
◆会員誕生日 藤中 保

梶谷 寛康（傘寿）

久藤 孝仁

下山 生修

堀越 賢二

◆結婚記念日 今井 敏明

藤中 保

土居 敏昭

◆事業所創立 小田 邦治

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆ソング：我等の生業

◆ゲスト：(株)P-tex 代表取締役 東 克哉様

◆特別スマイル

・このたび厚生労働大臣賞を授与して頂きました。

これからも地域福祉の為に頑張りたいと思いま

す。 （中川康子）

・先週ロータリーバッジを忘れて来ました。申し

訳ありません。 （佐藤守幸）

幹事 朝比奈 勝也

・G9IMご案内 G9ガバナー補佐 上田隆治

日 時 平成24年2月18日(土)

場 所 三原国際ホテル

登録料 会員数×2,000円

出席数×8,000円

・田村ガバナーへの記念品贈呈に関するお願い

G9ガバナー補佐 上田隆治

・第34回竹原ロードレース大会

日 時 平成24年2月5日(日)

会長 下山 生修

東克哉さん、先週はライラの研修、ご苦労様でご

ざいました。事業のお忙しい中ご出席頂き、有難

うございます。後程卓話を頂きますが、東さんに

とってお役に立った研修であったでしょうか。

さて、昨日は聖恵祭のボランティアに大勢のご出

席有難うございました。祭日にも関わりませず多

数ご出席頂き、主催者側も大変感謝致しておりま

した。

尚、本日は年次総会を開催致します。次年度の役

員理事に関しての選挙について付議致しますので

宜しくお願い致します。

又、本日はクラブアッセンブリーのある日ですが、

各委員会で熱心な討議をお願い致します。
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次年度理事及び役員選挙を実施。先に議長の下山

