
◆ソング：我等の生業

◆会員誕生日 円山 啓壮 大田 嘉弘

大森 寛 坂田 武文

本庄 純夫 荒谷 隆文

鴨宮 弘宜 吉田 卓司

福本 博之

◆結婚記念日 原田 一平 本庄 純夫

佐々木秀明 木村 安伸

大成 義彦

◆配偶者誕生日 大森 寛 梶谷 寛康

◆事業所創立 円山 啓壮 大田 嘉弘

原田 一平 今井 敏明

森 照明 久藤 孝仁

夜船 正昭 三好 静子

幹事 朝比奈 勝也

・国連合唱団広島・長崎・沖縄 平和と慰霊のコ

ンサート観客動員のお願い

日 時 平成24年5月20日

会 場 広島市文化交流会館ホール

入場券 前売券 1,000円 当日券1,500円

・ロータリーレート4月より1＄82円(現行78円)

・たけはら国際芸術祭2012オープニングクラシッ

クコンサート

日時 平成24年4月7日(土)

会場 竹原市民館 料金 1,000円

・3月29日(木)は休会です。次回は4月5日(木)です。

副会長 木村 安伸

3月18日、広島市で開催された会長エレクト研修セ

ミナー（PETS）に参加された荒谷会長エレクト、

お忙しい中ご苦労様でした。セミナーの目的は、

次期クラブ会長がその任務に備えて準備するため

のもので、次年度に向けてのクラブ運営に関する

数多くの課題が与えられたと思います。後ほど、

ご報告を詳しくお聞かせ願います。

本年度のIDMは、3月15日までに全ての班が開催を

終え、皆様から数多くの有意義なご意見が活発に

交わされました。後ほど第2,3,4班のリーダーから

ご報告願います。

なお、IDMは班編成となっていますので、自己の都

合で日程に支障がある場合は、積極的に他の班へ

の振り替え出席を申し出られるようご配慮される

ことが望ましいと思料します。

本年度の瀬戸田ロータリークラブをホストクラブ

とする四クラブ合同例会は、3月14日瀬戸田市民会

館多目的ホールで開催されました。この目的は、

国際ロータリー創立記念の行事として、ロータリ

アン各自が友情を深めるためのものです。

当クラブからは20名の会員が参加し、他クラブと

の交流・親睦を深め、更にロータリーについての

情報を交換し合い、和やかな一時を過ごしました。

後ですが、国際ロータリー第2520地区菅原ガバ
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ナーから全国のロータリークラブ宛てに「やまだ

