
□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：田中幸俊会員

□会員数：２４名（免除者：３名）

□出席者：１９名 □欠席者： ２名

□メイク： ３名 □出席率：９１．６７％

表 彰 式

宮本和彦会長がベネファクターを受賞されました。

おめでとうございます。（野田財団委員長より贈呈）

スマイルボックス

□結婚記念日…三好、堀越

□事業所創立…大森

□特別スマイル

・お陰様で９月１９日のガバナー公式訪問無事終

了致しました。有難うございました。

（宮本和彦）

記念日代表者謝辞

１０月 大森 寛会員

本日のプログラム １０月１０日 次週のプログラム １０月３１日

東広島市長 髙垣 廣德 様
「選ばれる都市、東広島」を目指して

誕生祝・各会員各記念日祝

誕生月該当者会員卓話

【２０１９年１０月３日 第２６７３回 例会記録 】
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クライングボックス

・クールビズ呆けしてました。 （久藤孝仁）

・９月１９日例会欠席しました。（佐藤守幸）

幹 事 報 告 副幹事 三好 静子

・ロータリーレート１０月 １＄＝１０８円

・グローバル補助金勉強会ご案内

日時 １１月３０日（土）

場所 広島コンベンションホール

・令和元年８月九州北部豪雨災害に対する義捐金

2,054,758円 2740地区（佐賀・長崎）送金

・暴力団追放市民総決起集会及び街頭パレード

日時 １０月１９日（土）9：30～11：30０

場所 竹原市民館

＜連絡事項・配布資料＞

・例会終了後、定例理事会を開催します

・10月消費税10％に伴い費用が変更になりました。

例会費 1,296円が1,320円

会場費 6.800円が7,000円

事務所家賃 11月分より46,200円が47,000円

会 長 の 時 間 会長 宮本 和彦

アジアで初めて開催されたラ

グビーワールドカップジャパ

ン2019から目が離せません。

俄かラグビーファンが急増中

です。誰でも楽しめる、ルー

ルも何もわからなくても勇猛

果敢な屈強な男たちが楕円形

のボールを前へ前へと相手ゴールに押し込むだけの

単純なゲームですが、それだけに奥の深いスポーツ

です。入門編としてポジションと役割を紹介します。

背番号順に１と３番は『プロップ』、スクラムで中

心的な役割で、力が強く体重が重い選手が務めます。

２番は『フッカー』、スクラムで投入されたボール

を後方に送る役でラインアウトの時にはスロワーに

なることが多い。４と５番は『ロック』で、チーム

で屈指の長身でラインアウト時にはジャンパー役に

なります。６と７番は『フランカー』、常にボール

を追いかけるのが仕事で豊富な運動量が求められま

す。８番はそのまま『ナンバーエイト』と呼ばれ、

スクラムの最後尾で体が大きくて攻撃の突破役を担

います。以上がＦＷで、９番は『スクラムハーフ』

で密集プレーから最初にボールを展開する俊敏で小

柄な選手が多いのが特徴です。１０番は『スタンド

オフ』、攻撃を組み立てる司令塔であり、プレース

キックを兼ねることが多い。１１と１４番は『ウィ

ング』、チームで一番の快足選手を揃えています。

１２と１３番は『センター』、スタンドオフからの

ボールを受け突破する高いタックル能力が求められ

ます。最後尾が１５番の『フルバック』というポジ

ションで、防御の最後の砦となり、陣地を挽回する

ためのキック力が必要となります。とにかく観るだ

けで面白いスポーツです。

さくらジャパンを応援してください!!

