
２０１０年１２月２日

■ソング：国歌・奉仕の理想

■ロータリー綱領：大森会員

スマイルボックス

■会員誕生日・・・藤中、梶谷、堀越、久藤

■結婚記念日・・・藤中、土居、今井

■事業所創立・・・尾野、小田

■特別スマイル

・傘寿を迎えました。 （藤中 保）

・古希を迎えました。 （下山生修）

・家庭集会ご苦労様でした。 （佐々木秀明）

・公式訪問の際に前田ガバナーよりポールハリス

フェロー賞を授与して頂きました。（中川康子）

クライングボックス

・ロータリーバッジを忘れました。 （大成義彦）

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・RID3690地区地区大会ご案内 ガバナー 前田茂

日程 2011年4月22日(金)～24日(日)

費用 広島空港発着 106,000円

・例会終了後理事会開催します

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

皆様こんにちは、早いもので今年も後ひと月にな

りました。12月は何かとお忙しいことと存じます。

また寒さも厳しくなると思いますが、皆様には充

分な健康管理をお願い致します。

明日の12月3日は竹原ロータリークラブ創立記念日

です。1964(昭和39)年12月3日に創立し、1965(昭

和40)年2月1日にRIの認証を受け、その年の11月7

日認証状の伝達式が行なわれています。スポンサー

三原ロータリークラブの金尾覚一氏のお世話によ

り竹原ロータリークラブは32名の会員で創立しま

した。いよいよ創立47周年に向かってスタートを

切ります。昭和39年1964～1965年度の会長堀本さ

ん、幹事に丸井さんで第一回目の例会が行なわれ、

本日で第2269回の例会が行なわれております。気

の遠くなるような数字です。46年の間、竹原ロー

タリークラブから6名のガバナー補佐を選出してお

り、ロータリークラブに大変貢献しております。

46年間、会員によって守られた竹原ロータリーク

ラブを先輩方に敬意を払い、親睦と友情を深め、

クラブがより充実発展するように努め、歴史と伝

統を守り継続して行くのが私たちの責務です。

先週は年次総会で次年度の会長、副会長、幹事、

会計、理事の皆様が発表されました。次年度の皆

様頑張って下さい。

今月で前半を終了致します。今日までクラブ運営

が滞りなく出来ましたことは皆様のお蔭でありま

す。ご協力大変感謝しております。後半も頑張り

ますので何卒宜しくお願い致します。以上で会長

の時間を終わります。
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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 １２月１６日 次週のプログラム １月６日