の作文」（第40集）が送られました。

これは、岩手県山田ロータリークラブが作成され

たもので、全国のロータリークラブの皆様から寄

せられた支援に報いるべく、被災にめげずに健気

に頑張っている子供達の文章から、東北人の復興

に向けての心意気をお汲み取り戴きたいとの申し

越しです。

作品の中には、小学校、中学校何れも3月11日の大

震災の体験を通じて、改めて自分や家族、地域と

の繋がりの大切さを痛感した様子、更に、復興に

向けて立ち上がろうとする力強さが感じられると

編集後記に纏められています。当クラブにも3冊届

いていますので、どうぞご自由にご覧下さい。

以上で、会長の時間を終わります。

◆会長エレクト研修セミナー＆地区チーム研修セ

ミナー報告会長エレクト 荒谷 隆文

去る3月18日(日)ホテルグランヴィア広島で開催さ

れた会長エレクト研修セミナーに出席を致しまし

た。2710地区12グループで74名が10時から17時ま

で研修を受けました。ロータリーの現状とロータ

リアンの義務について大変内容の濃いセミナーで

ありました。

この中で大之木ガバナーエレクトより2012-13年度

RIテーマと地区運営方針の発表がありました。皆

さんも既にご存知の日本人3人目、30年ぶりのRI会

長になられる田中作次ガバナーエレクトの次年度

のRIテーマは『奉仕を通じて平和を』でございま

す。これは世界中のロータリアンが超我の奉仕活

動をすることで、価値観の違うそれぞれの国、各

地域社会が求めている平和、即ち、平穏・満足・

幸福感の実現に繋げていこうということです。

次に大之木ガバナーエレクトの信条は「もっとロー

タリーを！心と行動に」でございます。

重点方針としまして、「ロータリーの学習深化」

そして「職業奉仕を強調したロータリーの認知度

向上プロジェクト」の推進を強調されております。

ロータリーを学び身につけることで、自己改善を

行い、実践を通じて多くの人に喜んでもらえる幸

せを実感する。このために次年度は入会5年未満の

会員対象に研修セミナーが開催されます。

目標として、

・会員増強は3％純増（今後３年間毎年）

RI計画は3年間で130万の増加目標

・ロータリー財団への支援

年次寄付 120ドル／人以上

・恒久基金 べネファクタ一 一人以上

・ロータリーカードの協力

・米山奨学会支援 16,000円／人以上

財政状況が大変苦しいので次年度奨学生は800人か

ら700人となる。

又地区の委員会方針の内容につきましては、後日

各委員会へお知らせ致しますので、次年度活動の

資料として下さい。 後に次年度地区においては

新しいプログラムが実施されます。

1.ロータリー世界平和フォーラムが広島で開催さ

れます。（ベルリン・ホノルル・広島）（300円／

人の支援金）2013年5月17日～18日 広島国際会議

場 予定参加人員1200名。

2.財団委員長の補助金管理セミナー出席

2013年度より始まる未来の夢計画での新地区補助

金申請には補助金管理セミナー受講者がクラブに

一人必要で地区協議会出席も必要条件となる。

3.グループ合同会員研修セミナーの開催（入会5年

未満の会員が対象）

以上でございます。大之木次年度ガバナーはロー

タリアンがもっとロータリーを知り、ロータリー

を語る中で、ロータリーの素晴しさを実感し、会

員勧誘の力にしてほしいとの事でした。

2012－13年度の地区大会は、2012年10月20日(土),

21日(日) に開催されます。記念講演講師は政治評

論家の姜 尚中(カン サンジュン)氏です。呉市内

の呉市体育館、呉市文化ホール、呉阪急ホテルの

三箇所を利用した形の地区大会になります。ぜひ

とも多数の参加をお願いしたいとのことです。

田中作治次年度RI会長のメッセージを紹介し、報

告を終えさせて頂きます。

◆IDM2班報告 リーダー 本庄純夫

2班のIDMは去る3月12日(月)17時30分から安芸津町

黒浜で木村副会長を含む8名で開催した。非常に盛

沢山で延べ10時間に及ぶ今まで経験したことのな

い意義のあるIDMであった。

先ず竹原から少し早めに着いたので、大芝大橋を

渡り、大芝橋をドライブした。当日は天気もよく、

海や島々が大変美しく、今話題の大河ドラマ「平

清盛」ゆかりの馬島や柏島が近くに見え素晴らし

い眺望を車内から楽しんだ。17時30分から先に到

着していた福本会員と合流し開会した。 初に木

村副会長より、下山会長のメッセージが伝えられ

続いて「ロータリー生活の楽しみ」をテーマに出

席者に夫々話して頂いた。経験豊かなロータリア

ンが色々有益なお話をされたのでその要旨を報告

します。

昔はロータリークラブに入るとき、例会には絶対

出て来い、とか、例会に出なければ話しはわから

ん、と言われ厳しかったが、今は出席も一業種一

人も規制が緩和されてロータリーがコロコロ変わっ

ている。しかし、ロータリー一業種一人が大きな

魅力であり、一週間に一度例会に出席し、皆と顔

を合わせ暖かい友情を感じるのが楽しみである。

どうしてロータリーをやめなかったか、ロータリー

クラブに何を求めていたかについて色々と発言が



あった。

1)昔のロータリークラブは何かにつけて酒を飲む

会合が多かったので、それに引かれた。酒を飲む

会合に出席することよって異業種の先輩の方々を

