★森井

紀夫さん

★梶田

滋さん

★平塩

清種さん

★太田

泰宏さん

★藤木

寛さん

★澤井

誠さん

★有田

伸治さん

ピアノ
吉田 仁美 様
トランペット 村上 俊也 様

ところで、｢社会奉仕」
と
「職業奉仕」の違いが良く

ナー補佐に就任され、
そのバックアップが期待されてい

分からないということをよく耳にします。｢社会奉仕」
と

るので、
その点もがんばらなければならないと思ってい

「職業奉仕」の違いは何かと言えば、無償で行うか、
有償で行うかの違いになります。私の仕事で言えば、

広報常任理事
清水

ます。

理也

会員

さらに次年度においては、
９月には宮島において

無料税務相談が「社会奉仕」であり、事務所で有料

ＲＹＬＡを当クラブが主催することになっていますが、
そ

初めて委員長をやらせて頂きまし

で行う税務相談が「職業奉仕」になります。
「四つの

れと平行して再来年度実施の「未来の夢計画」の具

て今年度の始めはプレッシャーをか

テスト」は、
これらの奉仕活動を行う際の行動規範に

体的内容を１０月までにだいたい確定させることが必要

なり感じていましたが、実際に始まってしまうと分からな

なります。

となりました。

いなりに試行錯誤をしながら１年間務めることができまし

当クラブは、今年度は退会者がゼロ、入会3名、現

そのため次年度は、
ＲＹＬＡ実行委員長であり、
ロータ

た。
いろいろ反省すべき点が多く会報の配布が遅れた

在37名の会員数です。40名までもう少しのところにき

リー財団理事でもある河内会員をはじめとして会員の

り校正ミスがあったりと多々ご迷惑をかけました。
しかし

ています。
しかし、会員数だけを目標にするのではなく、

皆様に例年以上にお力をお借りしなければなりませ

youtubeでクラブ活動の動画配信を試した事はチャレン

ん。

ジも出来たのかなと満足感もあります。活動では会報の

「職業奉仕」
を実践できる、倫理観の高い人に入会
していただきたいと思います。
以上で会長時間といたします。

退任あいさつとはいいながら、次年度のお願いが大

作成作業の比重が大きく原稿を揃える作業がなにより

半になりましたが、皆様におかれましては、一層のご指

心配な事でしたが１年を通して梶田会長や森井さんを

導ご助力をいただきますようよろしくお願い申し上げま

始め沢山の会員の方々に協力していただいた事を心よ

す。

り感謝しています。
そして広報チームとして多大なサポー
トして頂いた上杉さんと事務局の檀さんには深く感謝し

①ライラ実行委員会
本日例会終了後、この会場にてライラ実行委員

会員組織常任

理事

大藤 良治

会員

会 会合を開催します。

奉仕プロジェクト常任理事

ご関係の方はご参集ください。

会員の皆様には、
この１年間、

②次回例会について

梶田
梶田会長よりお礼のお言葉、謝礼授与

会長

先月5月28日
（月）
に、大之木ガバナーエレクトを囲
む会に出席しました。
この囲む会は、
ガバナー補佐が

①次年度理事会
本日例会終了後13：40〜

滋

主催し、次年度会長・幹事が出席することになりま

3階「はごろもの間」に

永井

勝康

会員

会員増強・維持及び会員研修に

次回の例会は、6/22（月）三井ガーデンホテルに

中井克洋副会長から理事会の報告

ています。
ありがとうございました。

て最終夜間例会を開催します。

格別のご支援、
ご協力を賜りありがとうございました。
ご承知のとおり、本年度は会員数34名でスタートしま

出欠表をボックスへ入れておりますので、変更が
ございましたら事務局までご連絡ください。
6月25日（月）は、例会はありません。

奉仕プロジェクト
（職業奉仕、国
際奉仕）、長期プロジェクト
（社会奉

したが、6月18日現在純増3名、会員数37名と年度当

仕）
、
インターアクト、新世代奉仕、
ＲＣＣの各委員会の皆

初の純増目標を大幅に上回ることができました。

様、一年間本当に頑張っていただきありがとうございまし

増強の主な理由といたしましては、会員の皆様がク

た。
お陰様で充実した奉仕活動が出来たと心より感謝

す。今年度会長は出席する必要がないのですが、

ラブ会長テーマと事業計画を確実に実行し、適正なク

申し上げます。来年度も身が続く限り協力しますのでど

おきまして、次年度理事会を行います。ご関係者

藤岡

哲也

会員

記念日

6月28日

私は、永井次年度ガバナー補佐の補佐幹事の立場

ラブ運営が行われた結果であると確信しております。

うぞお声をかけてください。
ありがとうございました。

はご参集ください。

植田

敏揮

会員

記念日

6月25日

で出席してきました。

おめでとうございます。

大之木ガバナーエレクトは、
「 職業奉仕」による他
の奉仕団体との差別化を強調されていました。
ライオ

具体的には、退会者が無かったこと、例会及び会報
会長エレクト
・副会長
中井

克洋

会員

ンズクラブ、
キワニスクラブ、
ソロプチミストなどの奉仕
団体がありますが、
このような他の団体とロータリーク
ラブとの最も大きな違いは、
「職業奉仕」の存在にな
ります。

