①地区大会

会員組織常任委員会 理事

大藤 良治

10月16日
（日）柳井におきまして、地区大会が開催
されます。
出欠の回覧をまわしておりますので、
ご記入をお
願いします。
②インフォーマル・ミーティング
（野球観戦）
8月10日
（木）
マツダスタジアムにて、
ヤクルト戦を観
戦します。

会員

佐伯敬男 会員 記念日８月25日
梶田会長より授与

8/15（月）は、休会です。次回の例会は、

佐伯

敬男

会員

（1）地区数 34地区 （３ゾーン）
（2）クラブ数 2,298クラブ
（3）会員数 90,348人 （女性会員 115人）
前年度 入会者279人、退会者320人
−41人

越し下さい。
次週

御手洗川清掃の報告

社会奉仕担当
１．組織の現状（2710地区 2011.6.30現在）

お渡ししたチケットで入場し、パーティールームにお
③次回の例会

水保全活動

今回で七回目の御手洗川清掃活動の実行日に
なりました。
８月７日は蒸し暑い朝でありましたが会員11
名が参加されました又、ゆうほRCCからは稲田
会長はじめ４名が参加されました、地域の人も

２．重点
（1）若い会員（45歳未満）

8/22（月）
となりますので、
お間違いのないようお

（2）女性会員

願いします。

（3）職業分類未充填（30業種）の充填

宮内地区コミュニティの石塚会長はじめ４０名
余りの人が参加されました。そして暑い中大粒
の汗を流して頑張っておられました。
活動の中で草刈が大変な作業になりますので
草刈り機があればと思い梶田会長に相談して理

３．会員増強・会員維持の方策
（1）魅力あるクラブ運営を行う。
（2）会員（家族）相互の友情の絆を更に強
める。
（3）クラブ研修を充実、強化する。

事会で協議してもらい承認していただき宮内地
区コミュニティに８月７日贈呈しました。次回
からは使わしていただきますと大変喜んでおら
れました。
又ふれあいチャンネルの製作部の小林さんが
来られて活動状況を取材されて帰られました。

４．会員増強・会員維持の基本的な考え方
（1）ロータリーの最大の財産は会員であり、
会員増強・会員維持は、
ロータリアンの最大の奉仕である。
（2）会員増強・会員維持は、組織の体力を
強化して健全な財政基盤を確立し、充
実した奉仕活動を維持するための必須
条件である。

理事会報告を中井克洋副会長より報告

これからも継続事業はつづけて行くところに意
味があると思いますので、これからもよろしく
お願いします。参加された方には朝早くから御
苦労さまでした。

予定卓話者

草刈機贈呈式

2011年 8月29日
（月）
安田女子大学 名誉教授 川瀬 敬子 様
9月12日
（月）
行者山 太光寺 住職 東 和空 様
9月26日
（月）
小原流 いけばな教授会 芸術学博士
鈴木 栄子 様
10月24日
（月）
県立広島病院 緩和ケア病棟
病棟長、医学博士 本家 好文 様
11月14日
（月） キャリアアップアカデミー
主宰 盛矢 澄香 様
11月14日
（月） 呆け老人を支える会
会長 村上 啓子 様
12月5日
（月） 広島県議会 議長 林 正夫 様

宮内橋南側ビフォー

クラブ研修リーダー

森井

紀夫

会員

広島廿日市RCは、平成7年5月8日
（月）に創立、
同年5月17日にＲ1加盟承認され、同年11月18
日に認証状伝達式を行いました。
創立前は、創立9年目の広島西南RCが地区拡
大へ意欲をもやされ、平成6年8月2日、在広ロー

2012年 1月30日
（月）
ジャズシンガー 木本いず美 様
2月13日
（月） 広島パークヒル病院・西広島ホスピス
ホスピス長 城仙 泰一郎 様
2月20日
（月） 広島大学大学院 総合診療医学
准教授 佐伯 俊成 様
2月27日
（月） 日宇那高校
教頭 松本 慶子 様
3月12日
（月） 鈴木三重吉「赤い鳥の会」
会長、歯科医師 長崎 昭憲 様
4月16日
（月）
広島邦楽連盟会長、広島文化協会理事
福盛 智子 様
5月14日
（月）
元広島市文化財団理事長、安田大学講師
吉中 康麿 様
5月28日
（月） 中国地方を代表するヴィオラ奏者
沖田 孝司 様
6月11日
（月） 「小さな優しさ叙情コンサート」
築島 由枝 様
鍵谷 敬子 様

宮内橋南側アフター
集合写真

宮内橋北側ビフォー

タリー11ＲＣの会長・幹事と筒井Ｇを囲む会で、
廿日市市を中心として新クラブの結成のスポ
ンサーになる旨検討することを発表された。
平成6年9月に新クラブ創設検討委員会を立
ち上げられ、また、筒井Ｇが広島西南ＲＣ山
本豊会員を新クラブの「特別代表」に任命さ
れた。
さらに、新クラブ設立準備委員会、新クラ
ブ設立実行委員会と移行され
①新クラブの名称と例会場
②例会日と創立総会の日時、場所の決定
③事務局と事務局員
④バナー
などを協議され同年2月28日の第2回の合同会
議で①キーマンの増員について

