
◆ソング：我等の生業

◆ビジター：

次年度G9ガバナー補佐 林 克宏様(因島RC)

〃 補佐幹事 村上 光様(因島RC)

次年度G9ガバナー補佐

林 克宏 様

次年度は呉RCの大之木精

二様がガバナーを務めら

れます。ガバナー補佐の

役目はガバナーと地区、

各クラブとの連絡のパイプ役だと思っております。

大之木次年度ガバナーの信条は「もっとロータリー

を心と行動に」です。サブテーマに「自分の言葉

でロータリーを語れるロータリアンに」となって

います。最重点項目は「ロータリーの学習深化」

です。深く進むということで、それを実施するた

めに今年度は二つの事業を計画してます。

一つは、入会5年未満の会員の方の合同研修会です。

山口、広島、福山の三会場で行われ、我々G9のメ

ンバーは福山の会場へ行くことになります。開催

日は3月23日(土)です。入会5年未満の方以外も積

極的に参加していただければと思います。

もう一つは、職業奉仕を強調した「ロータリーの

認知度の向上推進運動」です。非常に難しい事業

ですが、プロジェクトを立ち上げて事業計画が進

んでいます。皆様の御協力をお願い致します。

次年度RI会長は日本人の方が選ばれまして埼玉県

八潮RC田中作次様です。この方のRIテーマは「奉

仕を通じて平和を」です。このテーマに関し、5月

に広島で世界平和フォーラムが開催されます。RI

で予算を組んでいないものですから会員の方には

御無理を申しますが宜しくお願い致します。

IMは2月17日因島で開催します。内容については検

討中です。良い御意見があればお聞かせ下さい。

沢山の方のご出席をお願い致します。

私が一年を乗り切れるのは皆様のご協力があって

こそです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

◆特別スマイル

・本日、次年度ガバナー補佐林様、ガバナー補佐

幹事村上様をお迎えし心より歓迎申し上げます。

（木村安伸）

・今回の地区協議会への出席大変お疲れ様でござ

いました。各委員長の皆様に感謝申し上げます。

（荒谷隆文）

・先日の地区協議会に急遽出席できなくなり、大

変ご迷惑をお掛け致しました。 （小坂啓子）
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幹事 朝比奈 勝也

・今井政之先生文化功労者顕彰と竹原市名誉市民

称号を祝う会御案内

日時 平成24年6月9日(土)午後13時より

場所 ホテル賀茂川荘

会費 13,000円

・ロータリーレート6月より1＄80円

◆日時 平成24年5月24日(木)

