
各会員各記念日（１月）

□会員誕生日 田中 幸俊

□配偶者誕生日 福本 博之 田中 幸俊

山根 積

□事業所創立 福本 博之 川崎 俊和

１２月１９日 第２６８０回
□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□会員数：２３名（免除者：３名）

□出席者：１５名 □欠席者： ２名

□メイク： ６名 □出席率：９５．４５％

スマイルボックス

□特別スマイル

・創立５５周年無事終了しました。皆様のご協力に

感謝申し上げます。 （鴨宮弘宜）

・羅東クラブの御来訪に感謝。５５周年記念式典が

終了しホッとしています。 （久藤孝仁）

・１２月８日忘年家族例会、羅東クラブの歓迎無事

終えました。有難うございました。感謝します。

（宮本和彦）

・創立５５周年で永年在籍表彰頂きました。

（佐渡文武）

・永年在籍表彰御礼 （大森 寛）

・永年在籍表彰御礼 （金澤節生）

・令和元年最後のスマイルです。

会員増強頑張ります!! （堀越賢二）

会 長 の 時 間 会長 宮本 和彦

前半を振り返るに関連して平

成の時代を思い返しますと、

一つには大きな災害が起こっ

た時代という印象があります。

マスコミ報道によるところも

多々ありますが、災害という

のはどの時代にもあったわけ

で、特別に大きな災害が起こった時代というのは当

てはまらないという気がします。

もう一つには、戦争を起こさなかった時代である。

明治、大正、昭和と戦争がありました。唯一、平成

は戦争を起こさなかった時代でした。このことを逆

に振り返ると、平穏な日々が毎日訪れてくるという

幸せを、そこを自覚できるような時代であったと認

識しています。

さて、竹原ロータリークラブに目を移しますと、現

在の状況は役員・理事の選出にも困難を極めており

ます。会員の減少というのが一番の原因ですが、新

会員が増えれば解決する問題ではなく、ロータリー

を知って、経験を積んで良さや必要性が分かってき

て初めてロータリアンとして活躍できるものです。

本日のプログラム １月２３日 次週のプログラム １月３０日

誕生祝・各会員各記念日祝

誕生月該当者会員卓話

中間決算報告

クラブアッセンブリー

【２０１９年１２月１９日 第２６８０回 例会記録 】
【２０２０年 １月 ９日 第２６８１回 例会記録 】
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先ずは現会員の皆さんの誰もがどの役職に就かれて

も後輩ロータリアンの良き手本となって頂きたいと

思っています。５０周年からこの５年間で志半ばで

亡くなられて会員や、退会を余儀なくされた会員の

穴を埋める気概を持つことが大事ではないでしょう

か。

委 員 会 報 告

□創立５５周年実行委員会 委員長 鴨宮 弘宜

５５周年式典無事終えることが出来ました。皆様方

には感謝申し上げます。

羅東から１２名参加して頂き楽しく過ごして頂きま

した。皆様方の御協力有難うございました。

前半を振り返って
会長 宮本 和彦

会長年度を迎えるにあたって、次年度は竹原ロータ

リークラブ創立５５周年の事業であるということで

不安を抱えて臨むことになりました。

周年事業としては未だ完結しておりませんが、１２

月８日には羅東ロータリークラブを招いて家族と共

に祝賀の宴を開き、皆さんの御協力により無事に執

り行うことが出来ました。感謝致します。

９月１９日にはガバナー公式訪問がありました。広

島空港ＲＣとの初めての合同開催で画期的な出来事

の一つだと思っています。新鮮さと多人数でのクラ

ブフォーラムは大変有意義な公式訪問だったのでは

ないでしょうか。その他では、ＲＩ2019年規定審議

会において「欠席のメイクアップに関する規定を改

正する件」と「クラブ構成を改正し、職業分類の制

限を廃止する件」が通達されました。

もう一度５５周年記念事業に戻りますと、会員同士

各委員会同士のコミュニケーションは不可欠である

と感じました。役員と会員の距離を縮めていかない

と組織は維持できないと思います。私達は一人一人

で力を発揮するには限りがあります。しかし、皆で

集まって集団となれば見事に機能するものです。

５５年続いてきた竹原ロータリークラブは地域に信

頼されてこそ成り立つボランティア団体です。これ

を私たちの先輩が築き上げ存続し続けられたのは、

一方では数の原理、数の力で補えたのではと思って

います。

残り半分の期間となりましたが、会員みんなの力で

会員増強とクラブの活性化に取り組むべきだと痛感

しております。

前半期を振り返ってお話しさせて頂きましたが、そ

のほかの事は週報に逐一掲載されておりますので割

愛させて頂きました。

臨時理事会報告

□日 時 令和元年１２月１９日(木)

□場 所 ホテル大広苑

□出席者 ５名

□議 題

①退会届の件 承認

②竹原青年会議所新春互礼会の件 承認

日 時 令和２年１月１１日（土）

場 所 ホテル大広苑

御 祝 １０，０００円

③第１２期RLI-2710分科会研修パート１ 承認

日 時 令和２年１月２６日（日）

場 所 広島YMCA国際文化センター

登録料 １０，０００円

④事務局年末年始の件 承認

１２月２８日（土）～１月６日（月）

１月９日 第２６８１回
新年互礼会：ホテル大広苑

□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□会員数：２０名（免除者：２名）

□出席者：１６名 □欠席者： ３名

□メイク： １名 □出席率：８９．４７％

幹 事 報 告 幹事 山根 積

・１月１６日は休会です。次回の例会は２３日（木）

です。

スマイルボックス

□年賀状…宮本、佐渡、鴨宮、三好
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会 長 の 時 間 会長 宮本 和彦

新年あけましておめでとうござ

います。

皆様におかれましては、清々し

く令和初の新年をお迎えのこと

とお慶び申し上げます。昨年は

竹原ロータリークラブにおいて

大変厳しい一年であったと認識

しております。想定外の退会者

により存続の危機感を持ったのは私だけではないで

しょう。

さて、令和２年は干支で申しますと、「庚子（かの

えね）」です。どのような年になるか調べてみます

と、「庚」は成長が終わった状態を指し、「子」は

まだ種の状態で、これから芽が出始めようとしてい

る時期を表すそうです。

つまり、「庚子」とは、次の成長の波を作り始める

年にあたると云えます。今年は、今後の成長のため

の準備期間と捉え、今こそ会員全員が同一認識を持

ち、同一行動をとるべき時だと思います。力を合わ

せて地域に対する奉仕活動を情熱と誠意を以って続

けていくことしか道はないと思います。一緒になっ

て取り組み、素晴らしい一年にしようではありませ

んか!!

皆様の御健勝と御活躍、竹原ロータリークラブの益々

の発展を祈念いたしまして新年の御挨拶と致します。

年祝い（干支：子年）

大森 寛会員,吉本きよ子会員
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