
■ソング：国歌・奉仕の理想

■ロータリー綱領：佐渡会員

スマイルボックス

■会員誕生日 ･･･今井、木村

■配偶者誕生日･･･藤中、三好(静)

■結婚記念日 ･･･久藤

■事業所創立 ･･･川本、鴨宮、朝比奈、中川

■銀婚式 ･･･久藤

■特別スマイル

・先週は忠海の地、大久野島での納涼例会、無事

に終え感謝しております。クラブ管理の本庄委

員長、吉本親睦委員長お世話になりました。

（下山生修）

・8月25日安芸カントリーにてたけの子会ゴルフコ

ンペが実施され、新年度第一回の優勝者になり

ました。 （荒谷隆文）

米山奨学会指定スマイル

・2010年度初の親睦活動の納涼例会(8月26日)皆様

多数の参加心から感謝しています。

（吉本きよ子）

クライングボックス

・バッチを持って帰っておりました。（市川重雄）

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・広島県防犯連合会賛助会費納入依頼の件

・例会終了後、定例理事会を開催致します。

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

先週の納涼例会は多数の参加有難うございました。

大久野島での納涼例会は新鮮味があり大変楽しい

時間を過ごすことができました。親睦委員会、下

山さんお世話有難うございました。

8月24日は13時30分より市役所に於いて竹原市暴力

団追放市民協議会運営委員会に出席いたしました。

暴力団追放市民総決起集会並びに街頭パレードは

市役所庁舎南側駐車場で実施10月16日(土)を予定、

13時30分より大会行事 街頭パレードを行い15時

頃終了予定となっております。暴力追放運動など

には積極的に参加して下さい。竹原警察署の刑事

課長より「暴力団の検挙に力を入れているので、

小さな事柄でも通報して下さい」とのことでした。

8月22日に地区指導者育成セミナーがホテルグラン

ビィア広島で行なわれ尾野幹事、川本会員組織委

員長、朝比奈財団委員長と私四名で参加しました。

12時30分登録受付、13時点鐘、ガバナーの挨拶に

続き基調講演でロータリーコーディネーター第3ゾ

ーン杉谷卓紀氏の「これでいいのかロータリー」

と題して講演が行なわれまして15時10分から懇親

TAKEHARA ROTARY CLUB ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2710

WEEKLY BULLETIN 竹原ロータリークラブ週報

会 長 佐々木秀明
会長ノミニー 下山 生修
副 会 長 荒谷 隆文
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 大森 寛
会 計 梶谷 寛康
Ｓ Ａ Ａ 木村 安伸

副ＳＡＡ 森 照明
直前会長 中川 康子
管理運営 本庄 純夫
会員組織 川本 照夫
奉 仕 市川 重雄
広 報 久藤 孝仁
Ｒ財米山 朝比奈勝也

＜事務局＞〒725-0026竹原市中央4丁目6－18樋ノ口屋おおぎビル203号
TEL 0846-22-7570 FAX 0846-22-7651
Email:rc-take@estate.ocn.ne.jp
URL:http://www5.ocn.ne.jp/~rc-take/

＜例会場＞〒725-0021竹原市竹原町3591－1 大広苑
TEL 0846-22-2970 FAX 0846-22-7822

＜例会日＞毎週木曜日12：30～13：30 発行：クラブ広報委員会

２０１０年９月９日発行 ＮＯ.７ー①

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 ９月９日 次週のプログラム ９月１６日

職業奉仕委員会担当例会（卓話）
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会があり19時50分閉会しました。この後各部門ご

とにセミナーの報告があります。また誕生月の卓

話がありますので会長の時間はこれで終わります。

誕生月代表者謝辞

9月お誕生日を代表して木村会員よりお礼の言葉が

述べられました。

委 員 会 報 告

■クラブ管理運営委員会 委員長 本庄純夫

例会終了後、クラブ管理運営委員会を行いますの

で宜しくお願い致します。

誕生該当者会員卓話

“私が歩んできた人生で

後にも先にもない唯一の金メダル”

