
◆会員誕生日 今井 敏明 木村 安伸

◆結婚記念日 久藤 孝仁

◆配偶者誕生日 藤中 保 三好 静子

◆事業所創立 川本 照夫 中川 康子

朝比奈勝也 鴨宮 弘宜

2011年8月18日 第2300回

◆ソング：それでこそロータリー

◆軽食

◆会員誕生日 …菅、佐藤

◆特別スマイル

・初の曾孫(女の子)が生まれ、家内の生まれ変わ

りと喜んでいます。 （円山啓壮）

幹事 朝比奈 勝也

・芸南学童水泳大会お礼状 竹原市教育委員会

・プレ公式訪問について

Ｇ9ガバナー補佐 上田 隆治

日時 平成23年9月29日(木)

12：00～12：20 会長幹事会

12：30～13：30 例会

ガバナー補佐卓話30分,RLI方式によるクラブ

フォーラム,テーマに沿ってランダムに指名

13：40～14：20 クラブアッセンブリー

14：20～14：50 会長幹事との打合せ

来訪者 Ｇ9ガバナー補佐 上田 隆治様

〃 幹事 中川 正巳様

・第3期RLI-2710分科会研修パート3及び卒後プロ

グラムのご案内 ガバナー 田村 泰三

日 時 平成23年9月11日(日)9：00～

場 所 ホテルグランヴィア広島

登録料 12,000円

・地区大会本登録についてFAXにてご案内しますの

で本登録の方宜しくお願い致します。

会長 下山 生修

８月６日と９日、そして１５日、平和を祈る一週

間が過ぎましたが、改めて世界平和を願うことと

鎮魂と追悼の必要性を痛感します。

さて、今日は奉仕について考えてみますと、綱領

にあります奉仕の理想という言葉、これは“Ideal

of Service”の直訳ですが、ロータリーでよく使

われる言葉であります。

自分に天職という使命を与えてくれた社会、又、

自分の職業を生かし継続させてもらっている社会

に感謝するとき、その奉仕の基本として個人生活、

社会生活、職業生活に於いて、利己的欲求は最小

限にとどめ、常に最大公約数的利益の究極を求め

続けていこうとするロータリーの奉仕哲学である

とも考えます。ロータリーの第一標語たる「超我

の奉仕」の哲学とも言えます。

加えて、元ＲＩ理事でパストガバナーの南園義一

さんが言われますが、思い切った発想の転換によ

り当該クラブに相応したクラブ特徴と活動理念に
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新世代奉仕委員会担当例会



