
■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 前田 茂 様

地区副代表幹事 小田 聡之 様

Ｇ９ガバナー補佐 村上 清司 様

補佐幹事 山本 修 様

スマイルボックス

■結婚記念日 ･･･三好(秀)

■特別スマイル

・前田ガバナー様

・村上ガバナー補佐様

・前田ガバナーはじめゲストの皆様の訪問を歓迎

いたします。 （佐々木秀明）

・たけの子会で優勝できました。有難うございま

す。 （久藤孝仁）

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・竹原市キャリアスタートウィーク実行委員会

11月26日(金) 竹原市民館

・竹原商工会議所新年互礼会

23年1月5日(水) 大広苑 2,000円

・奄美災害義援金募金箱回覧

・聖恵授産所文化祭ボランティア出欠回覧

中川会員がポールハリ

スフェロー賞を受けら

れましたので前田ガバ

ナーより授与して頂き

ました。

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

皆様こんにちは、朝夕の冷え込みも厳しくなって

きました。体調には十分に注意してください。

来週の例会は米山奨学生台湾出身の黄郁芩（ファ

ンユウチン）さんです。留学中の体験談などを話

していただきます。

本日は公式訪問例会です。RI2710地区ガバナー前

田茂様、ガバナー補佐村上清司様、副代表幹事小

田聡之様、補佐幹事山本修様には竹原ロータリー

クラブを訪問いただき有難うございます。心より

お礼と歓迎を申し上げます。又村上ガバナー補佐、

山本補佐幹事には先々週に引き続き再度ご来訪下

さり有難うございます。ガバナー補佐にはRLIによ

りクラブフォーラムまたクラブアッセンブリーに

は長時間に亘りご指導下さり有難うございました。

本日のスケジュールは先ほど終りました会長幹事

懇談会、次いで例会、前田ガバナーより卓話30分

ございます。例会後には集合写真さらにクラブフォー

ラム、内容はクラブの実情と問題点です。以上が

公式訪問のスケジュールです。それではプロフィー

ルを紹介させていただきます。
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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 １１月１８日 次週のプログラム １１月２５日

卓 話

米山奨学生 黄 郁 芩様
「私の夢を達成する方法」

年次総会 ・ 卓 話
休暇村 大久野島 支配人 義本 英也 様

「もてなしの心」

２０１０年１１月１１日 第２２６６回(委員会席)例会記録
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前田ガバナーは三次ロータリークラブ所属、生年

月日 1948年6月5日、職業分類 獣医・前田動物病

院院長です。ロータリー歴 1989年3月2日 三次ロー

タリークラブ入会、1995～1996年幹事、2006～200

7年度会長、マルチプルポールハリスフェロー、米

山功労者2回、ベネファクターです。続いて随行幹

事の小田聡之さんは同じく三次ロータリークラブ

所属、生年月日 1952年9月20日、職業分類 不動産

管理会社 株式会社小田組代表取締役、ロータリー

歴は1995年12月入会、2001～2002年度幹事、2007

～2008年度会長、ポール・ハリス・フェロー、マ

ルチプルポールハリスフェロー2回、米山功労者4

回でいらっしゃいます。村上ガバナー補佐と山本

補佐幹事は先々週ご紹介申し上げたので割愛させ

ていただきます。以上で会長の時間を終わります。

ガ バ ナ ー 公 式 訪 問

2010-2011年度国際ロータリー第2710地区

ガバナー 前田 茂 様

2010-11年度 RIテーマ

「地域を育み、大陸をつなぐ/

Building Communities, Bridgi

ng Continents」

レイ・クリンギンスミスRI会長の強調事項

「ポリオ撲滅、青少年にかかわる活動、未来の夢

計画の6つの重点分野を強調」

1）平和と紛争予防/紛争解決 2）疾病予防と治療

3）水と衛生設備 4）母子の健康

5）基本的教育と識字率向上

6）経済と地域社会の発展

地区信条と重点事項

「ロータリーの絆をもとう」-あくなき情熱と冷静で-

1）温故知新

地域社会のニーズを把握し、これからの奉仕

の理想を追求する

2）地域の教育力向上に力を注ぐ

新世代、青少年に視点を向け、未来を創造す

る人材育成のためのプログラムを考える

3）夢100年物語を想定していく（次なる1世紀へ）

ロータリーとしてこれからの100年の地域社会

を考えてみる

今年度RI会長レイ・クリンギンスミス氏は、今ま

でのRIテーマのほとんどはロータリアンだけに呼

びかけるもので、ロータリアン以外の人に何かを

説明するテーマがなかったと述べられています。

ロータリアン以外にロータリーの目的を説明する

こと、自分達の活動を再認識してもらうこと、ロー

タリーの中核となる価値観（奉仕、親睦、多様性、

高潔性、リーダーシップ）を分かち合うことから

「地域を育み、大陸をつなぐ/Building Communiti

es, Bridging Continents」という新年度のテーマ

を発表されました。視点を変えてみることは大変

重要であります。ロータリー105年の歴史の上に立

ち継続していくことは、変化に対応していくこと

でもあり、改革を必要とするかもしれません。

2010-11新しい年度を鋭意創建の気概で邁進してい

きましょう。完全を求めるのでなく、不足欠乏を

知ることでそれを補おうとする新しい意欲が生ま

れてきます。

各クラブにおいて今何が必要なのか。充実を求め

るのであれば何をしなくてはならないのか。活力

がみなぎり、会員にとって有意義で充足感あふれ

る出会いの場としての存在と、それに至るために

は何を目標として考えていくのか。

この1年が和やかな雰囲気のもとに魅力あるクラブ

に発展しますようにお祈り申し上げます。ロータ

リーの継続の力は、個々の会員の皆様の情熱とク

ラブの活性化を除いて他には存在しません。継続

は我々みんなの力の結集の賜物であります。

どうかこの1年間、RIおよび地区と連携を密にして

いただき、有意義な年度となりますことを祈念申

し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

クラブフォーラム

前田ガバナー、小田副代表幹事、村上ガバナー補

佐、山本補佐幹事、会員24名出席により例会終了

後クラブフォーラムが開催されました。

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３８名 ２８名 ４名 ２名 ４名 ８９．４７％


