
9月8日 第2303回

◆ソング：それでこそロータリー

◆ゲスト：バンブースポーツクラブ

クラブマネージャー 東 克哉様

◆事業所創立…中川

幹事 朝比奈 勝也

・竹原市国際交流協会総会開催ご案内

日時 9月20日(火)

場所 大広苑

・ラビットクロカンin大久野島2011協賛金お願い

日時 11月13日(日)

会長 下山 生修

本日はいよいよ鴨宮委員長の肝いりで、「スポー

ツによる青少年健全育成」と題した卓話を頂くこ

とになりました。東 克哉様ありがとうございます。

健康学という人間の身体的可能性を学ばれた上に、

中学の部活、各種競技を通じた実践的理論を伺え

ることは、吾々ロータリアンにとって新世代への

奉仕をするにあたって大変参考になると存じます。

又、介護予防の事業をされているようで我々自身

及び周囲の老人に対する介護に関し、重要な情報

をいただけるものと存じます。どうぞ宜しくお願

い致します。

◆会員組織委員会 委員長 佐藤守幸

9月1日新入会員(入会5年以内)を対象に研修会を行

いました。藤中、本庄、吉岡会員を講師に、会員

としての姿勢、綱領、ルールその他諸々をお話し

して頂きました。有難うございました。

増強委員会の中にプロジェクトチームを作り、8月

30日に第一回の会合を行いました。メンバーは佐々

木さん、朝比奈さん、久藤さん、鴨宮さん、堀越

さん、三好さん、澤原さん、私の8人です。ただ、

チームはあくまでも推進ということです。会員全

員で増強を図りたいと思いますので皆様のご協力

お願い致します。

◆ロータリー情報委員会

研修リーダー 委員長 吉岡一眞

先日の新入会員研修にご出席頂きまして有難うご

ざいました。時間が少なくて皆様のお声を十分に

お聞きすることが出来ませんでした。すみません

でした。ご意見ご要望がありましたらどうかお知

らせ頂ければと思います。有難うございました。

TAKEHARA ROTARY CLUB ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2710

WEEKLY BULLETIN 竹原ロータリークラブ週報

会 長 下山 生修
会長ノミニー 荒谷 隆文
副 会 長 木村 安伸
幹 事 朝比奈勝也
副 幹 事 三好 静子
会 計 小田 邦治
Ｓ Ａ Ａ 夜船 正昭

副ＳＡＡ 金澤 節生
直前会長 佐々木秀明
管理運営 藤中 保
会員組織 佐藤 守幸
奉 仕 森 照明
広 報 大成 義彦
Ｒ財米山 吉本きよ子

＜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.o cn.ne .jp /~ rc-tak e/

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

＜例会日＞毎週木曜日12：30～13：30 発行：クラブ広報委員会

２０１１年９月２２日発行 ＮＯ.８

2011-2012年度 国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

2011年９月 ８日 第2303回(抽選席)例会記録
2011年９月15日 第2304回（自由席）例会記録

今週のプログラム ９月２２日 次週のプログラム ９月２９日

クラブアッセンブリ― プレ公式訪問



バンブースポーツクラブ

クラブマネージャー 東 克哉様

皆様こんにちは。本日は貴

重な時間を頂き誠に有難う

ございます。私は、神戸市

出身で今年30才、竹原へ来

て6年目になります。本日

は“スポーツを通じての青

少年健全育成”ということ

で、今まで私が活動してきた竹原での6年間、子供

達と触れ合った中で感じた問題点や、こういうこ

とをやらなければと感じていることを中心にお話

できればと思います。