平塩清種会員から吉田仁美様と村上俊也様のご紹介

記念品授与・・・梶田会長より2名へ授与

等を活用したロータリー情報の積極的な提供、卓話の
充実及び家族参加の例会、同好会等によるものと思

ロータリー財団常任理事
河内

正晴

会員

います。
今年１年間は副会長として、
梶田会長のそばで会長のお仕

最後になりましたが、
当委員会委員の皆様のお力添

今年度１年間、皆様のご協力によ

えに心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。

り、役目を果たすことができ、
ありがと
うございます。財団も2017年には100周年を迎えるた

事ぶりを勉強させていただきました。梶田会長につい

め、来年度より未来の夢計画を実行されます。寄付金

「職業奉仕」については、昨年8月29日の会長時

て感じたことは、
ロータリーのことについてとてもよく勉

間でお話しましたが、職業倫理そのものであろうと思

強されておられるとともに、理事会などにおいても膨大

います。
その時、
ロータリーとは何かという時、
「ロータ

な資料を全てチェックもしていることです。
なかなかそ

具体的な準備作業が重要であると思い、会員全員参

リーとは、高い職業モラル・倫理観を持った職業人

こまでできるか自信がありませんが、
がんばります。

加でプロジェクトの概要を進めたいと思います。

の集まりである」
とお話しております。

また次年度は当クラブより永井会員が地区ガバ

クラブ管理運営常任理事
高尾

昌二

会員

への理解を深めつつ、
当クラブとしての新プロジェクトの

ところで、｢社会奉仕」
と
「職業奉仕」の違いが良く

ナー補佐に就任され、
そのバックアップが期待されてい

分からないということをよく耳にします。｢社会奉仕」
と

るので、
その点もがんばらなければならないと思ってい

「職業奉仕」の違いは何かと言えば、無償で行うか、
有償で行うかの違いになります。私の仕事で言えば、

広報常任理事
清水

ます。

理也

S.A.A.委員長
会員

さらに次年度においては、
９月には宮島において

植田

テスト」は、
これらの奉仕活動を行う際の行動規範に

体的内容を１０月までにだいたい確定させることが必要

なり感じていましたが、実際に始まってしまうと分からな

なります。

となりました。

いなりに試行錯誤をしながら１年間務めることができまし

会員皆様のご協力により無事、
目標達成することが

た。
いろいろ反省すべき点が多く会報の配布が遅れた

でき、感謝申し上げます。委員長としていたらぬ私を委

リー財団理事でもある河内会員をはじめとして会員の

り校正ミスがあったりと多々ご迷惑をかけました。
しかし

員会の皆様のおかげで円滑な委員会が運営できまし

皆様に例年以上にお力をお借りしなければなりませ

youtubeでクラブ活動の動画配信を試した事はチャレン

たこと、感謝申し上げます。
ありがとうございました。

ん。

ジも出来たのかなと満足感もあります。活動では会報の

幹事を引き受けてもらえないかと

退任あいさつとはいいながら、次年度のお願いが大

作成作業の比重が大きく原稿を揃える作業がなにより

突然の打診の電話があり、
「エー、私がですか？」
と、
とま

半になりましたが、皆様におかれましては、一層のご指

心配な事でしたが１年を通して梶田会長や森井さんを

導ご助力をいただきますようよろしくお願い申し上げま

始め沢山の会員の方々に協力していただいた事を心よ

す。

り感謝しています。
そして広報チームとして多大なサポー

そのため次年度は、
ＲＹＬＡ実行委員長であり、
ロータ

トして頂いた上杉さんと事務局の檀さんには深く感謝し
①ライラ実行委員会
本日例会終了後、この会場にてライラ実行委員

会員組織常任

理事

大藤 良治

会員

会 会合を開催します。
会員の皆様には、