前半を振り返って（会長） 新 年 互 礼 会

２０１０年１２月２日 第２２６９回(誕生席)例会記録
２０１０年１２月４日 第２２７０回（指定席）例会記録



誕生該当者会員卓話

『会員増強のメカニズム』

会員 藤中 保

会員増強のメカニズムに

ついて考えてみるとふた

つの要因がある。ひとつ

はクラブ外に働きかける

ための外的要因、そして

もうひとつはクラブ内に

おける要因としての内的

要因である。外的要因はいわゆる外部に対する勧

誘活動に象徴されるような地域在住の会員適任者

に対する入会の呼びかけ、広報活動による地域に

対するロータリー活動のＰＲ等が考えられる。次

に内的要因を考えてみると、まずロータリアン個々

人のモチベーションの向上とロータリーの広告塔

としての役割分担意識の向上が必要ではなかろう

か。

最近は毎年のようにロータリーの年度重要課題と

して会員増強が取り上げられ、各クラブもその実

現に可能な限りの努力を傾注しているところであ

るが、その対応は前者の方式による地域在住の会

員適任者に対する入会呼びかけが主流であって、

この方法については自ずから限界が感じられると

ころである。

そこで重要なのは内的要因の充実である。それは

ロータリアン一人ひとりが自己をもっとロータリ

アンらしく向上させることである。現今のロータ

リー会員減少要因のひとつにロータリーの魅力の

減退があげられている。ロータリーの魅力、即ち

人々の心を惹きつける力の減退である。それを挽

回することが今一番重要な事であろう。そのため

にはどうすればよいのか。私はまず最も必要なこ

とはロータリアン一人ひとりがもっとロータリア

ンらしく成長することが必要であると考える。そ

うすることによって会員一人一人のロータリアン

としての魅力の高まりが期待でき、それができれ

ば魅力あるロータリアンの集団たるクラブは当然

魅力ある集団に変容し、部外者たる一般市民から

もより高い評価をいただくことができ、そのこと

が新会員の勧誘、入会にもつながる可能性の増大

に期待することができるものと思うのである。ロー

タリアン個々人の資質向上に必要なことは何といっ

てももっとロータリーをよく理解することから始

まるのである。

我々ロータリアンにはロータリーの基本的理念と

して「ロータリーの綱領」、「ロータリーのモッ

トー」等が示され、また、生活信条として「四つ

のテスト」「倫理訓」等数々の教えがある。会員

は自己の学習や研修を通じ、これらの教えを拳拳

服膺することによってロータリアンとしての思考

力の向上とともに内面的な充実を図ることができ、

よりロータリアンらしさを身に着けることが期待

できると思われる。

このように会員増強は内的要因と外的要因が表裏

一体となってその実を挙げることができることを

念頭において活動に取り組みたいものである。

誕生月代表者謝辞

12月お誕生日を代表して、下山会員からお礼の言

葉が述べられました。

委 員 会 報 告

■次年度幹事 朝比奈 勝也

クラブ細則第3条第2節により、次年度SAAを選出し

ました。夜船正昭会員が次年度SAAとなります。宜

しくお願い致します。

■1･2班合同家庭集会 1班リーダー 本庄純夫

“ロータリーを語ろう”をテーマに、サブテーマ

として例会の活性化、会員増強について例会運営

の改善策や会員増強における現状認識を皆様から

一時間に亘り有意義なご意見を頂きました。

■3班家庭集会 3班リーダー 市川重雄

家庭集会の原点に返り、ざっくばらんな会合とな

りました。若い会員からとても良いご意見を頂き、

とても充実した家庭集会が出来ました。

理事会報告（１２月）

■日 時 平成22年12月2日(木）

■場 所 大広苑

■出席者 １３名

■議 題

①新年互礼会の件 承認

日 時 2011年1月6日(木)18時より

場 所 大広苑

登録料 3,000円

②事務局年末年始の件 承認

2010年12月27日(月)～2011年1月5日(水)

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％



２０１０年１２月４日

忘年家族例会 in 大広苑

■ソング 奉仕の理想

■参加者 会員33名、配偶者21名、成人10名

高校生4名、中学生4名、小学生16名

幼児7名、事務局 計96名

会 長 挨 拶
会長 佐々木 秀明

皆様今晩は。今日は、忘年家族例会に出席頂き有難うございます。ご婦人

の皆様、竹原ロータリークラブの運営に対しいつも多大なるご理解とご協

力を心より感謝申し上げます、誠に有難うございます。

次に、クラブでの活動計画が順調に進んでおりますことは会員の皆様のご

協力のおかげでございます。2010～2011年度も中間点を迎えました。

残る後半も引き続きご支援ご協力の程宜しくお願致します。

今日の忘年会には９６名の参加を頂きました。誠に有難うございました。

この後、森会員のお孫さんの今話題となっています石川真帆さんに歌を歌っていただきます。石川真帆さ

んよろしくお願い致します。親睦委員会の皆様には大変お世話になりますが、最後まで宜しくお願致しま

す。また、佐藤さんには缶酎ハイ、市川さんにはケーキ、原田さんにはアイスクリームを御提供していた

だきました。有難うございました。それでは今日は最後まで楽しんで下さい。以上で挨拶を終わります。

〈忘年家族例会 懇親会プログラム〉

♪佐々木会長 挨拶

♪荒谷副会長 乾杯

♪石川真帆さん歌

♪新会員紹介

♪次年度理事役員紹介

♪金婚・銀婚式を迎えられた会員御夫妻へ花束贈呈

♪お楽しみ抽選会

♪下山会長エレクト 挨拶

♪手に手つないで

石川真帆さん

森会員お孫さん 現在、高校一年生

2010年7月4日NHKのど自慢出場：庄原市（合格）

第6回全日本カラオケグランプリ2010中国地区大会出場（優勝）

第6回全日本カラオケグランプリ2010全国大会出場

テレビ放送 中国地区大会2010年12月27日午前10時（TBS)

全国大会2011年1月2日午後3時30分（TBS）

佐渡会員ご夫妻金婚式おめでとうございます

久藤会員ご夫妻銀婚式おめでとうございます



出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３８名 ２９名 ３名 ２名 ４名 ９２．１１％


