
◆結婚記念日 大森 寛 佐藤 守幸

梶谷 寛康 川本 照夫

中川 康子

◆配偶者誕生 堀越 賢二

2011年10月20日 第2309回

◆ソング：我等の生業

◆会員誕生日 …原田、小田

◆配偶者誕生日…金澤

◆喜寿 …原田

◆特別スマイル

・地区大会の参加ご苦労様でした。 (下山生修)

地区大会において、

円山会員（永年連続

出席46年)、菅会員

（永年連続出席40年）

の表彰を受けられま

した。

大田会員が第一回米山

功労者表彰を受けられ

ました。

幹事 朝比奈勝也

・地区大会参加お礼状 ガバナー 田村泰三

会長 下山 生修

先週は地区大会への出席、お疲れ様でした。第一

日目は午後より始まり、基調講演とRI会長代理郡

司ご夫妻の歓迎レセプションがありました。

基調講演は東京の恵比寿RCの榊原節子さんの「国

際奉仕―素晴らしい体験・奉仕のノウハウと問題

点」と題して、お話がありました。特に国際奉仕

の難しさ苦労話がありましたが、実際に現地へ赴
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2011-2012年度 国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

2011年10月20日 第2309回(抽選席)例会記録
2011年10月27日 第2310回(指定席)例会記録

今週のプログラム １１月１０日 次週のプログラム １１月１７日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生該当者会員卓話 ロータリー財団・米山記念奨学会担当例会