この１年間、

②次回例会について

永井

勝康

会員

会員増強・維持及び会員研修に

次回の例会は、6/22（月）三井ガーデンホテルに
て最終夜間例会を開催します。
ございましたら事務局までご連絡ください。
6月25日（月）は、例会はありません。

私は、永井次年度ガバナー補佐の補佐幹事の立場
で出席してきました。
中井

克洋

会員

ンズクラブ、
キワニスクラブ、
ソロプチミストなどの奉仕

させていただきありがとうございま
した。

青木

秀行

幹事

２０１１年の初春、梶田会長より

どいながら引き受けることにしました。梶田会長は、
ご多

会計委員長
会員

忙の身でありながら
「ロータリー」についてよく勉強をさ
れ、頼りがいのある
「責任感の塊のような人」です。又、

会計担当を仰せつかりました

幹事経験豊富な、松野副幹事には色々教えていただ

が、
この１年すべて順調に推移し、何ら悩ましい出来事

き、若い植田副幹事にはよく動いていただきました。
そし

も、手を加えることもなく任期を無事終了することができ

て会員の皆様には、今年度の会長テーマ「広い心、豊

ました。
これもすべて梶田会長の会計力と久保田幹事

かな心」
をもって温かくご支援していただき、心から御礼

の倹約力、並びに檀さんの事務力によるものでした。本

申し上げます。

当にお世話になりありがとうございました。

月一回１３Ｒの幹事が集まり開催される合同幹事会、

また、今期は会員数が増加したことにより収入面の

際奉仕）、長期プロジェクト
（社会奉

健全性が高まり、
より安定的な会運営が可能になって

です。幹事になり理事役員会に参加して感じたのは、

したが、6月18日現在純増3名、会員数37名と年度当

仕）
、
インターアクト、新世代奉仕、
ＲＣＣの各委員会の皆

きました。今後は大きな奉仕活動に予算が組めるので

寄付の多さです。
ロータリークラブとは寄付団体であると

初の純増目標を大幅に上回ることができました。

様、一年間本当に頑張っていただきありがとうございまし

はないかと考えます。次期執行部には意味ある奉仕活

認識いたしましたが、会員の皆様は、
自分のお金がどこ

た。
お陰様で充実した奉仕活動が出来たと心より感謝

動を計画し、実行していただくことを期待しています。

に寄付されているのか理解されていない方が多いいと

格別のご支援、
ご協力を賜りありがとうございました。

増強の主な理由といたしましては、会員の皆様がク

ようやく和やかな雰囲気になれたこの頃ですがお別れ

ラブ会長テーマと事業計画を確実に実行し、適正なク

申し上げます。来年度も身が続く限り協力しますのでど

思いますので、
これからは、皆様に分かりやすい言葉で

ラブ運営が行われた結果であると確信しております。

うぞお声をかけてください。
ありがとうございました。

説明して理解をして頂かないといけないのではないか

具体的には、退会者が無かったこと、例会及び会報
会長エレクト
・副会長

本年度、S.A.A.委員長を務め

奉仕プロジェクト
（職業奉仕、国

ご承知のとおり、本年度は会員数34名でスタートしま

出欠表をボックスへ入れておりますので、変更が

す。今年度会長は出席する必要がないのですが、

の奉仕団体との差別化を強調されていました。
ライオ

ています。
ありがとうございました。
奉仕プロジェクト常任理事

ご関係の方はご参集ください。

大之木ガバナーエレクトは、
「 職業奉仕」による他

会員

て今年度の始めはプレッシャーをか

以上で会長時間といたします。

主催し、次年度会長・幹事が出席することになりま

久保田幸恵

れと平行して再来年度実施の「未来の夢計画」の具

していただきたいと思います。

む会に出席しました。
この囲む会は、
ガバナー補佐が

会員

で行う税務相談が「職業奉仕」になります。
「四つの

「職業奉仕」