基づいた革新的な奉仕活動を展開すべきと考えま

すが、皆様如何でしょうか。

以上で会長の時間を終ります。

◆ロータリー情報委員会 委員長 吉岡 一眞

9月1日(木)18時30分より大広苑に於いて新入会員

研修会を開催致します。今回の参加者は入会5年以

内の10名の皆様です。研修はオリエンテーション

と名付けて、研修の入門編としてロータリーの基

礎基本を中心として、ロータリーの理解の促進を

深め、またRLI方式の研修への移行の前段としたい

と考えております。研修内容は、手続要覧につい

て（藤中会員）、ロータリーの綱領とモットーに

ついて（本庄会員）、ロータリアンの義務と特典

について（吉岡会員）行います。手続要覧を忘れ

ないように必ずご持参下さい。

◆親睦活動委員会 委員 三好 静子

次週8月25日(木)は大久野島に於いて納涼例会を開

催致します。忠海港17時集合とご案内しておりま

すが、折角の機会ですので、もっと島を散策した

いという方は、前入りして頂いて大久野島を満喫

して頂ければと思います。支配人の義本さんのご

好意で無料の入浴をお楽しみいただけますのでフ

ロントでロータリークラブとお伝え下さい。

恐れ入りますがその際の行きの乗船券（大人300円

子供150円）は各自ご負担願います。

バスの乗車時刻は後日ご案内させて頂きますので

宜しくお願い致します。

『会員増強委員会担当月間によせて』

会員組織委員会委員長

会員増強委員長 佐藤 守幸

会員の増強は永遠のテーマと思っ

ています。

第2710地区における10年前の

会員が4,300人であったものが現

在は1,000人弱減少し、3,300人余となっています。

但し女性会員は往時63人から現在120人余りと倍増

しています。

ここ一年間の入会者 304人

退会者 272人 32人増加

地区の会員の退会の理由アンケート結果

病気、高齢、転勤の人 85％

ロータリーの魅力がない 5％

その他 10％

病気、高齢者が圧倒的である。

一方、当竹原RCでは会員のピークは平成元年に、

55名から現在35人と20人減少している。

会員の平均年齢は平成13年(10年前)63.6歳であっ

たものが現在68.3歳と5歳もアップし高齢化が進ん

でおります。

G9のあるクラブではピークに28人の会員であった

ものが現在11人と大変危機的な状況にあります。

45年余りの伝統ある当クラブを更に10年～20年と

永続発展していくためには若い会員の増強を計ら

ねばならないと思っております。会員の皆さんの

お智恵を借りながら、現在の会員35人を目標であ

る40人に持っていくよう努力したいと思っており

ます。

先の理事会で了解をとり会員増強委員会の中にプ

ロジェクトチームを作り一層の推進を計りたいと

思います。会員の皆様方の更なるご協力をお願い

いたします。

“最近の屋根事情について”

会長ノミニー 荒谷 隆文

皆さん、こんにちは。今日は最

近の屋根事情について少しお話

しいたします。職業情報の一つ

として聞いて頂ければと思いま

す。

屋根の瓦は建物の中で、雨、風を防ぐ最も重要な

役目をしているにも関わらず日常の生活には直接

関係していないのと、目線が遠いのであまり皆さ

んには意識をされていないようです。どちらかと

言うと、家庭での奥さんに似ているように思われ

ます。当たり前と思わず、時には様子を見て点検

することが丈夫で長持ちをさせ、家をしっかりと

守ってくれるもので、どこか通じるところがある

ように思います。

ここ15年前から台風、地震の被害が大型化してき

ております。このため、私達の業界でも耐震・耐

風に強い防災瓦、そして屋根の施行法として全日

本瓦工事業連盟が瓦屋根耐震、耐風標準施行ガイ

ドラインを発表し、現在私たちも、この施行法で

工事をしております。（全数釘止め、棟瓦のビス

固定）

今回の東北大震災では屋根の崩壊した家屋が約32

万戸で、大半が築20年から40年のもので、震動に

弱い、土葺き屋根でした。竹原では町並み保存地

区の建物に土葺き屋根が見られます。今月に入っ

て被災地より全瓦連へようやく復旧支援の要請が

ありましたが、東北5県で19社のみで、大半の業者

は受け入れ体制が整っていないのが現状で屋根の

復旧は進んでいないのが現状のようです。

ここに真横に倒壊した家屋の写真がありますが、

屋根瓦はまったくズレておりません。この建物は

ガイドライン工法で施行をしたとのことでした。

屋根瓦も製造技術の進歩で多種多様な形状の商品

が市場に出ておりますが、防災機能付が必要条件

になっております。

最後になりますが、皆さんに新しい時代の屋根材

を紹介いたします。商品名は『ルーガ』と言いま

す。軽くて、施行性がよく、踏んでも、投げても

衝撃に強く、割れない屋根材です。今後この地域

にも普及すると思います。



◆日 時 平成23年8月18日(木)

◆議 題

①納涼例会サインメイクの件 承認

日 時 平成23年8月25日(木）12：00～13：00

※○。。※○。。※○。。※○。。※○。。※○。。※○。。

2011年8月25日 第2301回

納涼例会 於：休暇村 大久野島

◆ソング：我等の生業

◆出席者：会 員 21名

配偶者 9名

家 族 5名（大人2名、子供3名）

事務局 計36名

幹事 朝比奈 勝也

・東日本大震災原田真二チャリティコンサートin

竹原について（協賛お礼）

・安芸津町敬老会の開催について

日時 平成23年9月19日(月)

場所 安芸津中学校屋内運動場

・ロータリーレート 9月より1＄78円

会長 下山 生修

今日はロータリーから離れてこの大久野島につい

てご報告します。大久野島は明治30年代に日露戦

争開戦に備え芸予要塞の一角として砲台などが設

置されました。明治37年(1904年)日露戦争勃発。

しかし日露戦争ではその大砲は使用されず、旅順

要塞攻撃に苦戦した日本軍は大久野島の中部砲台

の28ｃｍ砲四門を外して旅順に運び、攻撃に使用

し威力を発揮したとのこと。（この年、米国シカ

ゴでポールハリスがロータリークラブを立ち上げ

る。）明治39年(1906年)、乃木将軍がそのお礼に

忠海町を訪れ、銃砲大隊司令部を検閲し、黒滝山

の中腹には、その時乃木将軍が座られたという乃

木将軍腰掛けの岩があります。（この銃砲大隊司

令部は現在のアトム本社の事務所です。）

毒ガス工場の存在は機密性から秘匿され、陸軍が

発行した地図においても大久野島一帯は昭和2年か

ら昭和20年、空白地域として扱われたそうです。

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％

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２０名 ８名 ５名 ２名 85.71％


