
１０月３１日 第２６７５回
□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：板場会員

□会員数：２４名（免除者：４名）

□出席者：１７名 □欠席者： ４名

□メイク： ３名 □出席率：８６．９６％

各会員各記念日（１１月）

□会員誕生日 板本 司

□結婚記念日 大森 寛

佐藤 守幸

宮本 和彦

□配偶者誕生日 堀越 賢二

地区大会表彰

スマイルボックス

□会員誕生日…板本

□結婚記念日…佐藤、大森、宮本

□還暦…板本

□特別スマイル

・お陰様で皆さんに支えられて１１月１５日に結婚

６０年を迎えることが出来ました。感謝

（佐藤守幸）

・地区大会に行ってきました。 （宮本和彦）

本日のプログラム １１月２８日 次週のプログラム １２月５日

ロータリー財団担当例会／年次総会

地区財団監査委員 八百谷俊昭様
「ロータリー財団補助金の現状について」

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３１日 第２６７５回 例会記録 】
【２０１９年１１月１３日 第２６７６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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佐渡文武会員2019－20年度地区大会で

卒寿表彰と連続出席４０年表彰を受賞

されました。誠におめでとうございま

す。



記念日代表者謝辞

11月 大森 寛会員

幹 事 報 告
幹事 山根 積

・2020－21年度ガバナー補佐任命について

Ｇ９ 広島空港ＲＣ 澤井 一徳様

・2022－23年度ガバナー候補者推薦有無について

・第７回日台ロータリー親善会議ご案内

2020年３月６日(金）ホテルニューオータニ博多

<連絡事項・回覧>

・１０/３１例会終了後定例理事会（１１月分）

・１１/７(木)休会、１１/１３(水)職場例会

１１/１４(木)サインメイク実施

会 長 の 時 間 会長 宮本 和彦

１０月２５日(金),２６日(土),

２７日(日)に2019－2020年度

国際ロータリー第2710地区の

地区大会が福山リーデンロー

ズを本会議場として、ざっと

見積もって1897名程を集めて

盛大に開催されました。当ク

ラブからは７名の参加者でしたが、ご参加頂いた会

員の皆様ご苦労様でした。有難うございました。

本日の会長時間は健康増進法に関することを話した

いと思います。2018年7月に一部改正された部分で

す。東京オリンピック・パラリンピックを見据えて

の措置だと思われますが、健康増進法とは、「国民

の健康維持と現代病予防を目的として制定された」

日本の法律です。

煙草に関する部分について、健康増進法では「国と

しては、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫

煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進

するように務める責務がある」と定めており、地区

大会でも施設外に喫煙場所を設置し、配慮されてい

ました。

施設によって、第一種、第二種施設と分類されてい

ます。第一種施設は、多数の者が利用する施設のう

ち、学校、病院、児童福祉施設、その他受動喫煙に

より、健康を損なうおそれが高いものが主として利

用する施設として政令で定めるもの。又、国及び地

方公共団体の行政機関の庁舎（行政機関がその事務

を処理するために使用する施設に限る）とされてい

ます。第二種施設は、多数の者が利用する施設のう

ち、第一種施設及び喫煙目的以外の施設をいう、と

定義されています。

※喫煙目的施設とは、多数の者が利用する施設のう

ち、その施設を利用する者に対して喫煙する場所を

提供することを主たる目的とする施設として政令で

定める要件を満たすものをいう。と定義されている。

（公衆喫煙場所や喫煙を主たる目的とする「バー」

を想定）とあります。 喫煙飲みの自己弁護!!