を実践できる、倫理観の高い人に入会

先月5月28日
（月）
に、大之木ガバナーエレクトを囲

敏揮

ＲＹＬＡを当クラブが主催することになっていますが、
そ

ています。
しかし、会員数だけを目標にするのではなく、

会長

副幹事

会員

無料税務相談が「社会奉仕」であり、事務所で有料

在37名の会員数です。40名までもう少しのところにき

滋

篤敬

初めて委員長をやらせて頂きまし

当クラブは、今年度は退会者がゼロ、入会3名、現

梶田

吉野

等を活用したロータリー情報の積極的な提供、卓話の
充実及び家族参加の例会、同好会等によるものと思

と思いました。無事に終わりそうです。皆様ありがとうご

副幹事
ロータリー財団常任理事
河内

正晴

松野

正信

会員

会員

います。

ざいました。
そして最後になりましたが、檀さんありがと
う。

梶田会長、久保田幹事のもと

最後になりましたが、
当委員会委員の皆様のお力添

今年度１年間、皆様のご協力によ

１年間つつがなく終えることができました。皆様のご協

えに心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。

り、役目を果たすことができ、
ありがと

力に感謝申し上げます。
３回目の副幹事とゆう事で、今

事ぶりを勉強させていただきました。梶田会長につい

うございます。財団も2017年には100周年を迎えるた

★梶田

滋さん

★中井

克洋さん

年度は若い植田副幹事を全面に押し出し頑張ってい

め、来年度より未来の夢計画を実行されます。寄付金

★森井

紀夫さん

★有田

伸治さん

「職業奉仕」については、昨年8月29日の会長時

て感じたことは、
ロータリーのことについてとてもよく勉

ただいて後方支援をしようと思い充分に応えてもらいま

強されておられるとともに、理事会などにおいても膨大

への理解を深めつつ、
当クラブとしての新プロジェクトの

★松本

猛さん

間でお話しましたが、職業倫理そのものであろうと思

した。
ロータリークラブの事を浅くても広く理解できます

具体的な準備作業が重要であると思い、会員全員参

★河内

正晴さん

★上杉

昌幸さん

います。
その時、
ロータリーとは何かという時、
「ロータ

な資料を全てチェックもしていることです。
なかなかそ

ので、今後若い会員、入会間もない会員に副幹事に

こまでできるか自信がありませんが、
がんばります。

加でプロジェクトの概要を進めたいと思います。

★久保田幸恵さん

★下向

繁美さん

リーとは、高い職業モラル・倫理観を持った職業人

なっていただけたらと思います。

★髙尾

団体がありますが、
このような他の団体とロータリーク
ラブとの最も大きな違いは、
「職業奉仕」の存在にな
ります。

の集まりである」
とお話しております。

今年１年間は副会長として、
梶田会長のそばで会長のお仕

また次年度は当クラブより永井会員が地区ガバ

クラブ管理運営常任理事
高尾

昌二

会員

昌二さん

★大藤 良治さん

さんから聞かれたようです。店員が確認してい
ないのでどうすることもできないとのことでし
た。

年度から引き続きお世話になりました。
インターアクトクラブは課題が多くありますが、次年度
はRYLAを主催することになっており、新世代奉仕活
動は次年度の大きなテーマになると思います。

今後の予定
＜防犯教室＞
八幡小学校：一年生から四年生 約５００名
参加：植村、住田、稲田、長、西川、船木
日時：６月２７日（水）
２時間目

RCC活動では、山根会員のキャラクターが最大の活
力源であろうと思います。
ロータリー財団、米山奨学財団の年度寄付は、
いず
れも地区目標を達成することができました。河内会員、
有田会員ありがとうございました。
また、有田会員には米
山奨学生のカウンセラーを引受けていただき、
ご苦労を
おかけしました。

