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NO. 364

2011〜2012年度
り、在広ＲＣの会員として広島廿日市ＲＣ会員が

どおりの進行でした。祝賀会も定刻の進行でした。

全員登録し、チャーターナイトがどんなものかを

（在広ロータリアン全員登録）
10. 式典の司会は、野村光雄会員とアシスタント

学びました。
4. 広島廿日市ＲＣ認証状伝達式実行委員会が結成
され、実行委員長

NO. 364

町野吉甫、副実行委員長

下原實、式典委員長
三浦孝司、総務委員長

幹事／久保田幸恵

野村光雄、祝賀委員長
森井紀夫

等が任命さ

員参加で

於：広島サンプラザ

会（委員長

親睦から始めよう」にそって親睦委員
中川均）が、同好会、ご夫人同伴イ

ンフォーマル・ミーティング、ご夫 人の会など、

会長時間

前回は、平成7年5月8日の（仮）広島廿日市ＲＣ
2011学年度米山奨学生 呉曉麗
（ご・ぎょうれい）
に
1月分の奨学金を梶田会長よりお渡ししました。

幹事報告
2014-15年度

地区ガバナーノミニー候補者とし

て福山南ロータリークラブ金子克也（かねこ・かつ

1. 例会は、月曜日

8. 10月下旬

町野実行委員長が突然

9.

11月18日（土）いよいよ認証状伝達式当日とな

クヴェーレ吉和のオープンと多忙で欠席されるこ

ました。小ホールでは式典、大ホールでは祝賀

さい。

とがありましたが、そのときは、山本豊特別代表

会、小ホール（式典会場）から大ホール（祝賀会

か三島正義特別代表補佐の点鐘で例会が開かれ

会場）への移動には、会員とご夫人が整列しての

ました。

誘導などのリハーサル、受付（各RCの事務局員

5月5日
（土）夜、現地にてガバナーを囲む夕食会
が、翌5月6日
（日）
に日本人朝食会が開催されま
す。
ご参加をお考えの方は、事務局までお問い合わせ
ください。