会長からクラブ細則第三条第一節の規定により候

補者指名委員会に指名を求め、佐々木指名委員会

委員長から次のとおり候補者が指名されました。

2012－13年度理事役員

会 長 荒谷 隆文

副会長 夜船 正昭

会長エレクト 木村 安伸

直前会長 下山 生修

幹 事 久藤 孝仁

会 計 澤原慎太郎

理 事 菅 義尚

理 事 藤中 保

理 事 本庄 純夫

理 事 土居 敏昭

理 事 小坂 啓子

次年度の理事役員は指名委員会のとおり決定され

て年次総会を終了しました。

新世代奉仕委員長 鴨宮 弘宜

2011－12年度のRYLA事業を

担当致します新世代奉仕委

員会委員長の鴨宮です。簡

単に事業の報告をさせ頂き

ます。内容等につきまして

は参加して頂きました東様

に後程ご報告頂きます。

この度のRYLAは11月19日～

20日にかけて、山口県ふれあいパークにてロータ

リアン、ローターアクト、そして一般の参加者総

勢およそ400名にて開催されました。

開講式等の後に、岩国短期大学教授の山縣明人様

より「危機的状況の日本を成長力ある国にマネジ

メントする」と題して基調講演を頂きました。

休憩をはさみ、４班に分かれワークショップ形式

にてシャドーキャビネットを形成し様々な問題点

について話し合いを行いました。

その後、予定を変更し地元選出の林芳正参議院議

員に参加を頂き、各班から出た質問に答えて頂い

た後、基調講演を頂きました。各班ごとにミーティ

ングし政策構想をまとめ一日目を終えました。

二日目は、構想のまとめの作文を作成し、班ごと

に発表を行い閉講式に臨みました。初めて出会う、

青年が二日間にわたり有意義な事業に参加されま

した。この事は、東様をはじめ、参加された方々

のこれからの糧になって頂く事を願っております。

以上で簡単ですが事業の概要の説明とさせて頂き

ます。有難うございました。

（株)P-tex代表取締役

東 克哉 様

今回RYLAへ参加させて頂

き、とても有意義な経験

をさせて頂きました。

行く前は同世代の方が多

く参加されているのかと

思っていたのですが、下

は18才から上は33才、私は始めて上から数えた方

が早い立場にいました。そこで直ぐに感じたこと

は年齢が上の立場ですので、今回のRYLAでは、主

催されている方が何を意図しているのかを考えな

がら、自分は参加している方と主催者を繋ぐ立場

なのではないかと感じました。

私は元々スポーツをしていた人間です。この前、

サッカーのワールドカップが開催されましたが、

あの時にレギュラー選手ではないキーパーの川口

能活さんが選ばれました。皆さん覚えていらっしゃ

いますか。

彼はフィールドに出るプレーヤーではないのです

がそこに存在感を表すゴールキーパーです。

彼は首脳陣である監督、コーチ陣と、選手とを繋

ぐ役目として選ばれました。そのことが書かれて

ある本を読んだ直後のRYLAへの参加でしたので、

正に私は今この立場にいるんだと感じました。

今まで主催者か参加者かの立場しか経験したこと

がなかったのですが、主催者の方が求めているこ

とを感じながら、今の自分の立場を考えながらこ

の二日間を過ごしたいと思いました。

岩国短期大学教授山縣明人様の「危機的状況の日

本を成長力ある国にマネジメントする」という基

調講演では、リーダーシップの大切さを強く言わ

れていました。

ワークショップでは約50人の若者が４班に別れて

内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣など

各役職に別れシャドーキャビネットを形成し、林

芳正参議院議員への質問を三つ考えるようにと言

われました。

そこで私は自ら率先して内閣総理大臣に立候補し

ました。同世代前の年下の子が多かったので、そ

の場でも自分の役割を考え、その中を調整しなが

ら進行しました。

私達のグループは林先生へ次の質問をしました。

1.Q内閣総理大臣を国民の直接選挙にしては。



A憲法改正の必要があるから時間がかかる。

2.Q少子高齢化について、年金の制度は続くのです

か。民間に任せることは可能でしょうか。

A年金制度は国の約束なので国が倒産しない限り

続ける。民間は倒産の危機があるから、倒産し

ない国がそこは担うべきである。

3.Q今年日本の良かったことはないですか。

A菅総理が辞任時に言われた再生エネルギー法案。

衛星で24時間太陽光、電気をレーザービームで送

る等、これは実は予算が計算されていて開発費を

含めて5兆円だそうです。5兆円あればその一つは

実施できるのではという夢のある話だそうです。

エネルギー法案は今から物創りをされる方には夢

のあるものなのだと初めて知りました。

4グループが各夫々質問して林先生に回答していた

だき、最後に林先生が言われたことは、

日本は今まで先進国として欧米に追いつけ、追い

越せで進んできましたが、もう先進国の仲間入り

をして次のステップを考えたときに、課題先決先

進国になるべきである。

つまり先進国が持っている課題を解決できる国に

なる、その解決方法を発展途上国であるところに

政策や民間の新幹線も良い例だと言われ、課題先

決先進国に向けて動き出すべきだと言われていま

した。

最終的に日本の進むべき方向を示して頂き本当に

有意義で内容の濃い二日間になりました。

最後の反省会では私は先ほど申しましたが自分を

川口能活選手の立場に置き換えて、「10年後、20

年後は私達の時代です。私達が今日連れてきても

らったロータリアンの立場にならないと日本は危

機の状況になります。ですので皆さん地元に帰っ

たら仕事を今まで以上に一生懸命頑張りましょう。」

と発言しました。

今回のRYLAは、私自身の知識を得るセミナーでは

なく、自分のいるポジションでどのように動けば

良いのかを考えさせられるセミナーでした。この

二日間体験したことは今後に大きな糧となったと

思います。

今私は30才ですが一番上の時もあれば、中間の時

もあれば、一番下の時もある世代です。自分の立

位置をしっかり見極めてどういうように動ければ

良いのかをこの二日間で学ばせて頂きました。

この機会を与えて下さった竹原ロータリークラブ

の皆様に感謝申し上げます。有難うございました。

各委員会毎に今年度の活動について検討協議しま

した。

11月23日(水)聖恵文化祭ボランティアへ参加された

皆様、お手伝い大変お疲れ様でした。

参加者は下山会長、朝比奈幹事、市川、坂田、佐々

木、川本、荒谷、久藤、木村、夜船、堀越、小坂各

会員、市川会員お孫さん綾さん、事務局の計14名で

した。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２８名 ３名 ２名 ２名 94.29％