委 員 会 報 告

□職業奉仕委員会 委員長 吉本きよ子

１１月１３日、１４日で職場例会と親睦旅行を行い

ます。約１８名の方に参加頂きます。その時に身分

証明書が必要です。バスに乗る時に確認するのと、

原子力発電所に入る時に本人確認をして入場できる

ことになりますので宜しくお願い致します。

□クラブ管理運営委員会 委員長 本庄 純夫

次週１０月１０日の例会は、外部卓話となっており、

東広島市長 髙垣廣德様に卓話をして頂きます。皆

様ご出席を宜しくお願い致します。

会 員 卓 話
会員 久藤 孝仁

今回の卓話の依頼から、前か

ら気になっていた竹原西小学

校での朝食の提供の記事を元

に、教育委員会で話を聞きま

した。これは、県のモデル事

業で朝食をとれない児童に朝

食を提供する取り組みです。

それについては福祉課が担当であり、実質の提供に

は、いろいろな問題が有るようです。児童は、集団
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島根原子力発電所見学会 行程表

◇開催日時…１１月１３日（水）～１４日（木）

◇見 学 先…中国電力(株)島根原子力発電所

１１月１３日（水）

９：００ 出発〔集合場所：ホテル 大広苑〕

※出発前に名簿と本人確認書類（原本）確認

１２：００～１３：００ 昼食

１３：２０ 島根原子力ＰＲ館〔到着〕

１３：３０～１５：３０ 島根原子力発電所見学

１５：４０ 島根原子力発電所〔出発〕

１６：２０ 宿泊 玉造温泉〔玉井別館〕

１１月１４日（木）

９：３０ 旅館 出発

出雲大社（観光）,シャトー弥山（休憩）

１２：００～１２：５０ 昼食

１６：２０ 解散〔解散場所：ホテル 大広苑〕



登校をしておりますから朝食希望者を早めに登校さ

せる事の難しさ。朝食希望者への偏見などの払拭な

どです。

また、朝食提供企業からの支援を元に行っています

から、アレルギー対応は出来ない。食中毒の予防か

ら現場での調理等は行わず、コーンフレイク等、調

理済みのそのまま食せるものだそうです。

教育関係者に話を聞きますと、親が朝食をとらない

習慣から子供もとらない、少数ではあるが夜更かし

のせいで朝は寝不足で朝食をとれない等、話を聞き

ました。プライバシーの問題で、聞き取り等難しい

状況もあります。いろいろ話を聞く中で、各家庭で

の生活習慣の確立が急務のように感じました。すべ

てがそうだとは言いませんが、そういう家庭環境が

現実にあるようです。

では、そのような環境打破の為に、食料提供、寄付

行為が問題解決の奉仕かどうかは疑問が残ります。

また皆様方のご意見をお聞かせください。

私は次年度会長の予定者でありますから幹事の指名

や次年度の会長方針やら準備が必要です。教育的な

支援や環境提供も視野に入れておりますので、教育

関係の所で話を聞きますと、教育のグローバル化を

計画していきたいそうで、英語圏（たとえばハワイ

等）との姉妹校の提携。それを元に、ネットでの授

業や、短期ホームステイの計画。英語教育の充実を

目標の一つに掲げておられます。

スピーチ大会は、暗唱文であることから、ディベイ

ト大会等、生きた話し合いの目標も聞きました。そ

こには何らかの奉仕の機会があるように感じました。

教育環境の充実から、子供をグローバルな視野を持

てる人間性の確立を目標に持ち、地域の活性化へと

発展して行ければうれしい事です。

ロータリークラブの皆様は、多くの業種の方々がい

らっしゃいますが、それぞれの業界で英語が必要不

可欠ではないでしょうか。それぞれの業種の方のご

協力をもって、田舎の地の竹原でもグローバルな視

野を持ちうる人材育成により、子供たちを世界の中

の一人である自覚が持てる優秀な人材育成の奉仕が

出来ないでしょうか。

近年、竹原市へも外国人観光客が多く訪れます。ま

た、2020年はオリンピックが東京で開催されます。

外国人との接触、交流は避けられない状況です。

今年の竹原ロータリークラブ５５周年記念式典には、

台湾羅東RCも来られます。皆さんで歓迎しましょう。

火曜日のNHKの番組で、東京近郊の商店街は英語対

応の努力をしている所もあり、９０歳の店主が英語

を勉強したり、｢英語が少し出来ます｣（I can spea