②理事役員

の内定などを協議された。
平成7年3月8日の第3回の合同会議からキー
マン（中本利夫氏、町野吉甫氏、土居洋稔氏、
三浦孝司氏）に藤岡哲也氏、有田伸治氏、森

①次回の例会

プログラム委員長 平塩

清種

会員

今後の外部卓話者の説明をして頂きました。

次週は、外部卓話で会員奥様にも例会へお越

①創立会員の選考状況 ②入会金、年会費

しいただくように案内を出しております。未

③新クラブ設備用具とバナーなどについて

回答の方が多いのですので、ご出欠を事務局

同年3月15日 第4回合同会議

までご連絡ください。

①各委員会、委員長内定
同年3月30日 第5回合同会議

心をテーマに、幅広い分野の様々な卓話者を
宮内橋北側アフター

お迎えする事が決まっています。

井紀夫が追加され、キーマンが7名となった。

①創立総会式次第の検討 ②予算について
★森井 紀夫さん

③創立総会実行委員会メンバーの決定

平成7年4月4日（火） 広島西南ＲＣ第418回例
会と理事役員会の見学と相談会に理事役員内

とがよくあります。今の世の中はこのような

定の

病んだ心で溢れているのかもしれません。こ
ロータリーの定義（2-2）

会長理事 中本利夫

んな私の心にも大きく作用し、人としてのあ

ロータリーの創始者・ポールハウスは組織が拡大

り方を考えさせてくれた作品です。その作品

幹 事 土居洋稔

するにつれてロータリーの目的を「超我の奉仕」の

とは実話をモデルとした小説『塩狩峠』です。

副幹事 有田伸治

理想におきました。ロータリーは、人種・信仰・政治的

（1973年映画化）

理 事 森井紀夫（社会奉仕部門）

信条に関わりなく、すべての民族すべての国々が

理 事 三浦孝司（国際奉仕部門）

平和と友好の雰囲気の内に集えるように努めていま

副会長 理事 町野吉甫（クラブ奉仕部門）

理 事 藤岡哲也（社会奉仕部門）

す。

理 事 下原 實（S.A.A.）
会 計 三木武彦
以上が出席する。
平成7年4月18日（火）広島西南ＲＣ第420回
例会とクラブ協議会の見学と懇談会
平成7年4月24日（月）
（仮）広島廿日市ＲＣ「仮
例会」於 広島サンプラザ 山本豊 特別代表 点鐘
平成7年5月8日（月）（仮）広島廿日市ＲＣ
創立総会・祝賀会開催
筒井Ｇ、在広ロータリー12ＲＣ会長・幹事

「2009-10年度国際親善奨学生
奥広啓太さんの近況報告」

平成7年11月18日（土）16：00〜

一時帰国のご連絡が遅れて申し訳ありま

於

広島

サンプラザ
広島廿日市ＲＣ認証状伝達式 ザブホール
広島廿日市ＲＣ認証状祝賀会 メインホール

その青年はいつまで待っても式場に姿を見せ
ません。そんな時、近くの塩狩峠で列車の事

「奉仕」という共通の目的をめざすロータリアンを

故があったという知らせが届きます。列車の

結びつける絆は、
親睦であり、
友愛の心なのです。
ロー

連結器が離れて主人公を乗せた最後の客車が

タリアンは自己のクラブの活動とは別に、個人として

峠を逆方向に下り、このまま行けば脱線する

どのような場所であれ、方法であれ、
あらゆる機会を

局面。列車の他の乗客の命が危ないという時に、

とらえて奉仕するよう勧めています。ロータリアンは自

青年が列車を止めるために自ら線路に飛び降り、

己の職場あるいは居住する地域社会において、奉

列車はその青年の身体の上に乗り上げてよう

仕の機会をとらえて活用するように努力しなければ
なりません。ロータリアンは、国際的な友好団体の会

やく止まりました。乗客は全員無事であったが、
その青年は亡くなるという悲しい結末の小説
です。

ロータリアンは、
いかなる宗教的、政治的信条を持と
うとも、問題にされることはありません。そして、母国

せん。

島廿日市ＲＣ会員出席

婚することになりました。しかし結婚式の当日、

員として、
さまざまな条件を改善する機会が得られます。

於 広島サンプラザ
広島西南ＲＣ新クラブ設立実行委員会委員広

あらすじは、主人公の青年が恋に堕ち、結

今年はビザ延長のための書類の到着が遅
れ、ロータリー会員の皆様のもとにお礼を

に忠誠を尽し、
自己の宗教的な信念に忠実であるこ
とを求められています。

述べにお伺いするスケジュールを確保する

広報活動の新しい試みとしてYoutubeに当クラブ

ことができませんでした。

のアカウントを取得し、ふれあいチャンネルで放送され

私はもう一年、アメリカ合衆国のニュー

た朴勝恵の特集を公開しています。Youtubeにアクセ

ヨーク州オルバニー市に滞在し、博士論文

スし「廿日市ロータリークラブ」で検索すれば見ること

のための研究を続けることに致しました。

がでます。スマートフォンなどQRコードを読込んで動画

私の国際親善奨学生としての正式な任期は

このコーナーでは心にプラスに作用する映画

終わりましたが、引き続き使命感を持って

や音楽を会員に紹介して頂こうと思っていま

勉学と現地の人々との交流に努めるつもり

す。

です。

良い作品に出会え、会員の新しい一面が分か

また来年、皆様から頂いた機会への感謝

るかもしれません。

小説

ロータリー会員の皆様にはよろしくお伝

『塩狩峠』
紹介会員名

植田敏揮

えください。
『自分だけが良ければいい・・』心の中のど

それでは失礼致します。
奥広啓太

ってみてください。
今後も当クラブの活動の動画をYoutubeに載せて

の気持ちと留学の成果をご報告に伺わせて
いただきたいと思います。

を視聴可能な携帯をお持ちの方はこのQRコードを使

こかで そのような自己中心的な考えになるこ

行きたいと思っています。