知ることができ知り合いも増えた。従ってロータ

リー以外の会合に出ても肩を叩いてくれたり声を

掛けてもらったりで交友関係も広まり、顔が広く

なる。街を歩いていても楽しい。とに角、声を掛

けてもらえることが嬉しかった。

2)他のクラブに行っても旧友や顔見知りがいるの

で、よそのクラブへ行くのが好きだ。

3)色んな情報を早く知ることが出来る。知り合い

が広まると自分の知りたいことを簡単に聴ける間

柄になれる。

4)ロータリークラブでエンジョイの方程式を考え

ている。ロータリー生活の中では何かにつけてマ

イナス面とプラス面があるが、マイナス面より1つ

でもプラスの面があればエンジョイできる。プラ

ス1でエンジョイの方程式をロータリークラブで考

えている。

・参加することによって楽しみが出てくる。交友

関係も有益なことも身につくから楽しい。/今迄は

自分の仕事に一生懸命で他業種のことは知らなかっ

た。ロータリーに入って異業種の人と話が出来た。

このことは自分の人生の宝だと思った。皆さんの

暖かさに触れられて良かった。/人間関係を築ける

ことが人生の宝である。これからもメイキャップ

して人間関係の輪を広めて行きたい。

※今回のテーマで皆さんが思われていることは、

一業種一会員が異業種交流としての例会に出席し

て、知り合いを広め更に交友関係の輪を近隣クラ

ブ、地区、世界へと広めていくことが、ロータリー

の楽しさであるということを強く感じた。又、新

入会員の福本さんも経験豊かな先輩の話を聴きロー

タリーへの関心と理解が深まったと思う。クラブ

の希望の星であり、これからも頑張って頂きたい。

竹原に向けて帰る途中、吉本会員のお宅に全員で

お邪魔した。吉本会員に色々ご接待をして頂き、

みんな更に打ち解けあい、竹原の歴史分化など興

味ある話に花が咲き、時間の過ぎるのも忘れ、気

がつけば午後11時、帰り際に菅会員が吉本家の仏

壇にお経を上げ、皆で合掌して散会した。

福本会員が竹原方面の6名の方を車に乗せ帰られた

が内3名が宝泉寺にお邪魔し3月13日午前2時頃まで

IDMをされた。このように延べ10時間にわたる会合

が出来たことはロータリーの楽しさを満喫してい

る証拠である。出席された皆様お疲れ様でした。

そして吉本会員、菅会員お世話になり有難うござ

いました。

今回のIDMで金澤会員が川柳を一句詠まれましたの

でご披露させて頂きます。

「シラウオに 春を感じて 踊り食い」 節生

「シラウオに 感謝を込めて 踊り食い」節生

◆IDM3班報告 リーダー 鴨宮弘宜

3月12日(月)午後6時30分から竹原シーサイドホテ

ルにおいて開催。参加者は朝比奈幹事,荒谷,坂田,

森,原田,小坂,鴨宮会員計7名。テーマ『あなたは、

ロータリー生活をどのようにエンジョイしてます

か』。主な意見： 初は仕事つながりで入ったが、

今は全ての経験が自分の成長の糧となっている/と

にかく例会出席を心がけ、楽しむようにしている/

先輩に育てて頂き、後輩を育てる喜びがある/エン

ジョイのとらえ方。当初は戸惑ったが今は充実し

ている。自分次第で変わる/当初はロータリーが理

解できず参加していた、様々な方と触れ合い視野

が広がった/学校卒業後すぐに社会に出たので、ロー

タリーを通じて社会勉強をさせてもらっている/な

かなかロータリーの魅力が理解できず、悩む日が

続いている/誘われるまま入会し、困惑したが今は

思い通りにならない事も含めて貴重な体験/自分の

こととして体験し、全員参加の中で学んでいく

ロータリーの課題についての主な意見：単年度主

義の弊害、長期計画の必要性、現継続事業の継続

の意味/広報の重要性/ロータリーがうまく社会に

認知、評価されていない/陰徳より正当な評価、及

び会員のモチベーションＵＰやネットワーク作り

の必要性/事業の見直し、地域ニーズの掘り起こし

地域に本当に喜ばれる事業の実施が必要/自己修錬

と社会貢献/やりがいや喜びのある事業の実行

◆IDM4班報告 リーダー 土居敏昭

3月15日シーサイドホテルに於いて10名参加でIDM

を開催しました。先ず、議題を現在の竹原RCで何

が必要か、ということから進めました。

①会員増強と退会防止：どうして退会者が出るの

か。どうして新入会員が少ないのか。クラブ運営

(活動)の在り方。

②地域の人に解りやすい活動：例)新世代 未来を

担う青少年の健全育成に寄与し広報活動の強化等

などをテーマに意見を交わしました。二年先には5

0周年が控えています。平均年齢が上って活力が失

われている。今回若い会員の入会がありクラブの

華となっています。会員増強については、定年退

職者の勧誘に力を入れてはとの提案もあり、会員

全員で増強に取り組むことで結論としました。

出席率を上げるため夜間研修会を始めたらどうか。

内容の検討する。例会を月に一回夜間にしてはど

うか。新世代で親子で一緒に行事を考えてプレス

ネット等に広報しクラブをPRしては。

後の意見として、委員会活動は委員長だけで計

画実施するのではなくて、担当理事会全員で計画

実施するよう強い意見がありました。是非実現す

るよう各委員会にお願い致します。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３６名 ２９名 ２名 ３名 ２名 91.67％