彩が丘小学校：4時間目

今年度一年間、会長・副会長・幹事・副幹事さん
お疲れさまでした。
有田直前会長から記念品が渡されました。

五日市南小学校：2時間目

日時：7月18日
（水）
日時：7月18日
（水）

スマイルボックスの収入は、年間目標を大きく上回るこ
＜夏休み工作教室と防犯教室＞
八幡公民館
日時：７月２８日（土）

とになりました。吉野会員ご苦労様でした。

梶田

滋

会長

本日が今年度最後の例会です。1年を振りかって

また、今年度の一般会計も剰余金が出る見込みで
す。今年度予算で予定していなかった事務局用のパソ

みて、最も誇れることは、退会者ゼロということと思いま

コンを購入することができそうです。緊縮財政の中、青

す。今年度の方針の一つに「無理をしない活動」
を挙

木会員にはご苦労をおかけしました。

げていました。身の丈にあった活動が、会員の皆様に

南港RCの15周年事業の訪問は、30名の会員が参

受入れていただけた成果であろうと思っています。一

加し、大成功に終わりました。青木会員以下南港ロータ

方、入会者が3名あり、会員数は37名になりました。会

リー交流委員会のおかげと思います。

員増強に関しまして、大藤会員にお礼申し上げます。
今年度、
ロータリー情報の継続的提供を行うことは、

いただきましたことで、
目標を達成できたのであろうと思い
ます。私の心使いが足りないことで、皆様方に不快な思

つきましては、森井会員に随分とお世話になりました。

いをお掛けしましたこともあろうかと思います。
ここにお詫

員会には随分と工夫をしていただきました。
二村出席委員長には、
ホームクラブに出席できなく

び申し上げます。
本当に、皆様に支えていただきましたおかげで1年を
終えることができます。今日の最終夜間例会は、思いっき

ても、
メークアップしてもらえれば良く、二村会員はその

り楽しみたいと思います。
そして、夜間例会後の二次会

手本であるとして委員長を引受けてもらい、出席率も

を予約しています、私がご招待いたしますので、ぜひ皆

高くなりました。

様ご出席くさい。

卓話に関していえば、私の無理なお願いを快くお引

本当に1年間ありがとうございました。

受け下さった、平塩プログラム委員長にお礼申し上げ
ます。幅広く
「こころ」に関するお話を伺うことができま
した。
会報はページ数が増加したこと、業者の対応が悪

①次回例会について
６/２５（月）の例会はありません。

かったことなど、清水会員には随分ご苦労をお掛けい

次回の例会は、7/2（月）通常通り、広島サンプ

たしました。

ラザにて新年度第1回例会となります。

薬物乱用奉仕活動、
エイズ撲滅活動では渡邊会
員にお世話になりました。
御手洗川の植樹・清掃活動は、当クラブが誇る長
この活動には佐伯会員には前
期的活動であります。

＜被害防止教室＞
日時：9月29日
（土）
１３
：
３０〜１５
：
００の前半一時間
場所：広島市観音台公民館
内容：高齢者を守る防犯対策
２．廿日市ロータリークラブから
6月２４日
（日）
「 薬物乱用防止街頭キャンペーン」参加
について
参加者、西川、長、笠井、船木

こうしてみると、私の至らない面を会員皆様に支えて

ガバナーからもしつこいように言われており、
この点に
親睦予算が少ない中、高尾会員を中心に親睦委

今年は絆をテーマにＣＤケースを利用した「フ
ォトフォルダー」を作ります。
６月２７日に準備をします。

②薬物乱用防止街頭キャンペーン
６/２４（日）13時45分〜

廿日市市ティナコート

におきまして 薬物乱用防止街頭キャンペーンを
行います。ぜひご参加をお願いします。

ゆうほRCC ２０１2

6月定例会

報告書

平成２4年6月15日
（金）１９
：
３０〜
サンリブフードコート内
<出席者＞
・廿日市ロータリークラブ
・ゆうほ 渡辺、笠井、西川、稲田
１．
ゆうほから
＜パトロール＆環境保全＞
日時：６月１５日（金） １８：００〜
場所：ビッグ〜ローソン〜ダイソー〜八幡交番
〜サンリブ〜フタバ図書 など
参加：廿日市ロータリー
ゆうほ ：渡辺 笠井 西川 稲田
〜気づき〜
ダイソーで城山中の女子生徒が放課後 制服
で来店し万引きをしているようだと 他のお客

