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やまつつじ
会長テーマ 『 原点回帰 ～笑顔を求めて～ 』

２０１８年１２月１１日 １２月第２例会
本日のプログラム ： オープン例会 会員増強組織委員会 担当
２０１８年１２月 ４日（ １２月 第１例会 ） 報告
※点鐘

１２時３０分

※国歌斉唱
※ロータリーソング
※４つのテスト
※ビジター紹介
米山奨学生
※出席報告
会員数
３３
来訪者
１
出席者
２５
欠席者
８

君が代
奉仕の理想
奉仕プロジェクト委員会
島﨑晶子 会員
長期計画検討委員会
立川宏治 会員
バトエルデネ・ダギーマー さん
奉仕プロジェクト委員会
原田常晴 会員
11/13 欠席者
６ 名
メークアップ
２ 名
出席率
８７．８８ ％
通算出席率
９３．９２ ％

名
名
名
名

※メークアップ報告
（11/13 分）
立 川 宏 治 君 １１月７日 （広島空港ＲＣ）

田中祐太郎 会長

長岡

健 二 君 １１月２５日 （広島中央ＲＣ）

※ニコニコ/ペコペコ箱
ＳＡＡ・プログラム委員会 西田修司 小委員長
梶 原 賢 典 君 … 11/17～21 北広島ＪＣ４０th に行って来ました。
その後、妻と二人で小樽・余市・ニセコ・むかわ
（厚真町の近く）を回りました。
北海道の秋を満喫しました。
むかわでししゃもを堪能しました。

余市 ニッカウヰスキー

原田 常晴

君…

山手 重三 君 …
高橋 秀信 君 …
早志 光由 君 …
白島 洋司 君 …
萩尾 勝美 君 …

京都・湖東三山・香嵐渓と紅葉めぐりに行きました。最高にいいタイミングでし
た。
久し振りの例会出席です。長期にわたり例会欠席、戦力になれず申し訳なく
思っています。例会卓話、宜しくお願いします。
山手さん、お久し振りです。元気な姿を見て安心しています。引き続き、例会
出席をお願いします。
ベンベー（ＢＭＷ）２００２、直りました。３年かかりました。
職場例会欠席し申し訳ありませんでした。次男の新築住居を見に軽井沢へ
行って来ました。
先日の職場例会、ご協力ありがとうございます。無事に終わりました。

☺本日のニコニコ/ペコペコ箱☺

９，０００円

☺ニコニコ/ペコペコ累計額☺

１２１，０００円

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ

会長時間

会 長

ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ

田中祐太郎

皆様こんにちは。
先週の職場訪問例会では、普通見ることのできない、しかし日常生活で
影ながら大変役に立っている機械類を、元百姓の倅としては大変興味
深く見学させていただき有難うございました。
次回の職場訪問例会も楽しみにしております。
先週、長崎県にある鷲尾岳風力発電所を視察してまいりました。
山の頂に 6 基で 12,000ｋｗを発電していて、一般家庭 7,700 世帯分で
年間 1 万トンの CO2 を削減しているそうです。 ただこうした自然を利用
した発電は天候任せで需要に応じた発電をすることは難しいようで、
最近話題の、再生エネルギーの出力制御をすることがあるそうです。
この制御の順番は制御のしやすい、①火力 ②他地域への送電 ③バイオマス ④太陽光、風力
⑤水力、原子力、地熱 となっているとのこと。
安価に備蓄ができない電気の安定供給には、大変なご苦労があるようでした。
さて今月は、疾病予防と治療月間です。
ボチボチ、インフルエンザも流行ってくる時期でありますし、数多くの忘年会の予定もあろうかと思います。
また、寒さで体の動きも悪くなっておりますでしょうから、暴飲暴食や怪我に注意されますように。
本日卓話をしていただく創立メンバーの山手会員には、ご多忙の中ご準備頂き、ありがとうございます。
のちほどよろしくお願いしまして、会長時間とします。

2018-2019 年度 年次総会報告 2018 年 12 月 4 日(火)例会後
定足数確認 会員数 33 名、出席者 25 名
◆ 会長ノミニー
◆ 次年度理事役員

島﨑晶子
荒谷正彦 ・ 早志光由 ・ 島﨑晶子 ・ 安井 潔 ・ 貞岩 敬
西田修司 ・ 吉本正彦 ・ 榎 賢志 ・ 正原孝司 ・ 石井裕子
田中祐太郎 ・ 井川三千男 ・ 松村哲治
（敬称省略）