k a little English）と、張り紙をして、販売促進

に心がけているようです。

また、今年の廿日市だったか？船での避難訓練に、

外国人の乗客を想定して、英語を使った訓練も入っ

ていたように思います。

竹原市においても近くに空港がありますので、毎年

｢航空機自己訓練｣に参加をしております。数年前、

負傷者の搬送訓練時に、ドイツ人の方が、アドリブ

で英語が分からない振りをされ、大声で叫んでいま

したが、私もアドリブで、｢非常事態で簡単な英語

でしか対応できません｣と返して、冷静さを取り戻

せたような記憶が有ります。

英語圏の方々は、英語が少しぐらい間違っていよう

が、そういう気持ちでの接触をうれしく思っている

ようです。参考にしたいところです。

次年度は、数件の奉仕活動に絞って皆さんで取り組

んでいくべきではないかと悩んでおります。皆様方

から、まだ少し早いと思われるかもしれませんが、

竹原RCの次年度の取り組みに何かご意見がございま

したら教えていただけたらと思っております。

今日は、台風が北へそれ例会へ出席できましたが、

自然災害への消防団の出動も多く、今年から警戒情

報を早めに出すように、国や県から要請があり、避

難レベルを１～５までであらわします。避難レベル

４では全員避難、５に有ってはすでに災害が発生し

ていて、各自が命を守る最善の行動を取ってくださ

い。です。市町からは、警戒レベル３で避難準備を

整えましょう。の旨の広報が有ります。またか、と

か、まだ避難しなくても、とか、いろいろご意見を

いただきます。その一方で、早めの自主避難をなさ

る方も居ます。近所には必ず一人暮らしの高齢者が

居ます。早めに声を掛け合い、被災の無いことを願

いますので、ご協力をお願いいたします。

明日は、広島県正副団長研修が、庄原で開催されま

す。研修後の懇親会も楽しみですが研修して来ます。

時間が有りますので、｢ロータリーの友｣５月号の中

で、印象に残っている記事を紹介いたします。

和歌山南RCの田中様の｢職業奉仕に難しいは不要で

す｣という記事です。

ロータリークラブは、ポールハリスを中心に４人の

集まりから始まり、中小・零細企業主主体の相互扶

助精神で結ばれ、成長拡大してきた集団である。最

初のロータリークラブ定款の目的は、商取引と親睦

をうたう２項目だけであったが、全米に拡大してい

く中で 地域社会への奉仕概念の芽生えとともに、

アーサーシェルドンの職業活動理論を取り入れ、ロー

タリアンの協議をへて、職業奉仕が形となり、1915

年の｢ロータリー倫理訓｣の採用に結実したのである。

一方、わが国では、すでに確立したロータリークラ

ブのモデルをトップ企業の超エリート集団に導入し

たものである。（中略）

自分の職業上のスキルを生かした職業奉仕は、個人

が行うものであれ、クラブが行うものであれ、全て

立派な｢職業奉仕｣の活動として活発に実践されてい

るのである。｢四つのテスト｣と｢ロータリアンの行
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動規範｣が、職場や生活のあらゆる場面で倫理的行

動を実践する為の指針となり、これらをフルに使っ

て、ご自身の職業奉仕を高めていく事が望まれてい

るのである。

と、述べられておられます。

すばらしい記事が沢山掲載されていますので、皆さ

ん熟読されているとは思いますが、今一度、｢ロー

タリーの友｣をゆっくりご覧いただきますようお願

い申し上げまして、結びといたします。ご清聴あり

がとうございました。

理事会報告（１０月）

□日 時 令和元年１０月３日（木）

□場 所 大広苑

□出席者 １０名

□議 題

①家庭集会の件 承認

日 時 １０月２４日（木） １８時～２０時

場 所 大広苑

登録料 ４，０００円

テーマ 『会員増強について』

②創立５５周年の件 承認

日 時 １２月８日（日）

場 所 大広苑

スケジュール

例会 １８：００～１８：１５

式典 １８：１５～１８：４５

祝宴 １８：４５～２０：１５

③外部卓話の件 承認

日 時 １１月２８日（木）

講 師 岩国西ＲＣ 地区財団監査 八百谷俊昭様
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