
◆会員誕生日 原田 一平 夜船 正昭

小田 邦治

◆結婚記念日 佐渡 文武 市川 重雄

下山 生修 堀越 賢二

三好 静子

◆配偶者誕生 金澤 節生

◆事業所創立 大森 寛 市川 重雄

*****************************************

◆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 田村 泰三様(柳井RC)

地区副代表幹事 金井 哲明様(柳井RC)

G9ガバナー補佐 上田 隆治様(三原RC)

補佐幹事 中川 正巳様(三原RC)

◆ビジター：中間 隆雄様（三原RC)

◆特別スマイル

・ガバナー田村泰三様

・G9ガバナー補佐上田隆治様

・田村ガバナーをはじめ地区幹部お三方のお越し

を心から歓迎致します。 （下山生修）

・観光と経済調査の為9/19～29までスペイン、ポ

ルトガル、フランスへ行って参りました。

（原田一平)

・第7回米山功労クラブとして感謝状を頂戴致しま

した。会員の皆様のご協力に感謝致します。

(下山生修)

・孫が早稲田大学理工学部に推薦入学して頂き家

族一同喜んでいましたが、本人が辞退し都の西

北が泡と消えました。残念です。 (大森 寛)

副幹事 三好 静子

・例会変更 因島RC

日時 10月27日(木)→23日(日)

・2012年5月国際ロータリー年次大会ご案内

ガバナー 田村泰三

開催場所 バンコク

旅行日程 2012年5月5日～5月9日

・本日は例会終了後、１階に於いて集合写真を撮

影します。その後13：40よりこの場にてフォー

ラムを開催致しますので宜しくお願い致します。
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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６日 第2307回(委員会席)例会記録

今週のプログラム １０月１３日 次週のプログラム １０月２０日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生該当者会員卓話 地区大会報告