補足として、私は理学療法士という立場ですが、

竹原市は高齢化率33％、3人に一人は65歳以上で他

の市町村と比べて高い比率となっています。竹原

市の人口約28,000人に対し65才以上は9,500人、そ

の内2,500人が介護認定を受けられています。

ケアマネージャーさんから、リハビリが必要だが

病院ではなかなか受けられないという相談を受け

ることがあり、昨年4月に株式会社P-Tex設立し、

運動を中心の介護施設、新町の家（デイサービス）

を開業、少し介護状態になった方もリハビリをし

て、できるだけ元気なままでを目的に活動してお

ります。

バンブースポーツクラブではメディカルサポート

事業というのを行っています。これは竹原市にあ

る竹原、賀茂川、吉名、忠海の各中学校へ毎週一

回曜日を決めて理学療法士が訪問しています。こ

の活動を始めた三年前、みんな一生懸命部活動を

して痛いところを我慢して歯を食いしばって練習

しているであろう…という思いから始めたのです

が、実際はそういうクラブは少ないの実情でした。

学校の体制として、経験したことのない先生がク

ラブの顧問になり怪我なくやっているかが顧問の

役割となっている現状もあります。

しかし、スポーツをしている子は小学生の頃から

一生懸命練習して、何処か痛めながら、それを我

慢して行っている現状もあります。

また、その対極として子供の体力の低下がありま

す。スキップの出来ない子も多くいます。

子供の体力の低下の原因を探す前に、出来る環境

を与える、そうすれば子供達は出来るようになる

んです。走る、投げる、取る、飛ぶ、蹴る、この5

つを10歳までに、経験しておくこと必要だと思い

ます。

健全育成とありますが、子供達にスポーツができ

る環境を提供して、その中から自分が選択できる、

そして意思決定ができる、自分の夢や目標を自分

の力で設定して自分の力でクリアしていく、そう

いう環境を与えることが今の子供達に一番重要な

ことではないかと思います。その下地を作る活動

を今後も行っていきたいと思います。小学生との

連携になると難しいこともあるかと思いますが、

運動が好きな子、運動が出来る子が増えるようバ

ンブースポーツクラブは今後も活動したいと思い

ます。今後共バンブースポーツクラブを宜しくお

願い致します。

9月15日 第2304回

職場例会 “道の駅 たけはら”

◆ソング：我等の生業

◆ゲスト：道の駅たけはら

統括マネージャー 大田 俊夫 様

竹原市役所建設産業部産業振興課観光

交流室 専門員 櫻井 保秀 様

幹事 朝比奈 勝也

・2011-2012年度RYLA（ロータリー青少年指導者養

成プログラム）開催のご案内

日 時 平成23年11月19日(土)、20日(日)

場 所 山口県ふれあいパーク

・署名運動のお礼とご報告

JR竹原駅利用推進市民の会

会長 下山 生修

本日は第一回目の職場例会であります。当「道の

駅」での職場例会は最初でありますが、竹原市の

中央部にあり、大変便利で色々な企画のできる施

設であると考えます。

後程、管理者のレクチャーを頂きますが、竹原市

が直接管理している点で515円で借用できるメリッ

トがあり、ランチの供給も得られる点、利用価値

が高いと踏んでおります。市民が気軽に寄れる地

元特産コーナー、文化施設、各地の「道の駅」は

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％



特色が出ており、地産地消の施設としても見直さ

れております。

当クラブとしても、五大奉仕の実践をこの道の駅

で実施することは広報活動の一環ともなり、ロー

タリークラブの情報発信の場としても有意義にな

ると考えております。

各委員会の前向きな企画プロジェクトをお待ちし

ております。

“ 道の駅たけはら”