◆議題

・今井政之先生文化功労者顕彰と竹原市名誉市民

称号を祝う会の件 承認

日時 平成24年6月9日(土)午後13時より

場所 ホテル賀茂川荘

会費 13,000円

副会長 木村 安伸

本日は、ビジターとして因島ロータリークラブの

次年度ガバナー補佐林様とガバナー補佐幹事村上

様をお迎えしました。ようこそ当クラブにお越し

下さいまして誠に有難う御座います。

お二人は、グループ9で次年度大之木ガバナーを補

佐される大役を担われます。どうぞ今後当クラブ

を宜しくご指導賜りますようお願い申し上げます。

次に、去る20日は広島市で地区協議会が開催され、

当クラブから荒谷次年度会長を含む8名の会員が参

加されました。後程その内容を詳しくご報告願い

ます。

さて、私事ですが2月18日三原市で開催されたIMに

出席した際、突然下山会長から体調不良のため次

週の例会から会長の代理を任すと告げられました。

随分戸惑いましたが、2月23日第2324回の国際交流

例会からどうにか手探りで代理の任務を続けさせ

て頂きました。次週の本年度最終例会は、下山会

長に締め括って頂けるそうなので、私は本日の第2

335回例会で降板します。これまで曲がりなりにも

ここに立たせて頂けたのも会員皆様のロータリー

精神に支えられたお蔭であると深く感謝申し上げ

ます。本当に有難う御座いました。これで終わり

ます。

◆ロータリー情報委員会 委員長 吉岡 一眞

先月26日クラブアッセンブリーに於いて会員研修

を行いました。会員の勧誘にあたり解りやすい的

確な果たして説明が出来るかどうか、留意すべき

点について皆様からご意見を戴き有難うございま

した。皆様からのご意見を集約して新会員勧誘に

あたり留意すべき心得を申し上げたいと思います。

ロータリー説明用資料パンフレット等を利用する。

なるべく身近な人に話しかけ身近な人を勧誘する。

ロータリーは寄付団体でない。ロータリーは倫理

高揚運動団体である。メンバー同士の友好をアピー

ルする。ロータリーは原則一業種一人制でお互い

が他の職業を尊重しあう団体である。

等々、ご意見は会員増強のヒントの糧にしたいと

思っております。本日広報用パンフレットを配ら

せて頂きました。説明資料としてご活用下さい。

2012-13年度地区協議会 5月20日 国際会議場

『分科会 会長・幹事部門』

次年度会長 荒谷 隆文

会長・幹事部門の報告を致します、その前に本日

は林次年度ガバナー補佐、村上随行幹事がお見え

ですが、先般の因島での会長・幹事会では大変お

世話になりました。和やかな雰囲気の中で、実り

ある会合であったと思います。次年度も一層のご

指導よろしくお願い致します。

この分科会の目的はＲＩ会長エレクトの強調事項

に基づいた地区の長期計画についての理解を深め、

各クラブ独自の事業計画、及び活動との整合性を

検討することを目的にしております。

はじめに、リーダー大之木ガバナーエレクトの進

行で、分科会のテーマ「国際ロータリー第2710地

区・長期計画について」西村栄時パストガバナー

の講演があり次に、事前に指名を受けた４クラブ

の会長エレクトより、各クラブの現状と、事業計

画についての意見発表がありました。本会議の基

調講演・分科会の講演はいずれも、各クラブの前

進には、今一度皆が原点に返り、ロータリーの基

本を学び理解することを強調されておりました、

これはまさに大之木ガバナーエレクトの信条「もっ

とロータリーを！心と行動に」の実践であると思

います。私も次年度はマラソンの走者でなく、駅

伝走者として、一つでも確実に順位をあげて、次



に襷をつなげたいと思っております。不勉強な私

には大変有意義な一日でした。

今回の地区協議会参加により、各委員長の皆さん

は、次年度のクラブ運営のライセンスを取得され

ました。これを是非とも次年度の委員会活動に生

かして頂きたいと思います。どうぞよろしくお願

い致します。以上で報告を終わります。

次年度幹事 久藤 孝仁

13時より、田村ガバナーの点鐘により本会議、基

調講演、分科会と開催され、本会議二部では、地

区大会について、及びまとめ、謝辞にて点鐘で閉

会いたしました。竹原ロータリークラブからは8名

参加しました。地区大会はホストクラブ、呉ロー

タリークラブで、10月20日(土)、21日(日)の開催

です。皆さん近郊での開催ですので是非大勢の参

加をお願いします。なお、21日の本会議後の懇親

会の開催は見合わせて震災被害の義捐金を予定さ

れているそうですが、昼は大昼食会を予定されて

おられると聞きました。

さて、次年度の国際ロータリー会長に日本の田中

作治様が就任されます。2012－13年度は“Peace T

hrough Service 奉仕を通して平和を”をテーマに

掲げられておられます。平和に向けた努力は、す

べての人、家族、クラブ、地区、地域そして国か

ら始まる。ロータリーの奉仕は、さまざまなかた

ちで、平和を助長する。との考えで積極的な活動

を期待されておられます。

また、次年度ガバナー大之木 精二様は、ガバナー

信条に「もっとロータリーを！心と行動に」を提

唱されておられます。全会員が学習の深化に努め

自己改善を行い、自己変革をすることでクラブの

活性化を期するよう願っておられます。

地区大会の基調講演には、第2680地区 パストガ

バナーの安平 和彦様を迎えられ、「ロータリー

の職業奉仕と日本の伝統的実践倫理」と題された

講演でした。私の認識の中で、人情味のある心の

こもった営みは日本人独自の物と勘違いをしてい

たことに恥ずかしさを覚え、ロータリー100年の歴

史の中の、職業奉仕の心、人生哲学の一端を聞き、

