
■ソング：国歌・奉仕の理想

■ゲスト：国際ロータリー第2710地区

ガバナー 岡田 幹矢様

〃 随行幹事 伊賀 訓之様

グループ9ガバナー補佐 本庄 純夫様

〃 補佐幹事 市川 重雄様

各会員各記念日（１０月）

■会員誕生日 原田 一平 夜船 正昭

小田 邦治

■結婚記念日 佐渡 文武 市川 重雄

下山 生修 堀越 賢二

■配偶者誕生日 水内 繁 金澤 節生

■事業所創立 大森 寛 水内 繁

市川 重雄

スマイルボックス

■特別スマイル

・岡田幹矢ガバナー様

・本庄G9ガバナー補佐様、市川補佐幹事様

・岡田ガバナー、本庄ガバナー補佐、伊賀随行幹

事、市川ガバナー補佐幹事のご訪問を歓迎いた

します。 （中川康子）

・妻と次男がゆっくりではあるそうですが、42.19

5㎞を走ったと感激していましたのでスマイル致

します。 （久藤孝仁）

・昨日は毎年恒例のマラソン熊野－竹原間42㌔、

私のジョギング仲間総勢70余人でゴールの一時

の宴会を当方で心行くまで楽しみました。

（今井敏明）

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・10月18日（日）に開催致します「瀬戸内ふれあ

い航海」の出欠の締め切りは10月1日となってお

りますので宜しくお願い致します。

・例会終了後一階の写場で集合写真の撮影行いま

す。撮影後この場にお戻りいただきまして、フォー

ラムを行いますので宜しくお願い致します。

会 長 時 間

会長 中川 康子

皆様こんにちは。本日は年一回の大変有意義な国

際ロータリー第2710地区ガバナー公式訪問例会で

ございます。ガバナー岡田幹矢様、随行幹事伊賀

様に於かれましては地区内多数のクラブを精力的

に広域訪問され、大変お疲れのところ竹原へご訪問

頂きました。G9ガバナー補佐本庄様、補佐幹事市

川様にはプレ公式訪問に続きいろいろとご教示を

頂きます。岡田ガバナーをはじめゲストの皆様方

のご来訪を心より歓迎致しますと共に厚く御礼申

し上げます。本日は有難うございます。

岡田ガバナーの信条であります「ロータリーには

まろう」をしっかり受け止め、ロータリーをもっ

と知り、ロータリーでよき友人を作り活力有る竹
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原ロータリークラブにするために努める所存でご