会長 下山 生修

いよいよ本日はガバナー田村泰三様の公式訪問を

頂くことになりました。随行幹事の金井哲明様、

ご苦労様でございます。上田ガバナー補佐、中川

補佐幹事、毎週ご苦労様です。何分とも宜しくお

願い致します。年一回の公式訪問ですが、緊張を

禁じえません。竹原ロータリークラブ挙げてガバ

ナーのお越しを心から歓迎申し上げます。

私は今年のクラブ運営方針としてRI会長のカルヤ

ン・パネルジー氏が提唱した「心の中を見つめよ

う 博愛を広げるために」のテーマ、そして、田

村ガバナーの「ロータリーを楽しもう」の信条か

ら、“地域に愛を・人に愛を！”をスローガンと

し、重点方針の中に「もっとロータリーを知り、

ロータリーをエンジョイしよう」と掲げました。

田村ガバナーの心の中を見つめようという言葉の

解釈は非常に興味深く、哲学的でありますが、吾々

を省みることに通じ、ガバナーが上げられた江田

島海軍兵学校の五省は古今東西にも浸透しうる反

省であると考え大変感銘を受けました。

それは、１、至誠に悖(もと)るなかりしか

（真心に反することはなかったか）

１、言行に恥ずるなかりしか

１、気力に欠くるなかりしか

１、努力に恥ずるなかりしか

１、不精に亘るなかるしか

以上5つの反省です。これは21世紀の今日でも十分

通用します。先週、上田ガバナー補佐もおっしゃっ

ています。「心の中を棚卸しをせよ」と。これも

正に胸に迫ります。

吾々は時折、心の棚卸しをして、心新たに挑戦す

る必要があるのだと思います。

後ほど、田村ガバナーの卓話と上田ガバナー補佐

の司会のもとフォーラムを開催して頂きますが宜

しくお願い致します。

この公式訪問が2710地区にとっても、私たち竹原

ロータリークラブにとっても素晴らしい成果が示

現することを願って私の時間を終ります。

米山記念奨学会より、次の感謝状が届きましたの

で田村ガバナーより贈呈して頂きました。

◆第7回米山功労クラブ

◆米山功労法人

三幸食品工業株式会社様（佐藤守幸会員）

◆米山功労法人

アヲハタ株式会社様 （小田邦治会員）

◇地区大会
日 時 平成２３年１０月１６日（日）

場 所 サンビームやない

参加者 下山、朝比奈、原田、金澤、今井、本庄、佐々木、

佐藤、梶谷、森、川本、荒谷、久藤、木村、大成、

三好、小坂（計１７名）

行 程 行）大広苑（7：00発）＝安芸津桟橋（7：15）

＝高屋ＩＣ＝（途中トイレ休憩）＝玖珂ＩＣ＝

『サンビームやない』

プログラム 9：00 登録・受付開始

9：40 プロローグ

10：00 点鐘 本会議（午前の部）

12：00 昼食・休憩

13：00 記念講演

増田寛也氏（元岩手県知事・元総務大臣）

「新たな国づくりに向けて

－東日本大震災を経験して－」

14：45 本会議（午後の部）

16：40 点鐘・閉会



国際ロータリー第2710地区

ガバナー 田村 泰三 様(柳井RC)

本日はもうすぐ創立50周年を迎えようとされる歴史と伝統のある竹原ロー

タリークラブに公式訪問をさせて頂きました。このように皆様から温かく

お迎え頂きまして有難うございます。先ほどは沢山の米山記念奨学会に対

してご協力を頂きまして本当に有難うございます。本日は卓話の時間に今

年度のRI会長のテーマについて、今年度の地区の直面している問題につい

てお話させて頂きます。

2011－12年度RI会長カルヤン・バネルジー氏はインドの出身で今年の国際テーマを「こころの中を見つめ

よう 博愛を広げるために」と設定されました。このテーマのもとに世界中のロータリアンの皆様にロー

タリー活動をより有意義なものにして頂きたいというのが会長の願いであります。この中味について色々

と考えてみたいと思います。

かつて日本の江田島海軍兵学校では五つの反省、五省「至誠に悖(もと)るなかりしか、言行に恥ずるなか

りしか、気力に欠くるなかりしか、努力に恥ずるなかりしか、不精に亘るなかるしか」があり、教育勅語

と共に教えられたと言われます。戦後アメリカの海軍の幹部がこの五省の精神に感銘を受けてアナポリス

海軍兵学校に英訳文を掲示し、日本の海上自衛隊では日々の行動を自省する標語として用いられているそ

うです。(ガバナー月信引用)