96年度

徳山市でのＲＩ第2710地区

太田

泰宏会員 昭和21年1月 5 日 66歳

山根

達則会員 昭和24年1月19日 63歳

スマイルボックス

実行委員長に川̲尚会員が就任されました。

ので、異議がございましたら事務局までご連絡くだ

2. 5月下旬

誕生日祝

入院され、

約800個の記念品などの袋詰めを全会員で行い

ます。

活発に開催されました。

た。

卓話でした。中本会長は、ニュージーランド出張と

5月6日〜9日、国際大会がタイ
・バンコクで開催され

12. チャーターナイト後も、同好会、夜間家族例会が

島廿日市ＲＣの結束力をみせ、ガバナーや在広

会場前のホワイ
トボードに掲示しております

②国際大会ご案内

ました。

エレクト・副会長に石本昭三会員が選出されまし

り、11時に広島サンプラザ大ホール前に集合し、

例会

に、理事役員が認証状伝達式出席のお礼に行き

いのないように定刻開始、定刻閉会をしようb広

廿日市RC会員として参加しました。

中本初代会長の点鐘ではじま

1995〜

地区協議会に理事役員が参加し、筒井

欠席された在広RC会員への記念品

13. 12月の総会で、川u尚会員が次年度会長、会長

り、広島西南ＲＣ会員により「ロータリー情報」の

や）
氏の推薦がありました。

11. 11月16日

特にa式典、祝賀会とも、進行表どおり寸分の違

7. 10月には、徳山市で開催の地区大会に（仮）広島

式（チャーターナイト）に向けてを話します。

が担当）、各会場の来賓席、ロータリアン席など
の指定名札の確認と担当会員があたりました。

★ＲＩ第2710地区グループ７ガバナー補佐
久笠

信雄

様

★グループ６
・
７合同ＩＭ実行委員長
有田

一郎

様

★森井

紀夫さん

★永井

勝康さん

★有田

晴好さん

★河内

正晴さん

ガバナーから新クラブとして、
（仮）広島城南ＲＣ、

★太田

泰宏さん

15時30分より受付開始、式典会場への誘導、16

★澤井

誠さん

（仮）広島廿日市ＲＣが紹介されました。

時定刻どおり点鐘で式典が開始され、17時30分

★近藤

英昭さん

定刻に川u実行委員長の閉会宣言、点鐘で目標

★植田

敏揮さん

3. 6月24日

広島城南ＲＣのチャーターナイトがあ
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満足感

で盛り上がりました。

しました。

ろまでお話ししました。
今回は、11月14日の広島廿日市ＲＣ認証状伝達

①ガバナーノミニ̶

が出来ました。その後の打上げは、当然

ロータリアンをびっくりさせよう。の2点を目標に

創立総会・祝賀会が、広島西南ＲＣの企画に支えら
れて執行され、5月17日にＲＩ加盟が承認されたとこ

おりに進行し、全員でお客様をお見送りすること

員と共に届けに行きました。また、在広RCの例会

舞台、演出、進行に色々とお知恵を頂きました。

紀 夫 会員

田晶子さんで、スクリーンにバラをバックに「100万

た。

者とも顔見知りでしたので、チャーターナイトでの

森井

奥

を在広RC事務局へ10月に入会された有田晴好会

局長など歴任された方で、ＲＣＣのイベント、関係

クラブ研修リーダー

ションは、廿日市高校出身のシャンソン歌手

チャーターナイトに向けて頻繁に開催されまし
6. 町野実行委員長は、元ＲＣＣで報道局長や国際

「広島廿日市ＲＣチャーターナイ
ト」

会は、三浦孝司会員と桑原しおりさん、アトラク

本のバラ」を唱いました。式典、祝賀会とも定刻ど

れました。
5. 7月1日から、2年目がスタートし、会長テーマ「全

話

桑原しおり（RCCテレビ新人アナウンサー）、祝賀
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2011〜2012年度
第723回

2012 年 1 月 30 日

於：広島サンプラザ

NO. 364

2011〜2012年度

じょう えんぎ）
が開催され、
当クラブは後援しており

参加：廿日市ロータリー 山根さん

ます。

ゆうほ

今から回覧を回しますので、前売り券をご購入いた

〜気づき〜

だける方はご協力をお願いします。

会長時間

森田、渡辺、住田、植村、西川

特に問題はなかったが、
サンリブのゲームコーナーに

②南港ＲＣ訪問説明会

は、乳児連れの家族が多かった。道路には、相変わら

本日例会終了後、
この会場にてＪＴＢの方が来られ

ずタバコの吸殻が多い。

て南港ＲＣ訪問説明会を行います。
＜防犯講習会＞

ご参加をよろしくお願いします。

日時：１２月２１日
（水） １０
：
３０〜

卓

場所：坪井公民館

話

参加：植村、住田、稲田、笠井、渡辺、長、

スマイルボックス

2010学年度ロータリー米山奨学生
崔明福
（さい・めいふく）
さんが来日されました。

平塩清種会員から、
ジャズシンガー 木本いず美様のご紹介

〜気づき〜
女性が多く、
よく笑ってくれました。

★青木

秀行さん

新しいシナリオで「貴金属の押し買い詐欺」の寸劇で

★上杉

昌幸さん

のアドリブがとても好評でした。

★松本

猛さん

★藤木

寛さん

★有田

伸治さん

★梶田

滋さん

★河内

正晴さん

★高尾

昌二さん

★太田

泰宏さん

★渡邊

英晶さん

★有田

晴好さん

★藤岡

哲也さん

＜とんど＞
日時：１月８日
（祝） 10：00〜

場所：城山中学校

グランド
内容：豚汁４００食を振舞う
前日準備：餅つき２０キロ

手分けして豚汁の準備

〜気づき〜
豚汁を受け取った人や、犬を連れた人などが、調理し
ているところまで、入りこんでくるので、
とても危険で
す。
開会の前に、入らないように呼びかけて欲しい。
もちを焼く場所や、ぜんざい、豚汁を調理する場所の
レイアウトを考えたほうが良いとおもう。

活動報告
ゆうほRCC ２０１2 １月定例会

ジャズシンガー 木本いず美様

報告書

平成２4年１月１1日
（水）１９
：
３０〜
八幡公民館

・廿日市ロータリークラブ
・ゆうほ

森田、渡辺、住田、長、西川、船木

＜パトロール＆環境保全＞
日時：１２月１６日
（金） １８
：
００〜

３月８日〜４月８日まで 宮島大聖院（みやじまだい

場所：ビッグ〜ローソン〜ダイソー〜八幡交番〜

しょういん）
にて辻村寿三郎人形展（つじむらじゅ

幹事：佐伯さん

副幹

事：大田さん、清水さん
意してほしい
３．
今後の予定
＜薬師マラソンについて＞
日時：２月１１日
（祝） 内容：豚汁、ぜんざいをふるま
う。

サンリブ 〜フタバ図書

さぶろう にんぎょうてん）
清盛無常縁起
（きよもり む
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大藤さん、佐伯さん

１．
ゆうほから

①人形展チケット

来年会長：中井さん

2月１１日のRCC地区大会ようにジャンパーを７名分用

<出席者＞

幹事報告

２．
廿日市ロータリークラブから
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2011〜2012年度