ざいます、本日は有難うございます。

委 員 会 報 告

■直前会長 土居敏昭

9月21日（月）安芸津町の敬老会へ中川会長の代理

で出席致しました。安芸津町の人口は12,000名弱

ですが77歳以上の該当者は1,699名、その内出席者

が590人でした。安芸津町の 高齢者は男性98才、

女性104才と会場で報告されました。お互いに健康

で長生きをしたいところでございますが、高齢者

福祉の医療費も大変なようでございます。共に健

康管理に務めお互いが頑張りましょう。

ガバナー公式訪問

国際ロータリー第2710地区

ガバナー 岡田 幹矢様

皆様こんにちは。只今ご紹介を賜わりました岡田

でございます。当クラブには本庄ガバナー補佐が

ご在籍でございます。本庄さんには地区内のガバ

ナー補佐として大変ご苦労をお掛けしております。

改めてお礼を申し上げますと共に心から敬意を表

したいと思います。又クラブの皆様へもお礼を申

し上げたいと思います。

さて、7月21日防府山口地区を襲いました集中豪雨

に際しましては当クラブからも義援金の協賛を賜

わり誠に有難うございました。総額430万円をお届

け致しましたことを報告致します。誠に有難うご

ざいました。また8月23日の地区指導者育成セミナー

には会長さん始め、たくさんの皆様にご出席賜わ

りました。お蔭様で盛大に開催することができま

したことをお礼申し上げます。

さて、私、本日の公式訪問が40回目の丁度区切り

の日でございます。暑い盛りに大変無理を致しま

して、まだ40回かという気持ちと、ここまで行け

たという気持ちでございます。ご承知のように74

クラブございますので、残り34クラブです。本日

は40回目ということで丁度区切りも良く、気合が

入っているところでございます。

私は従来のガバナーといささか違った考え方を持っ

ております。従来のガバナーはロータリー道の伝

道者、例えば昨年の諏訪ガバナーがそうであろう

かと思いますが、ロータリーのことは俺に任せて

おけ、教えてやるよというロータリー博士のよう

な方でしたが、私はとてもとてもその域には達し

ておりません。ロータリーの修道者であると思っ

ております。そういう思いで今日は尋ねておりま

す。今日は40番目の場所を尋ねる巡礼者の気持ち

で参りましたので、ロータリーはいろいろ難しい

ところがございますが、今日は一緒に勉強したい

と思っております。後ほどの例会後のフォーラム

も是非そのようのな気持ちで接して頂きたいと思っ

ております。

さて、今年度RI会長ジョン・ケニー氏は「ロータ

リーの未来はあなたの手の中に」とおっしゃって

おります。ロータリアン一人一人にロータリーの

未来に対して責任を持って欲しいと訴えて掲げて

おられます。このことは私なりに解釈致しますと、

ロータリークラブ或いはロータリアンは夫々のク

ラブ並びに個人のロータリー歴に責任を持つべき

である。ガバナーがああしろ、こうしろと言うべ

きではないと私は思っております。なぜならば、

ロータリーの未来はあなたの手の中にあるからで

あります。

RIは皆さんの今年度の方針の中にもありますよう

に、長期計画７つを優先項目に掲げております。

私はその中から二つを選んで実行していきたいと

思っています。一つは、会員増強、もう一つは独

特の職業奉仕であります。このようなRIの方針に

基づきまして私は「ロータリーにはまろう」と地

区運営の信条を設定しました。この意味合いは、

先ず一つは、ロータリークラブと申しながらロー

タリーの事業にまったく参画していないクラブが

あったり、或いはロータリアンでありながらロー

タリーのことを全く勉強していない、残念なこと

でありますがこういったことをなくしたいという

思いであります。

いま一つの目的は会員数を増やしたいということ

であります。ロータリーの友8月号に日本の会員数

の動向が掲載されていました。

1996年11月に129,500人だった会員数がなんと13年

連続して減り続けている厳しい現実があります。

毎年2,760人減少しています。おそらく現状の会員

数は94,500人前後であろうと思います。翻ってこ

の地区内はどうであろうかと調べてみますと 高

の時で4,379人という数字でした。諏訪ガバナーか

らバトンを受けた会員数は3,322人でした。つまり、

ピークから1,050人もの会員が減少しているという

ことです。これでは予算が非常に組み難いのが現

実で、事務所を固定化して相当経費は節減致して

おりますが、それでも大変な現況であると理解し

ていただければと思います。

尚、不況が浸透するのはこれからではなかろうか

と考えております。100年に一度と言われる不況が

地方の中小企業を蝕むのは実際にはこれからでは

なかろうかと心配しております。現実に地方の多

くの会員の中には雇用調整金をもらいながらロー

タリー活動を行っている厳しい現実の会員もおら

おめでとうございます

吉本きよ子会員がこの度

ポール・ハリス・フェロー