臨 時 総 会
会長 宮本 和彦

竹原ロータリークラブ細則第４条「役員および理事

の選任」に定める条項に依り、次年度役員および理

事の選任に係る臨時総会を開会致します。

クラブ細則第４条第１項は本細則第６条に基づく

「年次総会前に次年度会長（会長エレクト）は、幹

事、会計、ＳＡＡを指名（任命）し、年次総会に於

いて会員の承認を得る」

クラブ細則第４条第２項には、「指名委員会（直前

会長と遡る４名のパスト会長の計５名で構成し、直

前会長を委員長とする）は、次年度の副会長および

理事候補者５名を指名し、年次総会において会員に

諮り選任される」

板場直前会長、鴨宮パスト会長、久藤パスト会長、

夜船パスト会長で、指名委員長は板場直前会長。

第１項および第２項をそれぞれ議案とし上程し、会

員の承認を求めます。

承認されましたので、久藤会長エレクト、板場指名

委員会委員長には１１月２８日に開催されます年次

総会に於いてそれぞれのご報告をお願い致します。

これを以ちまして、臨時総会を閉会致します。

委 員 会 報 告

□親睦活動委員会 委員長 鴨宮 弘宜

１０月２４日(木）大広苑において家庭集会を開催

しました。出席者は１３名。テーマ『会員増強のに

ついて』に沿って色々と意見を頂きました。

□職業奉仕委員会 委員長 吉本きよ子

職場例会についてのスケジュールをご案内します。

１３日大広苑出発です。お車はパチンコ屋さんの駐

車場へお停め下さい。費用は22,000円～25,000円の

間になると思います。

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

今後の例会・行事予定
１２月 ５日（木）通常例会・理事会

１２月 ８日（日）創立５５周年

１２月１２日（木）休会

１２月１９日（木）通常例会

１２月２６日（木）休会

２０２０年

１月 ２日（木）休会

１月 ９日（木）新年互礼会



誕生月該当者会員卓話
会員 板本 司

私が生まれたのは1959年、

昭和３４年の１１月１５日

です。１１月１５日生まれ

の有名人と言えば、坂本龍

馬がいます。因みに龍馬は

暗殺されて亡くなったのも

１１月１５日です。とはい

え、そのころは旧暦ですので実際は現在の年末ごろ

のお話しです。

生まれた場所は殆ど記憶になく、そのころのアルバ

ムを見るに、どこかの借家住まいだったと思われま

す。また、そのアルバムの私の写真の下には「末は

博士か大臣か」みたいなことが書いてあったのです

が、その両親の期待に応えられなかったこと、慙愧

に堪えません。

幼稚園に上がるころ新天地に移り、永照幼稚園に通

い、幟町小学校に行きました。幟町小学校は、流川、

薬研堀が学区にあり、夜「パーン」と音がしたかと

思えば、次の朝登校するとき道路にたくさんの血の

跡を見たりしました。その頃は、仁義なき戦いで有

名になったその筋の方々の抗争の激しい時代だった

のです。

その後、中学校に行く頃、吉島に移り、大手町中学

校、舟入高校と通ったのですが、高校卒業時に、進

学・就職ともする気がなく、今でいうフリーターの

ようなことをして、一年間過ごしました。バイトを

してお金が貯まれば、あちらこちらに旅行に出かけ、

又、東京の大学に行った友達のアパートに居候した

りしました。そうこうするうちに、「ツアーコンダ

クター（添乗員）」になりたいと思うようになり、

翌年春、熱海市にあった国際観光専門学校に入学し

ました。この学校の名誉学長は、石原慎太郎氏だっ

たのですが、私の通った２年間一度も見かけること

はありませんでした。

専門学校に通う中で、住み込みで熱海のホテルのナ

イトクラブで働き、生活費を稼いでいたのですが、

そのホテルの人事部長に「おまえうちに就職するな

ら、無試験で入れてやるぞ」と言われ、学校に通う

中で、何度か行った添乗員のバイトで、社員の人か

らも添乗員のしんどさを聞かされていたので、ホテ

ルでもいいかということで、そのホテルに就職する

ことになりました。

そのホテルの名前が熱海後楽園で、東京ドームや遊

園地の後楽園のグループ会社です。このホテルでレ

ストラン、ページボーイ、フロント、総務課人事担

当等１１年間、色々なことを学ばせてもらったので

すが、時間も来たようですので、これ以降の話しは、

又、次の機会にさせていただきます。

理事会報告（１１月）

□日 時 令和元年１０月３１日(木)

□場 所 ホテル大広苑

□出席者 ９名

□議 題

①創立５５周年の件 承認

日時 令和元年１２月８日（日）

例会１８：００ 集合写真１８：０５

式典１８：１５～１８：４５

祝宴１８：４５～２０：１５

②例会出席免除願いの件 夜船正昭会員 承認

③お見舞いの件 夜船正昭会員 承認

④新年互礼会の件 承認

日 時 令和２年1月９日(木）１８時

場 所 ホテル大広苑

登録料 3,000円

⑤次年度ガバナー公式訪問の件 承認

広島空港ＲＣと合同で実施する

⑥退会届の件 承認

佐藤守幸会員１１月末日退会

１１月１３日 第２６７６回

□会員数：２４名（免除者：４名）

□出席者：９名 □欠席者：５名

□メイク：１０名 □出席率：８６．３６％

＜職場例会及び親睦旅行＞

□日 時 １１月１３日（水）～１４日（木）

□場 所 島根原子力発電所見学

□宿 泊 玉造温泉（玉井別館）

□出席者 佐渡、本庄、中川、吉本、木村、鴨宮、

宮本、川崎、板場会員、

大成佳子様、鴨宮良江様、川崎和恵様、

椎原和子様、亀尾善熙様、森弘憲様、

福本淑子様、坂田武文様、尾野剛章様、

尾野多美子様 （計１９名）

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年度地区大会
１０月２７日（日）福山市で開催された地区大会
へ参加しました。
参加者は、宮本会長、木村、大成、三好、福本、
板場会員、事務局、計７名でした。
2020－21年度は防府市で開催されます。

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：ホテル大広苑
１２：００ 昼食（海鮮レストラン四季庵）

１３：２０ 島根原子力ＰＲ館〔到着〕

１３：３０ 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,シャトー弥山

１２：００ 昼食（出雲路ビールレストラン）

１６：２０ 解散：ホテル 大広苑


