
□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□４つのテスト：宮本会長

□会員数：２５名（免除者：４名）

□出席者：２０名 □欠席者： ３名

□メイク： ２名 □出席率：９１．６７％

各会員各記念日（７月）

□会員誕生日 川崎 俊和 山根 積

西岡 一道

□配偶者誕生日 宮本 和彦

□事業所創立 本庄 純夫

スマイルボックス

□会員誕生日 …川崎、山根、西岡

□配偶者誕生日…宮本

□事業所創立 …本庄

□就任スマイル…宮本、板場、佐渡、金澤、大森、

夜船、吉本、木村、本庄、山根、

中川、田中、久藤、鴨宮、三好、

吉岡、川崎、佐藤、板本、西岡

□４０年連続出席…佐渡

□１００％出席…金澤、大森、本庄、中川、木村、

鴨宮、久藤、宮本、板場、吉本、

山根、西岡

記念日代表者謝辞

７月お誕生日 川崎俊和会員

本日のプログラム ７月１１日 次週のプログラム ７月１８日

各委員会計画発表
各委員会計画発表

クラブアセンブリー

【２０１９年７月４日 第２６６３回 例会記録 】

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
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2019-20年度ＲＩテーマ

ROTARY CONNECTS THE WORLD

ロータリーは世界をつなぐ

ＲＩ会長

マーク・ダニエル・マローニー

会 長 宮本 和彦
会長エレクト 久藤 孝仁
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幹 事 山根 積
副 幹 事 三好 静子

会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 西岡 一道
副ＳＡＡ 金澤 節生
直前会長 板場 英行
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会員組織 堀越 賢二
奉 仕 吉本きよ子
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幹 事 報 告 幹事 山根 積