賞を受賞され、岡田ガバ

ナーより授与されました。



れます。会員増強の問題を力を込めてお話しする

のは当クラブにとりましても喫緊の課題であろう

と思います。現状37名のクラブは財政的にも運営

が厳しいと考えます。早急に40名を目指して一致

協力して頂きたいと思います。

地区内グループ１（下関）がアンケートをとりま

した。「ロータリークラブに誇りを感じますか?」

という質問に対して、97%の会員が誇りを感じると

回答したクラブもありましたが、65%しかないクラ

ブもありました。「例会出席100%に意味を感じま

すか?」という質問に対して、 高値73%、 低値6

2%でした。例会出席100％に余り意味を感じない会

員が増えてきている。これはロータリーの根本を

揺るがす大きな問題で残念なことだと思います。

また「ロータリーは楽しいところだと思いますか?」

という質問には、 高値は80%、 低値はなんと38

%という情けない数字でした。「退会したいと感じ

たことはありますか?」という質問には、 高値で

85%、 低値で43%でした。「子供をロータリーに

入れたいと思いますか?」という質問には 高値70

％、 低値24％でした。これも入れたくないと言

うことに等しいのではと思います。「CLPを採用し

てよくなったと思いますか?」の質問では 高値47

％、 低値19％でした。CLPを評価していない姿が

浮かびます。「地域社会の発展に役立っています

か?」 高値71％、 低値35％でした。

ロータリーを考える上で、これは一グループの意

見ではありますが、これを一グループの意見だと

断定するのではなく、地区、グループ全般、ロー

タリー全体に反映して考えるべき問題ではないか

と考えております。

もう一つ、独特の職業奉仕ですが、皆様ベテラン

揃いでこの話をするべきか先程から躊躇しており

ますが、時間がありますので少しお話したいと思

います。職業奉仕にはいろんな考え方がございま

すが、独特の職業奉仕との言い回しがついており

ますが、ロータリーの職業奉仕と言うのは倫理運

動でございます。高い倫理性を持って行動せよ。

高い基準を尽くし職業奉仕をしなさいということ

だと考えます。

私は次のように考えております。私共は現在大変

な不況の中にいますけれど、これに負けて企業を

潰してしまったのでは何の意味もありません。恐

慌に打ち勝ち生き残ってこそ、はじめて職業奉仕

が出来ます。恐慌に打ち勝ち生き残ることこそ職

業奉仕に繋がると私は確信しています。

生き残っても弱弱しく生きてるか死んでいるか分

らない状況ではダメであります。強く生き残る、

それは、きちんと法人税を払って、堂々とロータ

リー活動をする、それがロータリアンの務めであ

ります。それが真の職業奉仕であると思います。

又ロータリアンは動く広報者であります。たえず

世間の注目を浴びている。それを一刻も忘れては

いけない。我々は日本人であります。ロータリー

の概念はアメリカ発でありますけれども、日本人

の良さを決して忘れてはいけない。こういった職

業奉仕を忘れてはならない。

以上、会員増強と職業奉仕という切り口から、ジョ

ン・ケニーRI会長の「ロータリの未来はあなたの

手の中に」の実践を皆様に呼びかけたいと思いま

す。

残された時間で皆様にお願いを申し上げたいと思

います。先ず、財団並びに米山の寄付目標の達成

をお願い致します。RI会長賞の奨励、何か当クラ

ブで会長賞でノミネートできる項目があれば是非

手を挙げて頂きたい。次にロータリーカードの推

奨です。是非ご利用をお願い致します。

地区大会は10月9日、10日、11日に行われますが、

当クラブから沢山の会員の登録を頂いております。

しかし、まだ余裕がございますので是非追加登録

をお願い致します。

後に、来年の国際大会はカナダのモントリオー

ルです。皆様一緒に参りましょう。

これで40回目の巡礼の旅を終らせて頂きたいと存

じます。

岡田幹矢ガバナーを囲んでのフォーラム

司会進行 本庄ガバナー補佐

①開会
②会長挨拶 中川会長
③ガバナーご挨拶 岡田ガバナー
④出席者自己紹介（席次表に替える）
⑤フォーラム
議題
１．出席率の算出について

発表者 クラブ管理運営委員長 藤中 保

２．会員増強について努力しているところですが、
アドバイスをお願いします

発表者 会員組織委員長 鴨宮弘宜

３．ロータリーにおける広報のあり方ついて
発表者 国際奉仕委員会委員長 川本照夫

４．ロータリー財団の補助金制度の変革について
ロータリー財団について
発表者 R財団・米山奨学会委員長 吉本きよ子

⑥講評 岡田ガバナー
⑦謝辞 中川会長
⑧閉会

岡田幹矢ガバナーを囲んでのフォーラムは、岡田

ガバナー、伊賀随行幹事、本庄ガバナー補佐、市

川補佐幹事、会員25名出席により開催されました。

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 30名 ３名 １名 ３名 ９１．１８％