竹原商工会議所

地域ブランド開発アドバイザー

道の駅たけはら統括マネージャー

大田 俊夫様

皆様こんにちは。本日は道の駅たけはらで例会を

開催して頂き誠に有難うございます。

道の駅たけはらの設立コンセプトは、道路情報等

の情報発信、交流の促進、賑わいの創出、道の駅

を中心にした市内周辺部の立ち入り促進の普及効

果。また、竹原の道の駅の独特ですが、防災機能

を意識した市民の安心安全の拠点、地域コミュニ

ティの充実を図ること等が主な設立のコンセプト

です。幹線道路沿いから離れた郊外に設立される

のが一般的ですが、この道の駅は市の中心部にあ

る特異なタイプの道の駅と考えられます。その為

に他の道の駅と少し違った考え方をしています。

他の道の駅は目的地へ向う途上にある“立ち寄り

型”を前提にしますと、この道の駅は幹線道路沿

いということから、“目的地にして頂きたい道の

駅”を目指しています。特に他の道の駅は集客目

的の為にいろんな付帯施設を備えられていること

が多いのですが、私共は市の真ん中にあることか

らレストラン・売店を目的地としてお越しいただ

けるような商品構成を考えております。竹原市内

で生産される新鮮な野菜・果物を中心にご近所又

は地元の方に喜んでいただける農産物の品揃えを

心がけ、町並み保存地区という観光名所に観光に

お越しになる方に竹原名物をご提供できるよう心

掛けております。

一般的に道の駅の飲食施設は軽食が多いのですが、

市の中心にあることから競合する飲食施設が沢山

あります。料理の内容も競合しないようなメニュー

として創作のフレンチイタリアンという少し変わっ

た営業を展開しています。

開業して一年が経過しますが、状況を踏まえ反省

しながら手を加えていくこともこれからは積極的

に行っていきたいと思っておりますます。

道の駅の設立目的は公の国土交通省としての設立

目的、竹原市の設立目的とありますが、運営して

いる中でそれプラス二つのコンセプトを考えてお

ります。第一は売店レストランで集客できる目的

地。第二に地産地消は勿論のこと地産外消を目指

しています。特に市内の一次産業の活性化。一次

産業を取り巻く諸問題の解決に多角的な観点から

地域貢献を今後も目指して参ります。

竹原市役所建設産業部

産業振興課観光交流室

専門員 櫻井 保秀様

竹原ロータリークラブ様におかれましては、平素

より竹原市の行政運営に対しまして多大なるご支

援・ご協力を賜わり心より感謝申し上げますと共

に厚く御礼を申し上げます。また、本日は「道の

駅たけはら」に於いて例会を開催して頂き誠に有

難うございます。

道の駅たけはらは、平成22年8月9日に国土交通省

において、道の駅として正式に登録されました。

中国地方では85番目、広島県内では15番目の道の

駅となりました。それまで広島県の沿岸部に道の

駅の指定を受けた施設はありませんでした。

砂防河川田ノ浦川の護岸改修工事を含めまして、

総事業費14億2千万円、竹原市からは3億3千万円支

出し工事が行われました。

施設概要ですが、敷地全体面積は約6千㎡、うち24

時間使用可能な駐車場と男女及び多目的トイレが

設置してあります。国と竹原市とが管理する施設

となっております。

皆さんご存知のように、この道の駅は、まもなく

一周年を迎えようとしています。道の駅たけはら

を目的に来られるお客様は勿論、町並み保存地区

の観光に来られた方々のゲートエリアとしても利

用され、多くの方に利用して頂いております。ま

た、商品を出店協力頂いている個人や商店・企業

の数は約240、多くの皆さんに協力して頂き、支え

られ運営していけることに対しましても重ね重ね

感謝申し上げます。

さて、運営・採算についてですが、昨年10月23日

のオープンから7月までの約10ヶ月の集計での来店

者は、商品を購入して頂きレジを通過された方の

人数になりますが、約111,000人、もちろん家族連

れの来店もありますので、この数字の2倍近く、又

は越える来店数になると思われます。



売上状況はこちらも7月までの集計で売店・レスト

ラン・自動販売機など含めた金額を合計しますと

約1億3千9百万円近くになり、8月以降の売上次第

では、当初小坂市長が掲げた売上目標1億6千万円

を概ね達成できるのではと思います。

とは申しましてもご利用頂いた方々より、様々な

ご意見を頂戴しております。例えば、「レストラ

ンで軽食はできないのか」これについては、市の

中心にある道の駅ですので周辺の飲食店とは異な

る食事をして頂くことを目的として、フレンチ・

イタリアンレストランとして営業しております。

又、土曜日曜には駐車場が満車になり大変ご迷惑

をお掛けすることもあり、市の職員駐車場を開放

対応しております。

道の駅では殆どの商品がお客様の口に入るもので

すから、日頃より商品管理には気を配っているこ

とは勿論、改善できるものは素早く取り組んでお

ります。

現在は竹原市直営として営業しておりますが、来

年度平成24年4月からは新たな指定管理者を公募し

運営することとなっております。

地域から愛され、出来て良かったと言って頂ける

道の駅になるよう、竹原市と指定管理者受託者と

で連携をとりながらこれからも管理運営に取り組

んで参りたいと思います。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ３０名 ２名 １名 ２名 97.14％
★プレ公式訪問

日 時 ９月２９日（木）

ゲスト 上田ガバナー補佐、中川補佐幹事

12：30 例会

（ガバナー補佐卓話 RLI形式で行わ

れランダムに指名されますので自由

なご発言をお願いします。テーマは

配布済み資料をご覧下さい）

13：40～14：20 クラブアッセンブリー

★公式訪問

日 時 １０月６日（木）

ゲスト 田村ガバナー、上田ガバナー補佐、

金井ガバナー随行幹事、中川補佐幹事

12：30 例会（ガバナー卓話）

13：30～13：40 集合写真

13：40～15：10 フォーラム

※10月の定例理事会は10月13日(木）に行われます。

★新体力テスト・ふれあいスポーツ大会

日時 ９月２５日（日）9：00～12：00

場所 吉名小学校体育館及び芝生グラウンド

・運動しやすい服装

・室内シューズ


