
■ソング：それでこそロータリー

■ビジター：広島陵北RC 森中祥二様

スマイルボックス

■会員誕生日 …小田

■還暦スマイル…小田

■特別スマイル

・地区大会、月見例会、多数の参加有難うござい

ます。行事が無事一つずつ終っていきます。来

週のプレ公式訪問は宜しくお願い致します。

（佐々木秀明）

・10月10日の地区大会には皆様には大変ご迷惑を

お掛け致しました。今は無事でおります。

（市川重雄）

・10月10日地区大会で栄誉ある地区功労賞を頂き

ました。G97RC並びに当クラブ会員の皆様に心か

ら感謝申し上げます。10月14日月見例会に遠路

多数ご出席下さいまして誠に有難うございまし

た。厚くお礼申し上げます。 （本庄純夫）

・地区大会で45年連続出席の表彰を受けました。

（円山啓壮）

・10月13日フォレストヒルズゴルフガーデンで行

われた第341回たけの子会ゴルフコンペで久しぶ

りに優勝しました。やはり夢を持つべきもので

す。有難うございました。 （木村安伸）

クライングボックス

・ビジターの紹介を最後に発表し失礼しました。

（佐々木秀明）

Ｒ財団指定スマイル

・多数参加の月見例会感謝しています。美味しい

料理そして楽しいひと時を有難うございました。

（吉本きよ子）
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2010－2011年度 国際ロータリー会長

レイ・クリンギンスミス

今週のプログラム １０月２８日 次週のプログラム １１月４日

プ レ 公 式 訪 問
誕生祝・各会員各記念日祝

ク ラ ブ ア ッ セ ン ブ リ ー

２０１０年１０月２１日 第２２６３回(自由席)例会記録

歓迎 Ｇ９ガバナー補佐プレ公式訪問

＜2010年10月28日(木)於：大広苑＞

ゲスト Ｇ9ガバナー補佐 村上清司 様（尾道ＲＣ）

ガバナー補佐幹事 山本 修 様（尾道ＲＣ）

12：30～13：30 例会

ガバナー補佐卓話（ＲＬＩによりクラブフォーラム）

議題『ＩＭへの評価』 『ガバナー補佐の役目』

13：40～14：50 クラブアッセンブリー（クラブ協議会）



幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・G9会長、副会長、幹事会のご案内

G9ガバナー補佐 村上清司

日 時 平成22年12月3日(金)18時

場 所 尾道国際ホテル

登録料 一人10,000円

・ロータリーレート

2010年11月より1＄＝82円（現行1＄＝86円)