“こころの中を見つめよう”は自己を省みるということ、こういった反省は、一人では難しいところがあ

ります。仲間がいないと自分の心の成長は難しいかもしれません。心の中を見つめることは、私たちに固

定観念を捨て、潜在能力を引き出して欲しいということであります。そこでRI会長が言われたのは、ロー

タリーには仲間があり、週に一回の例会で集まれる、これがロータリ－が例会を持つことの大きな意義だ

ということです。

後段の“博愛を広げるために”は、ロータリー活動で言う、人道的な支援をしましょう、或いは人の為に

奉仕活動をしましょうということです。この言葉はロータリーの目的そのものであるといえます。

ロータリーの目的は、ロータリー綱領に書かれていると教えられました。そしてロータリーの第二標語

「最もよく奉仕するもの 最も多く報いられる」これに示されていると教わって参りました。確かにその

とおりだと思います。「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」と「最もよく奉仕するもの 最

も多く報いられる」は表現こそ違いますが同じ事を示していると考えます。

もう一つ、ロータリー活動を行うにあたり、ガバナーの信条として「ロータリーで楽しむ心を学ぶ」と提

唱させて頂きました。ロータリークラブは楽しくなければいけません。では楽しくするためにはどうすれ

ば良いか、ロータリー活動を通じて問い続けて頂きたいと思っています。

クラブの新しい奉仕プロジェクトを考えて頂く場合があるならば、地域の為に認知症の人と家族の人を地

域として支援するというテーマに取り組んで頂きたいと申し上げました。

これは認知症の専門家になって頂きたいというのではなく、この問題に直面している方たちを社会全体で

支援する状態をロータリーが先頭に立って地域で作り出して欲しいということです。これこそ地域おける

社会奉仕ではないかと思います。

今年度も東日本復興支援に対して私たちは取り組む必要があると考えます。昨年度沢山の義援金を各クラ

ブから寄せて頂きました。これを地区で集め、ガバナー会に集めて頂きました。

昨年度のガバナー会は一部を被災を受けた地区に見舞金として贈られました。残りについては、震災で両

親を失った子供達の育英資金と「５for1（ファイブ・フォー・ワン)」という支援方法を考えられました。

５for１とは被災を受けたロータリークラブ１つ対し被災を受けていない５つのクラブ又それ以上で物心

両面できめ細かい支援をしようということです。

また、被災地区の支援方法としてロータリー財団も日本のロータリー財団の分室を作り、マッチンググラ

ンドのような支援も出来るようになっています。

しかし被災地との連携がなければいけません。今年度が始まる直前に石巻、気仙沼の6つのクラブを訪問

しました。そして船の支援を考え、今5つの船を送る用意が出来ています。ご存知かと思いますが萩から

は既に3つの船が送られました。



副幹事 会長 ガバナー補佐
RID2710地区

ガバナー

随行幹事

副代表幹事
補佐幹事

三好　静子 下山　生修 上田　隆治 田村　泰三 金井　哲明 中川　正巳

副会長 会員組織委員長

木村　安伸 佐藤　守幸

会長ノミニー
ロータリー情報
研修リーダー

荒谷　隆文 吉岡　一眞

会計 会員組織委員

小田　邦治 今井　敏明

SAA 会員組織委員

夜船　正昭 久藤　孝仁

クラブ管理運営
委員長

クラブ広報
委員長

藤中　　保 大成　義彦

プログラム委員長
ロータリー財団

米山委員長

川本　照夫 吉本きよ子

クラブ管理運営

委員
米山委員長

土居　敏昭 本庄　純夫

クラブ管理運営

委員

奉仕プロジェクト

委員長

梶谷　寛康 森　照明

クラブ管理運営

委員
社会奉仕委員長

円山　啓壮 中川　康子

奉仕プロジェクト

委員

奉仕プロジェクト

委員
国際奉仕委員長

新世代奉仕

委員長

原田一平 小坂　啓子 市川　重雄 鴨宮　弘宜

私達が訪れた気仙沼で一つのフェリーが活躍していました。これは被災地からの瓦礫を積んだトラックを

運ぶフェリーですが、フェリーには“江田島フェリー”と書いてありました。このフェリー一つが活躍し

ている状況を見て、船の支援を考えたわけです。漁業関係以外にもどのような支援が必要かと今後も情報

交換をしていきたいと思っています。

今年の地区大会は東日本復興支援の地区大会とさせて頂きたいと思います。ロータリーの奉仕活動はこう

いった時に発揮されるものだと思います。今、何を援助すれば最も効果的か、今の状態を見て分析しなけ

ればいけません。これこそ私達が災害に対して学ぶべきことだと思います。

どうか皆様方の一層のご理解ご支援と一日も早く復興が進むことを願っているところでございます。

最後に、竹原ロータリークラブの皆様が豊で楽しいロータリー活動を通し、人生がより豊かなものになり

ますよう祈念し本日の卓話を終らせて頂きます。ご清聴有難うございました。

ガバナー公式訪問例会終了後、第2710地区田村泰三ガバナー、金井哲明地区副代表幹事、上田隆治G9ガバ

ナー補佐、中川正巳補佐幹事、会員24名出席によりクラブフォーラムが行われました。フォーラムはG9上

田ガバナー補佐が司会進行を務められました。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２９名 ３名 １名 ２名 97.14％