１２月の慶事
本人誕生日
島﨑 晶子

１２月３日、

安井 潔

１２月４日

ご夫人誕生日
山手 ゆいみ 様 、

高橋 佐夜子 様

結婚記念日
荒谷 正彦

平成２１年１２月 ３日

萩尾 勝美

平成 ８年１２月１２日

貞岩 敬

平成 ２年１２月２３日

入会記念日
上川 哲也

平成２６年１２月１８日

会社創立記念日
原田 常晴 昭和５３年１２月 ７日

村尾 卓志

平成２８年１１月 １日

上川 哲也

平成 １年１２月 ４日

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profit Most Who Serve Best）」
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本日のプログラム
創立会員卓話 山手重三 会員
「ロータリークラブの仲間に感謝!!」
久方振りに例会に出席させていただきました。
皆さんにはお変わりございませんか。体調・仕事は順調ですか。
クラブ活動の様子は週報にて拝見しています。多くの行事を
前向きに、淡々とこなされていますことに感服しています。
と同時に長期にわたり例会を欠席させていただき、戦力に
なれず申し訳なく思っています。
現在私は、出席免除のお願いをしたと同時に、諸団体の
お世話役からも下り、以前のように理想を掲げ、街づくり、
ロータリー活動を語る余裕もなく、日々の発生業務に追わ
れる毎日を過ごしています。
この度、卓話の機会をいただきましたが、ロータリー活動は
浦島太郎状態で、皆様の前でお話しするテーマすら見つかり
ません。
いろいろ悩みましたが、ご心配をおかけし、ご援助頂きました
方々へのお礼、報告を兼ねて、私の人生で一番苦戦し、思い悩んだ時期のことを思いつくままお話しさせて
いただきたいと思います。お聞き苦しいかとは思いますが、少しの間ご辛抱ください。
（途中の愚痴話は文面より割愛させていただきます。）
最後に、苦難の数年間は、「買い手よし」「売り手よし」「世間よし」の近江商人の三方よしの精神１０か条を手本に、
また苦より逃げ出したくなった時は、私の座右の銘である「この路に他の路なし、この路を行くよりほかにわが路は
なし」を思い出し、迷って動けなくなった時、吉田松陰さんの「至誠にして、動かざる者は、未だこれあらざるなり」
の格言に助けられ、何とか逃げることなく前に進んで来れました。
衣笠祥雄さんも、リーガロイヤルホテルでのある選手の祝賀会の席で、東広島から参列された方々のテーブルに
行かれ、「山手君が苦戦しているので助けてやってください」とお願いしてくださいました。
そのお陰で多くの方より、山手君頑張れの励ましも頂きました。自分の野球人生を通して、「逃げたらだめ、辛く
ても必死で前に進むことが大事。そうしたら必ず思いはかなう」と後押ししてくださいました。
ロータリーメンバーはじめ多くの方々から心配をいただき迷惑をおかけしました。本当にありがとうございました。
この数年、結構辛い生活を送りましたが、自信を持って言えます。
「私は幸せです」と。
辛いことの数倍皆さんより幸せを頂きました。
先月７１歳になりましたが、定年はありません。私に与えられた義務、私にしか
できないことが沢山あります。特に頂きました恩に報いること、忙しいです。
幸せを感じています。これからも精一杯生きてまいります。
どうぞ宜しくお願い致します。
ご清聴ありがとうございました。

「超我の奉仕（Service Above Self）」

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ

ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ

※委員会報告および連絡事項
・社会奉仕委員会
安井 潔 小委員長
「救急救命講習会」 日時：１２月１４日（金）１３：２５～１４：１５ 場所：広島県立賀茂北高等学校
賀茂北高校１年生を対象に、東広島消防局北分署の方による救命講習会を実施します。
社会奉仕委員会・青少年奉仕委員会合同事業です。クラブからも参加を募っています。
・会員増強組織委員会 白島 洋司 小委員長
次週１２/１１(火)の例会は、オープン例会を開催します。初めての試みです。声掛けをお願いします。
※幹事報告
武田佳樹 幹事
・例会終了後、年次総会を開催いたします。総会終了後、定例理事会を開催いたします。
・１２月のロータリーレートは、１ドル＝１１２円です。
※１２月定例理事会報告
《報告事項》

２０１８年１２月４日（火）１３：４５～

・「救急救命講習会」について クラブ参加予定者６名
・親睦出席委員会 事業報告
《審議事項》
・１２月のプログラム確認と１月のプログラムについて
【承認】
・１１月会計報告
【承認】
・ローターアクト賛助金依頼について（地区より）
【継続審議】
・米山奨学生 次年度クラブ支援奨学金について
<地区面接>１月２０日 <合否連絡>２月初旬 <クラブ負担金>８４万円 <納付期限>３月末
特別奉仕準備金から負担 → 臨時総会を開催し、会員に諮る
【承認】
※今後のスケジュール
１２月１８日（火）

例会変更 → １２/２２（土）

１２月２２日（土）

１２月第３例会 クリスマス家族例会 18：30～ グランラセーレ東広島

１２月２５日（火）

休 会

１月 １日（火）

休 会

１月 ８日（火）

例会変更 → １/１０（木）

１月１０日（木）

１月第１例会

１月１５日（火）

休 会

１月２２日（火）

１月第２例会

長期戦略検討委員会 担当

１月２９日（火）

１月第３例会

親睦夜間例会 18：30～ 天亀

次週のプログラム

３クラブ合同新年夜間例会 18：30～ グランラセーレ東広島

１２月２２日(土) １８：３０～

【１月定例理事会】

クリスマス家族例会 グランラセーレ東広島
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