★忘年家族例会（予告）

日時 2011年12月11日(日)18時より♪

場所 大広苑

12月8日(木)→11日(日)となります。



き、相手国への方と協同することの困難さがしみ

じみ感じられました。

そして数年間でネパールでのバイオガス・システ

ム135基、簡易水道設備9ヶ所、マッチンググラン

ト27,000ドルの手法は評価に価すると思いますが、

そのプロセスでのご苦労は並大抵ではなかったと

思います。

後段の「奉仕と寄付」に関しては、日本人特有の

未経験風土と欧米との格差の大きさが印象的でウ

インストン・チャーチルの「人間は得ることで生

計を立て、与えることで人生を築き上げる」とい

う言葉が心に残ります。RI会長代理郡司さんの話

は二世移民の日米での苦労話がウイットに富んだ

スピーチでしたが、特に次のような英語のロータ

リーに関する詩が披露されましたが、これが特に

印象的ですのでここで朗読いたします。

“To be a Rotarian(ロータリアンとは)”という

題です。

『若者は、誰かが作ってくれたプールで楽しみ、

ロータリアンは、自分が使うことはないプールを

つるはしをふるって作る。若者は、誰かが作って

くれた音楽で踊り、ロータリアンは、自分が踊る

ことはない音楽を生み出す。若者は、誰かが植え、

育ててくれた木の下に座って休み、ロータリアン

は、自分は座ることもない木を植え、育てる。若

者は、誰かが造り上げた町の恩恵を受け、ロータ

リアンは、自分が恩恵を受けることすらない町を、

コミュニティーを造る。』

二日目の報告は久藤会員に譲りますが、続いて、

去る17日、教育委員会主催のキャリアスタートウィー

ク実行委員会の討議に参加致しました。新世代奉

仕の対象となる竹原市内の四つの中学の2年生が参

加するキャリアスタートウィークです。来年も6月

に実施されるそうで、会員の皆様の体験事業所提

供に是非ご協力いただければと存じます。

◆クラブ管理運営委員会 委員長 藤中 保

8月25日(木)大久野島に於いて開催した納涼例会の

収支について報告が行われました。

会長 下山 生修

先週の理事会で確認させて頂きましたのでクラブ

細則3条に則り、臨時総会を聞かせて頂きます。議

長は細則に基づき私が務めさせて頂きます。議題

は次次年度役員に関してであります。

クラブ細則第三条第一節に則り、竹原ロータリー

クラブ次次年度役員指名委員会の設置をお願い致

します。指名委員会は次次年度の会長、幹事、会

計、理事5名の指名を求めます。指名委員会はクラ

ブ細則に則り、直前会長と遡るパスト会長の5名で

編成し直前会長を委員長とします。

従って、委員長は佐々木会員、委員として中川会

員、土居会員、川本会員、本庄会員、以上の5名で

あります。以上、皆様ご承認頂けますでしょうか。

拍手でお応え願います。有難うございました。

佐々木委員長は11月24日の年次総会に於いて指名

委員会の結果をご報告下さい。宜しくお願い致し

ます。

会員 久藤 孝仁

10月16日(日)東日本大震災復興支援をサブタイト

ルの地区大会に竹原RC16名参加致しました。柳井

の地での開催は受け入れる施設等、環境面で大変

窮屈でした。本会議、昼食の混雑は元より、各展

示ブースは地区大会記念事業で贈呈した屋外での

大型仮設テント「エアロシェルター」の下でした

し、大会会場のキャパシティー1200に対し参加人

員1700名以上ですから本会議の座席確保にも苦難

の色濃く、ホストクラブの努力がうかがえました。

10時よりRI会長代理夫妻入場後、日本、韓国、ア

メリカ各国歌斉唱後ガバナーの点鐘で大会が開催

しました。物故会員の紹介、黙祷に故三好会員の

紹介もあり、再び、寂しさがこみ上げてきました。

歓迎挨拶、ガバナー挨拶、来賓祝辞に続き、RI369

0地区安総裁の挨拶の後、RI会長代理 郡司 健氏の

挨拶を受けました。郡司会長代理は1977年に入会、

日系アメリカ人です。流暢な日本語で挨拶をされ

ました。挨拶の前にイリノイ州からのGSEメンバー

の緊張をほぐすやり取りで、郡司氏は1984年に日

本に来た際、朝8時に東京の築地に行き寿司を食べ

数本のビールを飲んで、その後ちょっと酔っぱらっ

て当時の都知事を訪問した事をジョーク交じりに

紹介していました。

まずは、RI会長代理の挨拶を紹介します。

前文略…バネルジーRI会長とビノータ夫人からの

挨拶を伝えます。《RIのテーマである、“こころ

の中を見つめよう 博愛を広げるために”を理解

して奉仕をして下さることを心から願っています。

また、本日の地区大会が有意義なものになること

を、祈念します。》とのことです。また、会長の

持論は、家族、家庭が最も重要であると思ってい

ます。将来素晴らしい人に成長し、希望が持てる

ようになるには、すべて家庭から始まると言われ

ています。そのために基本となるのが“こころの

中を見つめよう 博愛を広げるために”です。私

たちロータリーのゴールは、前向きの変化を起こ

し、関与するすべてのことを前より良くなるよう

にすることです。そのために二つの主な事柄があ

ります。[会員増強とロータリー財団への支援です。]