会員 今井 敏明

戦後、父親が復員してミ

シン業として取り組み、

その中で当時としてはミ

シン・ラジオ等家庭用品

は殆ど手組にして売り出

しておりました。小生、

毎日々昼間はミシンの組

み立て、夜間高校と青春

を過ごし、その中で幼少の頃よりの工作好きに拍

車が掛かり、私の生業になったような気がします。

手組時代が約10年、昭和30年代からは業界も激し

さを増し幾度も難関に合い、大きな荒波のピンチに

見舞われましたが、その頃より高度なジグザグミ

シンが出始め私の性分に火がつき、一途に邁進し

ピンチをかわすことが出来ました。

昭和34年にジグザグミシン全国作品コンクール(第

一回)があり、梅にウグイス、百人一首を刺繍し屏

風にして送りました。当時としては大作になり、

特別賞との知らせが来ました。小生としても自信

がつき、今日まで色々なピンチがありましたが技

術向上を全面に仕事に取り組んできました。

バブルがはじけ 大のピンチの中、長期に迷走し

苦闘の連続でしたが、10数年前から大型スポーツ

店が地方都市に進出が始まりました。高度な技術

の要求に応ずる為に刺繍業界で取り組むべく全国

で43社の中に加えてもらい日々技術面で格闘して

おります。お客様に喜んでもらうべく、ロータリー

精神「奉仕を心がけ」仕事に励んだことが、今日

に至ったのではないかと感謝しております。

まだまだ大きなハードルが前方には数ありますが、

一つ一つ乗り越えたいものです。ミシンをベース

にして総合マーキングを確立すべく夢を描いてお

ります。

地区指導者育成セミナー参加報告

■会員増強部門 会員組織委員長 川本照夫

8月22日地区指導者育成セミナー報告（概要）

１．これでいいのか ロータリー

会員組織の現況（抜粋）

ロータリーコーディネーター 杉谷卓紀（玉名RC）

◆世界の会員数

NO1.USA 360千人 NO2.INDIA 111千人

NO3.JPN 91千人 NO4.KOREA 61千人

◆わが国会員数の推移

大13万人～現在9万人を割る

◆2710地区 74クラブ 3284名

2000年6月4142名 ～858名減

◆男女の割合 男97％ 女43％

カリブ諸島 女28％

◆会員所属年数

～10年未満 ･･･日本＜世界（4％）

11年以上～ ･･･世界＜日本（12％）

◆例会時間

19:00～ 39％ 11:00～13:59 34％

16:00～18:59 18％

地区会員増強部門アンケート（結果）

◆新会員獲得策

①会長・役員・増強委員会・会員全員の

獲得熱意・情報交換 56％

②Ｒの魅力を高め情報発信 23％

◆退会防止策

①会員相互の親睦・交流・信頼関係の醸成

②魅力ある例会・楽しいクラブ運営

③新入会員フォローをカウンセラーが担当

①～③で70％

◆プログラムで興味深く意義あるもの

①例会卓話（内・外）

②家族・夜間例会・旅行

③社会奉仕 ①～③で78％

◆その他ロータリー会員組織について意見

・ロータリーの中身を原点に戻り充実すること

が増強より先

・Ｒの会員であることが誇りで楽しめる会にす

ることが必要

・会員を育てる環境や熱意が大切

・セミナー、大会後の懇親会を見直す必要があ

る etc

２．長期計画について 南園義一PG

ビジョン（夢）



私たちは、世界中の地域社会における人々の生活

改善に貢献するため、活発で行動力のあるクラブ

からなり、人々から選ばれる奉仕組織である。

◆標語：超我の奉仕（３ポイント）

①クラブのサポートと強化

②人道的奉仕の重点化と増加

③公共イメージと認知度の向上

◆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

◆使命（理念）

私たちは、他者に奉仕し、高潔性を推進し事業と

専門職務及び地域社会のリーダーの間の親睦を通

じて世界理解・親善・平和を推進する。

要するところ、私たち一人ひとりの会員がより一

層素晴らしい会員になることにより、そのクラブ

は活性化され、ロータリーは発展するのではない

でしょうか。

３．真の会員増強を考える 西村栄時PG

地区のG事務所及びAGを中枢センターとして、各ク

ラブは会員推薦書を相互に受発信する「会員増強

のための広域ネットワーク」新入会員獲得がイメー

ジされている。又、入会促進～会員維持・退会防

止についてグループ別に討議・報告の中で新しい

会員を増強部門に重要した結果、30名を3年間で50

名にまで拡大したクラブ事例が報告され、その逆

転の発想に一同勇気づけられた。

熱意をもって2710地区会員3500名を達成し、2012

～2013田中作次RI会長に備えるとともに、長期計

画」を学びロータリーの変革を推進しようではあ

りませんか。

■Ｒ財団部門

Ｒ財団・米山奨学会 委員長 朝比奈勝也

財団未来の夢計画に対する地区としての準備

①現制度から新制度へ切替る日

2013年7月1日

但し、補助金申請の手続は半年前位から始まる

新制度の為の準備は2009-10年度から始めている。

②準備の為の基本的な考え方

１．ロータリー財団の理解度を向上させる

２．地区の裁量に任される部分が半分近くになる

が、責任が重く管理能力を向上させておく必

要がある

３．グローバル補助金と称して継続的、大型のプ

ログラムが可能となるが、種探しと準備に1～

2年かかる

③寄付の仕組み等は今のところ変わらない見込み

④管理能力向上の為の地区組織検討

2013年6月30日までは現制度が動いているので、

プログラムの減少に伴い地区財団委員会の実質

的原因は既に着手されている。新制度のルール

がかなり変わるので本年11月未来の夢計画準備

委員会を立ち上げる。本年度委員募集をガバナー

月信9月号で行う。

理事会報告（９月）

■日 時 平成22年9月2日(木)

■場 所 大広苑

■出席者 11名

■議 題

①竹原市国際交流協会会費の件 5,000円 承認

②津軽三味線公演 ポリオ募金取扱いの件 承認

全額ポリオ募金として財団へ送金処理する

③安芸津町敬老会祝いの件 30,000円 承認

④地区大会交通の件 バス利用 承認

⑤新入会員推薦の件 三名 承認

⑥11月18日Ｒ財団・米山担当例会に米山奨学生の

卓話 世話クラブ呉南ＲＣへ依頼中 承認

⑦ＲＹＬＡの件 参加者を募る 承認

⑧地区補助金申請パソコン購入の件 承認

現物は先に先方へ渡し、9月30日の例会に於いて

目録を贈呈する

⑨新入会員研修会の件 承認

日 時：9月下旬

場 所：大広苑

登録料：3,000円

該当者：平成19年7月以降の入会者

⑩大城家様より50,000円ご寄付 スマイルへ 承認

⑪月見例会 承認

日 時 10月14日(木）

場 所 黒浜

登録料 会員5,000円 配偶者3,000円

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３７名 ２９名 ４名 ０名 ４名 ８８．８９％
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