・ロータリーレート７月 １＄１０８円

・第15回ロータリー日韓親善会議ご案内

＜連絡事項＞

７／４(木)例会終了後、定例理事会

７／７(日）的場清掃

会 長 の 時 間 会長 宮本 和彦

令和元年と年号も変わった20

19年も半年が過ぎて、いよい

よ2019―20年度が始まりまし

た。平成から令和に時代が変

わったそのことよりも慌ただ

しく時が過ぎていくような感

じがしております。

先ずは板場直前会長、理事役

員の皆様の一年間の御労苦に心から感謝と御礼を申

し上げます。有難うございました。

またこれからの一年間を共にする久藤会長エレクト

を始め、山根副会長兼幹事、西岡ＳＡＡ、その他の

理事役員の方々の大いなるお力添えを頂きながら、

ＲＩ会長、ガバナー方針・信条を踏まえまして、伝

統ある竹原ロータリークラブの重責を負わせて頂き、

奉仕活動、親睦活動に取り組んで参りたいと思って

おります。

会長の方針でも述べますが、会員増強につきまして

は、もとよりの奉仕活動同様に最優先、最重要課題

として捉え、竹原ＲＣ一丸となって取り組んでいき

たいと思いますので宜しくお願い致します。常時ア

ンテナ三本立っている状態に設定しておいてくださ

い。

就任に当たりまして、お願いごとばかりになりまし

たが、会長時間とさせて頂きます。

会長・幹事方針発表

会長 宮本 和彦

マーク・マローニーＲＩ会長は、「ロータリーは世

界をつなぐ」をテーマに掲げ、目標をロータリーの

中核的価値観「不変のもの」として、奉仕・親睦・

多様性・高潔性・リーダーシップと定められました。

晝田眞三ガバナーはその信条として、「ロータリー

の未来を語り、礎を築こう」と掲げられ、運営方針

を会員基盤の強化、世界で良いことをしましょう、

青少年プログラムの実施、世界を変える行動人、ク

ラブと地区運営の調和を唱えられました。

これらを鑑み、竹原ロータリークラブに於いては、

ロータリーに無くてはならないもの、新しく取り入

れるもの、「不易流行」をモットーに柔軟性を持た

せ、明るく！楽しく！元気よく！ロータリー活動を

進めていきたいと思いますので、会員皆様方の絶大

なる御協力を宜しくお願い致します。

＜ 活 動 目 標 ＞

１．親睦と友情を深め、クラブの発展を目指す

２．会員増強を図るとともに、退会防止に努める

３．地域に密着した奉仕活動に取り組む

４．ロータリー財団・米山奨学会の目標を達成する

幹事 山根 積

本年度幹事を務めさせて頂きます山根でございます。

方針は、宮本会長についていく!!宮本会長の足手ま

といにならないよう頑張って参ります。皆様宜しく

お願い致します。

誕生月該当者会員卓話

会員 山根 積

本日は、御祝いありがとうご

ざいます。私は昭和３６年生

まれで今年５８歳になります。

今日は私の生業の木工事を扱

う仕事について話をさせてい

ただこうと思います。

私の生まれた時代は戦後復興

が終わり高度成長期に差し掛かって当地の池田勇人

首相が生まれ、東京オリンピックが開催されこの地

も繁栄していっていた時代だったと思います。

私どもの事業も住宅団地などでき、当時は忙しく営

んでおりました。私が小さい頃建物は、スクラップ

アンドビルドと謳い、とりあえず建てて使えなくな

ると解体し、また建てるという風潮で、それで経済

が回りビジネスとして成り立つんだということで推

奨されておりました。

そういった流れの中で、私どもの営んでいる職人が

必要な木工事の現場が少なくなり、建物にも規格が

でき新建材なるものが出てきて、大手住宅メーカー

が台頭してきました。

大工が必要なくなり、大６大７大８でもいいんだと、

揶揄された時代もありました。

近年昔ながらの大工の建てる家ではなく、家を建て

ると言う事がビジネスになり、請負師が大工一歩手

前あたりを雇い、ビジネスにしていく時代になりつ

つあるのかなと感じております。

しかしながら最近そういう風潮に異を唱える人たち

が、このままでは日本の職人たちがいなくなると、

技術者を養成する新しい教育機関を立ち上げ、技能
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を身に着けられる学校を平成１３年に埼玉県の行田

に哲学者の梅原 猛さんが中心になり、トヨタ自動

車はじめ産業界が協力し、「ものつくり大学」を開

学しました。

「ものつくり大学」の設立趣旨は、基本的技能に知

識マネジメント能力を加え、新時代を切り開く感性

と倫理観を備えた人材育成を目指しています。

昔でいうところの職業訓練校とは違い技能とものづ

くりの心を育て、縄文の時代から脈々と続いている

日本人の誇りといえる伝統技術を育てていこうとし

ているところです。

現在そこからインターンの学生が、６月中旬から約

４０日、８月初旬まで当方で研修しています。

なぜ当方にインターンとしてきているのかは、板場

前会長の家を建築しているとき、井上会員がものつ

くり大学の教授の深井先生を連れてこられ制作現場

を見て、いまだにこんな昔ながらの家作りをしてい

る人たちがいるんだと、感心しインターンを受け入

れてほしいというところから始まりました。

深井先生は昔ながらの日本の自然の木を使い山の土

と自然の竹で家は建てるものだと言っており、今度

名古屋城を日本の木材を使い再建するようですが、

それが日本の本来の建築なんだとおっしゃっていま

した。

近年日本の林業市場も衰退し、外国産の木材を使用

するのが主流になっておりますが、これも100円均

一がもてはやされていて時代の流れなのかなと思い

ます。

私どもの仕事もこれからどういう方向に向かってい

くのか、見えないところがありますが、こうやって

若い人たちが学んでいってくれる事はまだまだ捨て

たものではないなと思いつつインターンの学生に元

気をもらいながら頑張っていかなければと思います。

ご静聴ありがとうございました。

理事会報告（７月）

□日 時 令和元年７月４日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 ８名

□議 題

①公式訪問の件 承認

日 時 令和元年９月１９日(木）

場 所 大広苑

広島空港ＲＣと合同で実施します

スケジュール 別紙参考

広島空港ＲＣより費用1,700円／人

②安芸津ふれあい夏祭りの件 承認

日 時 令和元年８月２４日(土）

場 所 安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター

内 容 子育て支援 おむつ授乳場所設置

風船３００個無料配布

（豪雨被害につき昨年の祭り中止、昨年購入の風船

を使用します）

③例会出席規定 細則第１２条第３節a項適用願い

７月より 西岡一道会員 承認

④創立５５周年実行委員会の件 承認

実行委員長 鴨宮弘宜会員

⑤竹原市まつり協会会費の件 １０万円 承認

⑥インターアクト地区大会の件 承認

日 時 令和元年７月２７日、２８日

登録料 12,000円（参加なしも相当額寄付依頼）

参加せずに登録料１２，０００円寄付

⑦元会員市川重雄様より葬儀御礼 承認

竹原ロータリークラブ基金へ入金いたします

ガバナー補佐の件

2019－20年度 尾道東ＲＣ

2020－21年度 広島空港ＲＣ

2021－22年度 竹原ＲＣ

来年８月に竹原ＲＣ選出のガバナー補佐報告。
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