会員増強について 私はロータリアンになって34



年ですが増強に大きな変化があったと思います。

今は、企業の最高経営責任者だけを会員に勧誘し

てはいません。新しい会員の多くは、会社や工場

のNo2,No3の人たちです。ロータリアンが町を経営

していると言われてきましたが、もはやそうでは

ありません。1988年に私たちのクラブは2名の女性

会員を迎えました。今では40名以上です。アメリ

カでは会員が減少傾向にありますが、もし女性会

員がいなければもっと大きな会員減少になったで

しょう。もう一つの会員増強の対象には若い人や

地域の新しい指導者です。このように会員の転換

は急速に行われているように見えます。

ロータリー財団への支援は、バネルジー会長の強

調事項です。2年以内に“未来の夢計画”に移行す

る時期であり、その準備が大切です。ロータリー

をよくするための大きな変革です。変革を受け入

れるにはいつも抵抗があります。ロータリーが今

まで行ってきたような高いレベルの奉仕を続けよ

うとするなら、新しい時代の要求に応えるために

変化が必要です。変革をしなくて良いものはあり

ません。財団はこのような変化に必要な、ロータ

リーのための手段です。

以上、かいつまんで現状報告をいたしました。最

後に30数年前の印象に残っている詩を朗読します。

「To be a Rotarian.」

To be young is to swim in pools you did not dig

To be Rotarian is to dig pools in which you may never swim

To be young is to dance to music you did not write

To be a Rotarian is to write music to which you may never dance

To be young is to sit under the trees you did not plant

To be a Rotarian is to plant trees under which you may never sit

To be young is to seek benefits from city you did not build

To be a Rotarian is to build a city and a community from which y

ou may never benefit

若者は、誰かが作ってくれたプールで楽しみ

ロータリアンは、自分が泳ぐことのないプールを作る

若者は、誰かが作ってくれた音楽で踊り

ロータリアンは、自分が踊ることのない音楽を生み出す

若者は、誰かが植え、育ててくれた木に座りロータリアンは、

自分は座ることのない木を植える

若者は、誰かが造り上げた街の恩恵を受ける

ロータリアンは、自分が恩恵を受けることの無い街やコミュ

ニティーを造る

大変興味深い、ロータリアンの心意気とか新世代

奉仕の必要性を感じました。

次に田村ガバナーの地区現状報告がありました。

“未来の夢計画”について、以前からあるDDFやWF

に代わる、新地区補助金,グローバル補助金と捉え

て次年度の理事役員など早めの計画を立てて頂き

たい。また、認知症への配慮、認識を持って地域

の社会奉仕に貢献して頂きたいとのことです。東

日本大震災の復興支援についての御礼も言われ、

具体的には2710地区から女川地区へ船4隻を支援援

助した現状を用い、国難の復興を全員で支援して

行こうとのご認識でした。

続いて、2011－12年度地区大会決議（案）の採択

《別紙参照》が行われ全員一致で採択されました。

昼食休憩後に元総務大臣の増田寛也氏の記念講演

がありました。戦後最大の危機、1000年に一度の

大災害を先生の体験から今後は、防災から減災へ

と防災計画の見直しが必要と考えておられました。

克服すべき課題や今後に向けては課題山積ですが、

国民全員が被害者だという認識のもと、日本全体

の再生ビジョンが早急に必要だとも言われました。

石巻南RCの復興支援のお願い、新世代アワー等行

事が続き、閉会へと続きました。

次年度開催ホストクラブは呉RCです。次年度は時

間的にも近い場所ですので、是非、皆さんで参加

しましょう。以上、大まかな発表でご不明な所も

多かったと思いますが、地区大会の参加について

の発表を終わります。

ロータリーの今昔？

会員 円山 啓壮

昭和40年1月7日の第一例会に

RCへ入会しました。

その日、ガバナー正岡旭氏の

卓話を聞いて、金科玉条とし

て守っていると46年連続出席

となりました。入会の新しい

会員の参考にお話しましょう。

１．ロータリーは出席に始まり、出席に終る。落

第もないが卒業もない。生涯、例会で研修し

自己研鑽に努める。欠席することは会員に迷

惑を掛けることになる。

２．ロータリーは一業種一人の優秀な人の集まり

であり、奉仕（職業奉仕）と親睦を旨とする。

３．奉仕は頭と身体を使い、金は使わない。

４．奉仕は複数年にわたらないようにする。

等々、守ってきたが、今のロータリーはどうでしょ

う。老人の私には全く理解し難く、ロータリーに

在籍することに疑問を感じていますが如何でしょ

うか？

◆議題

①忘年家族例会の件 承認

日時 平成23年12月11日(日)

場所 大広苑

12月8日(木)の例会を12月11日(日)とする。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２６名 ４名 ３名 ２名 91.43％



2011年10月27日 第2310回

月見例会：広島エアポートホテル

◆出席者：会員25名 配偶者家族13名

事務局 計39名

◆ソング：それでこそロータリー

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２４名 ７名 ２名 ２名 91.43％