＜ふれあい隊決起大会について＞

したけれど、生きる希望や、生活の意欲に、いさ

日時：
２月１９日
（日）

さかも変化は無い。嘆くから見えなくなった事が不

内容：大型紙芝居と、高齢者むけの防犯寸劇を３０

幸に思えるのだ。その不幸を乗り切ろうとして、前

プラス思考と肯定思考

分程度で行う。

紹介会員名：文芸叙情派

４．
その他

向きに、あるいはプラス思考にとなってしまう。こ
平塩清種

の見えないという事を不幸と思わない発想、すなわ
ち

＜腹話術人形のメンテナンスについて＞

私の友達に今、闘病生活を送っている人がいま

今迄見えていた

という事に感謝する心がわく

と、見えなくなった事は決して不幸ではないんだ。

＊ゆうくんの目の動きが悪い、顔のよごれが気にな

す。

生まれた時から視力の無い人は、山も川も星の輝

る。

交通事故に遭い、頭を強く打って視神経に異常を

きすら見たことが無いから、感覚でしかとらえられ

＊りりーさんのあごの動きがスムーズでない。
くびがぬ

きたし、ほとんどの視力を失いました。私はお見

ないのかと思うけれど、私の場合、今日まで６０年

けるなど

舞いに行った時、彼を励ますつもりでこう言いまし

間も、色も鮮やかな花や野原や木々の彩りも見てき

た。

たし、見知らぬ町々の歴史の流れも体験した。そし

気になる点があり、
メンテナンスに出すことにしまし
た。

「嘆いたり、苦しがったり、悲観したりなどのマ

て愛する妻や子供の顔もしっかり心にやきついてい

イナス思考からは決して脱出の糸口は見つからな

る。そういうことからすると、何と私は幸せなんだ

＊環境保全と定例会を同じ日にしてはどうかいう意

い。私には出来る、明日にはきっとという希望があ

ろうということになる。これからは、今迄見てきた

見があり、検討します。

る。また、幸せになれるなどのプラス思考こそ病と

事をしっかり脳裏に刻みこみ、目ではなく、心の

闘う活力となるのだ。だから君は頑張れ」とこん

目で素直に世の中を見てみようと思う。物事は目で

な意味の事を情熱を持って話し伝えた。彼はしば

はなく、心で見れるいいチャンスを与えてもらった

らく沈黙したあとポツリと言いました。

と、むしろ感謝している｡」

２０１２年最初のタブリエクラブは１月２６日に
開催されました

ロータリーひとくちメモ⑬

5．
次回は
１／20
（金）
１月
：
００〜
環境保全 １８
2月
定例会

2／8
（水）
１９
：
３０〜

集合：ザ・ビッグ五日市店
たこ焼き店前、名札持参
防犯ベストあり
場所：八幡公民館

2／17
（金） 集合：ザ・ビッグ五日市店
2月
たこ焼き店前、名札持参
：
００〜
環境保全 １８
変更の場合も 防犯ベストあり
あり

会合の種類（３−１）
（１）
例会
一般に、
ロータリークラブの例会は、毎週１回定

彼はこう言って、穏やかに微笑みました。あるが

私は、彼のこの言葉の前で返す言葉もなく、無言

ままを受け入れる発想、すなわち肯定思考の偉大

でした。

なる力を私はこの時初めて知りました。

められた曜日の１２時３０分から１時３０分まで開

突然の事故で視力を失ったＡ君は、もう二度と

凡人は時として、自分にとって都合のよい事は心よ

催されます。
ただしクラブによっては、開催時間が

降る雪の白さも、雪がどれくらい積もったかも見え

しとして受け入れるが、都合の悪い事は排除したく

なし、故里の山々が、四季の中で美しく移り変わ

なるものです｡都合の良い事も悪いことも、 これで

るさまも見る事が出来ないのです。そして、老ゆく

いい

我が身、我が姿さえも確認出来なくなってしまいま

が完成された時、人はこんなにも堂々と、こんなに

した。今迄のように自由にやりたい事も叶わず、

も崇高な考え方が出来るようになれるのです。

見たい物や見たい所があっても、もう見る事が出来

皆様が今、辛い事や、悲しい事があって、なかな

ないのです。一人では自由に活動できなくなってし

か抜け出せないでいたら、考えてみたい発想のひと

まいました。もし私が突然にそんな状況におかれ

つではないかと思うので すが、いかがでしょう

た場合、どうするだろうか。恐らく我が身の不幸を

か・・・・。

違っていたり、早朝や夜間の例会もあります。
（２）
定例理事会
毎月開催される理事役員による会合です

ダブリエクラブ

「プラス思考、考えただけでマイナス思考」・・・

（３）
年次総会
クラブの年次総会は、毎年１２月中に開催さ
れ、次年度の理事の選挙が行われます。
（４）
臨時総会
クラブの臨時総会は、通年ロータリーの年度は
じめの７月に開催され、前年度の決算報告と当
年度の予算案について審議が行われます。
（５）
インフォーマルミーティング
（Informal Meeting)
家庭集会と訳されていますが、
これは「ロータリ
アンの家庭で会合を持つ」
ということです。年に
数回開催されます。

嘆き、しぱらくは立ち直れない

これでいいんだ

と、受け入れる人広い心

「いろいろ教えてもらいありがとう」と言って私は病

のではないかと考えてしまいます。こんなふうに考

室を後にしました。

えていた私でしたから、お見舞いの時の言葉が前

見上げた空は、あまりに赤く、あまりに鮮やかな夕

向きにという励ましの言葉となってしまいました。

焼けでした。

暫くの沈黙の後、彼は静かに、そして、はっき

彼は今、この景色を心で見ている。

りと言いました。
「私は現在の状況（視力が無くなった事）を決し

平成２４年１月３０日

て嘆いてはいない。正直言って医師から視力回復
の見込みは０％と言われた時､一瞬戸惑い、落胆も
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