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

地区大会に引き続き先週の月見例会は多数のご参

加有難うございました。親睦委員会の吉本さんお

世話ご苦労様でした。お陰で楽しい月見例会がで

きました。ありがとうございました。

今日は地区大会 会長幹事会の報告をさせて頂きま

す。10月9日(土),10日(日)2010-2011年度国際ロー

タリー第2710地区、地区大会が三次市で行なわれ

ました。竹原ロータリークラブからは22名の方が

参加されました。早朝より夜遅くまでご苦労様で

した。第一日目の本会議は三次グランドホテルで

会長幹事会が行なわれました。前田ガバナーの点

鐘に始まり谷岡大会実行委員長の開会宣言、前田

ガバナーより来賓紹介があり次にガバナー挨拶、

歓迎の挨拶で地区大会が広島県北の三次市で開催

できることは望外の喜びでありますと言われ、今

年のガバナー信条として「ロータリーの絆を持と

う」をテーマに示して地区運営を進めていると話

されました。その後、RI会長代理宮崎茂和氏の挨

拶がありまして次にクラブ表彰があり個人では地

区功労賞でガバナー補佐本庄さん又40年以上100％

出席者で45年の円山会員が表彰されました。又団

体表彰では会員増強拡大賞の中で最高の会員維持

率（これは何年も会員数が減っていないと言う事）

で表彰されました。米山記念奨学会クラブ創立特

別寄付表彰では45周年で10万円、以上が竹原の表

彰でした。基調講演の講師は国際ロータリー第252

0地区元青少年交換委員長若林洋一さんで外国人留

学生の役割と理解についてのお話をされました。

18時より宮崎RI会長代理歓迎晩餐会が行なわれ歓

迎アトラクション来賓紹介又韓国RI第3690地区総

裁挨拶などがあり大変賑やかな歓迎晩餐会でした。

以上が第一日目の本会議の報告です。

10日の本会議は、広島県立みよし公園カルチャー

センター体育館で行なわれました。二日目本会議

の報告は木村会員にお願いしておりますので宜し

くお願いいたします。最後に地区大会に参加され

た方々には心より感謝申し上げまして、会長の時

間を終わります。

委 員 会 報 告

■親睦活動委員会 委員長 吉本きよ子

8月26日大久野島で行った納涼例会についての決算

報告が行われました。

■2009-2010年度G9ガバナー補佐 本庄純夫

2008年9月～2010年8月G9ガバナー補佐会計収支に

ついて報告が行われました。

■たけの子会 担当 木村安伸

11月7日(日)竹原C.Cに於いてたけの子会ゴルフコ

ンペを実施しますので多数のご参加をお待ちして

おります。

地区大会報告

会員 木村安伸

一期一会を掲げて10月8日、9日、10日三次市にお

いて2010-11年度国際ロータリー第2710地区大会

（登録者数1,539名）が開催され、当クラブからは

22名が参加しました。私は、本会議第2日目に参加

しましたので、その模様の概略を以下ご報告申し

上げます。

会議は、前田茂ガバナーの点鐘で始まり、国歌斉

唱、物故会員に黙祷などと続き、ガバナー挨拶で

は、今年度のガバナー信条として「ロータリーの

絆をもとう」をテーマに示して地区運営を進めて

おり、１に「温故知新」２に「地域の教育力向上」、

３に「夢100年物語」を掲げ、次なる時代を考えて

いこうと決意を新たにしているところである旨述

べられました。

宮崎茂和国際ロータリー会長代理からは、レイ・

クリンギンスミスＲＩ会長の今年度の国際ロータ

リーのテーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」は、

ロータリーだけではなくグローバルな領域にも通

用するものである。ロータリーは時の情勢に対応

して、これからも大きく転換していくこの時期に

やはり私たちの使命は「地域を育み、大陸をつな

ぐ」、そして世界の理解、親善、平和を実現して

いくことではないかと思いますと挨拶されました。

記念講演は、三十年以上カトリック教会を基盤に

貧しい国の人々に救済の手を差し伸べ、世界中を

飛び回っている作家の曽野綾子さんが、「世界の

中の日本」と題して話されました。



生憎私は、講演の後半分のみしか聞けなかったの

で、話の全体的な内容を把握できませんでしたが、

「日本の常識・世界の非常識」という切り口から

外国のものの考え方、政治、経済、宗教、慣習の

違いを縷々話されていたと思います。講演の最後

は、日本人は自分の美学をはっきり示し、しっか

り勉強して日本を立て直すことに努力してもらい

たいと結ばれました。

表彰では、当クラブが会員増強・拡大賞で維持(最

高の会員維持率)賞と米山記念奨学会クラブ創立特

別寄付表彰を受け、個人では、本庄会員が地区功

労賞を、円山会員が45年以上100％出席表彰、吉本

会員がポール・ハリス・フェロー賞、それに荒谷

会員が米山功労者表彰をそれぞれ受けられました。

誠におめでとうございます。

三分間スピーチ

会員 朝比奈勝也

“新たけはら生活2010”と題しまして竹原のいろ

んな良さを伝えていこうと、楽しみながら竹原を

知っていただいて、竹原を好きになってもらおう

と活動をしています。

6月に田植え、8月には竹原ぶどうの収穫、つい先

日10月11日には稲刈りを行いました。12月には吉

名でジャガイモ堀、来年3月には長浜でたこつぼ漁

を行います。一般の方から募集をして、皆さんに

体験して頂いて私たちも楽しみながら一緒に竹原

で遊ぶという知産知食学校です。

これは“竹原の食を考える会”というグループが

主催で私は当初から副会長として携わっておりま

す。先日は稲刈りの模様をテレビで紹介頂きまし

た。田んぼアートで稲で絵を描いたんですね。稲

を数種類植えて、実って色ずく色の違いで絵が描

けるんです。農薬を使わない方法で、自然を大切

にするというところがたまたま報道関係に興味を

持っていただいたのかと思っています。既に田植

え稲刈りも3年目で何回も参加してくださる方もい

ます。広島県内、東広島、広島市内の方からも参

加して頂いています。こんなことを行っています

ので是非ロータリーの皆様もお孫さんと一緒に12

月のジャガイモ掘りへどうでしょうか。ジャガイ

モを掘って、その場で料理をして食べたり…など

行いますので是非ともご参加下さい。以上です。

財団の方から、年次寄付、米山寄付宜しくお願い

します。有難うございました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会員 荒谷 隆文

皆さんこんにちは、三分間スピーチをいたします。

副会長に就任しまして4ヶ月に入ります。ひと月ご

とに、会長職が近づいて参りますので大変プレッ

シャーを感じております。

これも、いまだロータリーを十分に理解できてい

ないからだと思います。少しずつ勉強をと思って

おりますが、気持ちばかり焦って空回りをしてお

ります。

今日はクラブの存続に必要な記事がありましたの

で、2008年国際協議会講演集の中から二点ほど紹

介をいたします。

年に一人か二人の会員が減少して、いつの間にか

ひっそりと消滅していくクラブのことをよく耳に

します。こうしたクラブの指導者の多くは、スキ

ル(手腕)と洞察力を備えておられるがゆえに、地

域社会のビジネスに成功した方々です。もし自分

達の事業が縮小しているとしたら、ビジョンとキー

プロセスを見直し、それが時代遅れのものとなら

ないようにするはずです。皮肉なことに、私たち

はビジネスに有能な男女を会員として迎え入れて

いるにもかかわらず、クラブの指導という点では

こうしたビジネスのスキル活用をあまり奨励して

いません。多くのクラブは［いつもそうしてきた

から］的なアプローチを好んでいます。

次に会員増強に関しての記事の紹介です。

最近30代前半の聡明で人好きのする青年がロータ

リーに入会しました。私は彼に、会員となったこ

とに満足していないと打ち明けられました。彼は

リーダーとしてのノウハウを学び、人脈をつくり、

年長の会員を恩師とし、そして勿論、世界でよい

ことをするためのプロジェクトに参加する機会を

望んでいたそうですが、私たちは彼の期待に応え

ていません。いつの日かロータリーで偉大な指導

者となる資質とエネルギーを備えた青年ですから、

とどまってくれることを望んでいます。しかし、

彼のロータリーに捧げる時間や熱意と引き換えに、

彼が望むものを与えなければ彼は退会を決意する

でしょう。

このように、魅力的で活力あるクラブにするため

には、地域で元気な若い経営者がクラブ入会によ

り大きなメリットを実感できる環境をつくること

が必要ではないかと思います。
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