤次年度ガバナーエレクトを囲む会会長幹事会の件

日 時 2019年５月２４日(金) 承認

場 所 西山別館

登録料 １０，０００円

⑥がん予防啓発推進委員会担当例会 承認

４月２５日外部卓話の件

アフラック生命保険株式会社 若山小織 様

⑦家庭集会の件 承認

４月中に開催

テーマ「会員増強と定款細則第８条第１節Ｃ項」

４月１１日 第２６５２回
花見例会 於：大広苑

□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□会員数：２８名（免除者：３名）

□出席者：１８名 □欠席者： ６名

□メイク： ４名 □出席率：８６．２１％

■会員１８名、配偶者６名、事務局 計２５名

会長 板場 英行

会員の皆さんこんばんは。三寒四温を繰り返しなが

ら春の到来を待つ現今です。春の到来を待つと言え

ば、広島カープ開幕から3週間の戦いでしたが、未

だ春の到来遠しという状況です。鯉のぼりの季節に

向け上昇（常勝）転換に期待しましょう。

到来と言えば、日米欧などの国際研究チームによる

天文学100年の夢といわれた「ブラックホールの撮

影成功」の報道は、未知と言われた銀河の実態解明

に向けたサイエンスの進歩がもたらした英知の到来

と言えます。猛烈な重力で周囲にあるガスや天体な

どを引きこみ、光でも脱出できない「ブラックホー

ル（真っ黒な穴）」。アインシュタインが「一般相

対性理論」の中で予測した考えが現実のものとして

一躍脚光を浴びています。宇宙戦艦ヤマトや銀河鉄

道999にのめりこんだ世代の人間にとって、ブラッ

クホールの解明は心躍る出来事であります。

今日のプログラムは花見例会です。桜を愛でながら

親睦を図りましょう。次週１５日より豊田、竹原、

忠海の各高等学校への挨拶運動が始まります。参画

会員各位のご協力をお願いします。

＜花見例会挨拶＞

花見例会に出席の皆さんこんば

んは。本日の花見例会は配偶者

を含め２５名の参加による親睦

です。桜の花を鑑賞し春の訪れ

を寿ぐ日本古来の風習である花

見は、奈良時代の貴族の行事が

起源といわれます。奈良時代は

梅が鑑賞され、平安時代に桜に

代わったといわれます。梅を愛でる「観梅」から桜

を見る「観桜」に変わりました。時代も「平成」か

ら「令和」に変わる平成最後の「観桜」、皆さん方

いかがでしたでしょうか？４月７日の「たけはら桜

まつりinバンブー」には、所用で行けませんでした

が、翌４月８日にバンブージョイハイランドで満開

の桜を見ることが出来ました。

時代は「令和」に移りますが、春の訪れを寿ぐ良き

風習として繋いでいきたいものです。会員の不幸、

退会者が相次ぎ歯車の動きが沈痛気味の竹原RC、シー

ズン開幕から３週間勝利への歯車がガタついている

カープ、ロータリー＝歯車の円滑可動に向け、本日

の花見例会が盛り上がることを祈念しまして、平成

最後の花見例会における挨拶とします。

□親睦活動委員会 委員長 山根 積

家庭集会を４月中に開催して頂きますようお願い致

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

『食事前 大きなお口で 「あ、い、う、い、う」』

『体操も 健康管理も 例会日』

『安泰を 願う「令和」の 意義を知る』

『桜花 満開までの 競い合い』

『桜にも 咲かない花芽 有るを見る』

金澤 節生



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