３．その他
役員新旧交代式をおこないます。
詳しいことは決定しだい連絡します。

<出席者＞
・廿日市ロータリークラブ
・ゆうほ 渡辺、笠井、西川、稲田

１．
ゆうほから
＜パトロール＆環境保全＞
日時：６月１５日（金） １８：００〜
場所：ビッグ〜ローソン〜ダイソー〜八幡交番
〜サンリブ〜フタバ図書 など
参加：廿日市ロータリー
ゆうほ ：渡辺 笠井 西川 稲田
〜気づき〜
ダイソーで城山中の女子生徒が放課後 制服
で来店し万引きをしているようだと 他のお客

RCC : Rotary Community Corps

さんから聞かれたようです。店員が確認してい
ないのでどうすることもできないとのことでし
た。

更に、当時は大阪、京都の文化や芸術の影響が大き

RTN : Rotarian ロータリアン

く、当時の御手洗小学校は、明治6年1月、全国で最初

RYLA : Rotary Youth Leadership Awards

に開校されたとの言い伝えがある。また、こんぴら歌

ロータリー青少年指導養成プログラム

という芝居小屋が当時のまま残されているのにも興味

地区財団活動資金

RLI : Rotary Leadership Institute

をひかれた。
次に「御手洗」には、悲しい物語りがある。幼少の

今年は絆をテーマにＣＤケースを利用した「フ
ォトフォルダー」を作ります。
６月２７日に準備をします。
＜被害防止教室＞
日時：9月29日
（土）
１３
：
３０〜１５
：
００の前半一時間
場所：広島市観音台公民館
内容：高齢者を守る防犯対策
２．廿日市ロータリークラブから
6月２４日
（日）
「 薬物乱用防止街頭キャンペーン」参加
について
参加者、西川、長、笠井、船木
３．その他
役員新旧交代式をおこないます。
詳しいことは決定しだい連絡します。

育って「おいらん」となり、その殆んどの者がこの地で

・6/14（木）

戸山カントリークラブにてイーグル会を
開催し、会員・会員夫人合わせて11名が
参加されました。

7月
定例会

7／20
（金）
１９
：
３０〜

24
ロータリー英語略字
CF : Club Forum クラブフォーラムの略
CLP : Club Leadership Plan
クラブリーダーシッププラン

PP : Past President 元会長（パスト会長）

れ、春になると島全体が赤く染まり、その光景は桃源

同じ湖待ち港として賑わった、福山市「鞆の浦」や

郷そのもので遠くは江戸からも物見遊山に訪れるな

呉市「下蒲刈」と一見似通った感じがする。しかし、

ど、その賑わいは想像を絶するものであったという。
神功天皇がこの地を行脚された時、天満宮の湧水で
手を洗われたことから命名されたという伝説が残って

本では大阪の次に栄えたという。

いる。当クラブが水保全活動に取組んでいる「御手洗

PETS : President Elect Training Seminar
会長エレクト研修セミナー
PDG : Past District Governor
元地区ガバナー（バストガバナー）
PHF : Paul Harris Fellow ポールハリスフェロー

その昔は、北陸から米などを運ぶ北前船の中継

川」の由来も同じことが伝えており、不思議な縁を感
じたものである。
アニメーション映画「ももへの手紙」は、沖浦啓之監
督が7年という歳月をかけて製作した話題の新作であ
るが、瀬戸内海で最も美しい海域と言われるここ御手
洗沖を中心にロケされのも頷ける。

貿易港として、江戸から明治にかけて西日本の物流

自然が豊かで、江戸時代の歴史が凝縮された「御手

の拠点であったからだと言う。北前船が一度に50艚

洗」、海鮮料理の美味しい「御手洗」をぜひ探訪されて

から100艚も入港する様は、西国無双の港と称され

はいかがですか。

るほど賑わったそうである。

PP : Past President 元会長（パスト会長）

また、江戸時代の参勤交代時、薩摩、島津等の各

RAC : Rotaract Club ローターアクトクラブ

藩を初め10の両国諸大名の藩宿、藩屋敷が置かれ

PDG : Past District Governor

た。

港町である。

ぶっつけた。

会長エレクト研修セミナー

PHF : Paul Harris Fellow ポールハリスフェロー

生計を立てているが、江戸時代は桃の島として知ら

何故そんなに栄えたのか。素朴な疑問を主人に

IAC, IC : Interact Club インターアクトクラブ

の墓標が、港を見下ろす位置に整然と造立されてい

西日本随一の商人文化の花咲く町として、当時西日

研究グループ交換

研究グループ交換

元地区ガバナー（バストガバナー）

の良好として全国から廻船が寄港し繁栄を極めた

区」に指定されている。

GSE : Group Study Exchange

時生涯故郷へ帰ることのできなかった「おいらん」達

味も違う印象を受けた。ここ「御手洗」は、江戸時代

IM : Intercity Meeting 都市連合懇談会

交代式及びお盆などで変更の可能性もあります。
報告書でご確認ください！
！
7月定例会については後日決定しだいあんないをいたします。

島の中腹には、おいらん公園があり、その側に幼少

現在、
「御手洗」は、主として漁業や柑橘類によって

ており、地区全体が「重要伝統的構造物群保存地

GN : Governor Nominee ガバナーノミニー

PETS : President Elect Training Seminar

の施設は現在公民館として使用されている。

「御手洗」の地名の由来は定かではないが、その昔

GSE : Group Study Exchange

G, : District Governor 地区ガバナー

日本最古の遊郭「若胡子屋」は、西日本一と言われ、そ

安芸の国「御手洗」は、江戸時代、風待ち、湖待ち

通りには、250年から300年前の屋敷が多く残され

地区リーダーシッププラン

IM : Intercity Meeting 都市連合懇談会

地区財団活動資金
DLP : District Leadership Plan

DLP : District Leadership Plan

道中」を見ることができたという。地区の中心部にある

ご主人の説明を聞きながら散策するうち、一味も二

IAC, IC : Interact Club インターアクトクラブ

場所：サンリブ内オアシス
未定

早速、海鮮料理店「脇坂屋」のご主人を訪ね案内

を数え、当時京都でしか見ることのできない「おいらん

DDF : District Designated Fund

場所：未定

8／17
（金）
１９
：
３０〜

8月
定例会

先日、友人と呉市大崎下島の「御手洗」を訪ねた。

をお願いした。

GN : Governor Nominee ガバナーノミニー

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 未定

会員

が出現した。

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

8月
8／17
（金）
環境保全 １８
：
００〜

良治

ら５つの架橋を渡ると、瓦葺の重厚な佇いの町並み

G, : District Governor 地区ガバナー

7月
7／15
（金）
環境保全 １８
：
００〜

紹介会員：大藤

呉市下蒲刈経由のコースを瀬戸の潮風を浴びなが

地区リーダーシッププラン
4.次回は

生涯を終えたという。最盛期には4軒の茶屋に300人

ももへの手紙のロケ地
「御手洗」

イーグル会

クラブリーダーシッププラン

S.A.A : Sergeant At Arms 会場監督

日時：7月18日
（水）

＜夏休み工作教室と防犯教室＞
八幡公民館
日時：７月２８日（土）

CLP : Club Leadership Plan
DDF : District Designated Fund

頃、全国からこの地に集められた女児が、この地で
五日市南小学校：2時間目

CF : Club Forum クラブフォーラムの略

舞伎大芝居の舞台である「金丸座」と同様「乙女座」

ロータリーリーダーシップ研究会

日時：7月18日
（水）

ロータリー英語略字

今も、当時の屋敷がそのまま残されている。

RI : Rotary International 国際ロータリー

今後の予定
＜防犯教室＞
八幡小学校：一年生から四年生 約５００名
参加：植村、住田、稲田、長、西川、船木
日時：６月２７日（水）
２時間目
彩が丘小学校：4時間目

ていたことから、参勤交代時は相当賑わったという。

ロータリー地区社会共同隊

注・・・広島中心部からの所要時間は高速道路経由で
約70分です。

RAC : Rotaract Club ローターアクトクラブ