深く感銘を受けました。Service Above Self =自

分のことより先に他人のために尽くすことは、や

がて巡りめぐって自分の人生を照らし、明るくす

る。等々、情けは人の為ならず。のように、日本

人に深く係わりのあることのように感じました。

また、機会が有ればこのような研修を受けたいと

思い、ロータリーの精神に誇りを持ち増強にも自

信を持って役立てたいと感銘を受けました。

基調講演も含め数時間の研修を一言で簡単に説明

することは不可能ですが、改めて皆さんと語り合

いたいと思っています。会員増強は言うまでもな

く急務ではありますが、増＝増やす。強＝資質の

向上と捉え、会員一同切磋琢磨しクラブの活性化

に向けて取り組んでいきましょう。

『クラブ管理部門』

次年度副会長 夜船 正昭

分科会テーマ「各クラブのリソースを掘り起こせ」

重点項目として「ロータリーの学習深化」を掲げ

られています。ロータリーには書籍、資料、報告

書、DLP、GLP(プログラム)など多くのリソースが

蓄えられています。こうしたリソースを学習し深

化することにより、ロータリアンとしてのレベル

アップが達成でき魅力あるロータリークラブにな

りうると考えます。このロータリーのリソース地

区のリソースをヒントとして、各クラブでは日頃、

創意工夫・切磋琢磨して毎年の運営に情熱とパワー

を持って当たられて下さい。

ガバナー特命事項として

１．会員の共感を呼ぶ魅力的な例会

２．出席率の向上

３．GLPの理解と実施の促進

『会員組織部門』

次年度会員組織委員長 本庄 純夫

会員増強、退会防止は近年ロータリークラブ存続

の最優先課題として組織に求められている最大の

テーマであります。13万人台を超えていた日本の

ロータリアンは今では8万人台。15年連続の減、ま

た4,300人を超えていた2710地区のロータリアンは

今では3,200人台、こちらも12年連続の減。このよ

うに日本全体、どこの地区でもどのクラブでも会

員増強には手を焼いており、会員減少に対処する

方法はありません。しかも、この傾向は今後も続

きそうで好転の気配は伺えません。しかし、会員

増強は自分の為、社会の為であり、会員増強を奉

仕活動として全会員で取り組み、勧誘の努力を重

ねていかねばなりません。会員の退会防止と新会

員の確保の為には、会員がロータリーに対する学

習と理解を深めること。広報を上手に利用してい

くこと。その為にはロータリー情報と研修の充実

が重要です。次年度RI会長は日本人としては30年

ぶり、三人目の田中作次氏です。増強に向けて頑

張りましょう、と云うのが分科会の主旨です。



地区目標

１．会員増強目標 各年度3年間純増3％目標

ターゲットは女性会員と、45歳以下の若い世代

２．ロータリー情報、広報の強化、研修の充実

３．グループ合同の研修会

会員を継続的に増やす方法として、会員増強の広

域ネットワークつくりを提唱されました。他地区、

他クラブと交流による新しい取り組みです。

『奉仕プロジェクト部門』

次年度奉仕プロジェクト委員長 土居 敏昭

南園パストガバナーの基調講演でRIの人道的奉仕

の重点化と増加について、奉仕重点分野の推進

（平和・教育・環境）、自主性・柔軟性をもって

なにをするかを作ってほしい。新世代奉仕の持続

性を高める、学友活動の連係、他の組織との協調

関係の推進、要するにRYLA、インターアクトの推

進を強調されていました。ライラ、インターアク

トは新世代奉仕だけで出来る事業ではありません。

クラブ全体で取り組むものだと感じました。

次年度社会奉仕委員長 佐々木秀明

地区奉仕プロジェクト委員会の基本方針は、RI会

長のテーマである「奉仕を通じて平和を」を認識

し、各クラブの職業、社会、新世代、国際奉仕各

部会の奉仕プロジェクトの事業計画がこのテーマ

に沿って立案実施されますよう、情報の共有化と

連携を図り、サポートしていきます。

又、ガバナーエレクトは「ロータリーの学習深化」

を揚げておられますが、信条である「もっとロー

タリーを、心と行動に！」を私たちが強く受け止

めながら、二つのプロジェクト「職業奉仕を強調

したロータリーの認知度向上推進事業」と「会員

研修セミナーの実施」を成功させることによって、

ロータリアンであることの意味と意義を確認する

年度にしていきたいと考えております。

2012－13年度はロータリー世界平和会議をドイツ

のベルリン・アメリカのホノルルそして日本では

広島での開催を予定しております。「ロータリー

世界平和フォーラム広島」会議テーマは「平和は

あなたから始まる」を、広島国際会議場で1200名

の参加を予定しております。一般の方が参加され

ますのでロータリー会員全員の参加は無理です。

又、資金は日本のロータリアン一人300円の拠出を

お願いしております。田中RI会長主催の国際フォー

ラムですから、新世代とともに大勢のご出席をお

願致します。

『ロータリー財団部門』

次年度R財団米山記念奨学委員長 藤中 保

地区ロータリー財団の2012―13年度基本方針とし

て、

１．各種寄付目標達成活動の展開

・年次寄付120 ドル/人以上

・べネファクター（恒久基金）の増員推進

２．地区補助金（ＤＤＦ）の活用促進

３．マッチンググラントの実施促進

４．ロータリーカード加入の促進

５．ロータリー日本財団を通じての東日本大震災

復興義援金協力

６．未来の夢計画移行前年度の体制作りと円滑移

行のための諸行事の推進

が示され、１～５については簡単な説明と協力要

請がなされた。

６については、来年度(2012―13年度)が「未来の

夢計画」移行の直前年度に当たることから、2710

地区夢計画準備委員会伊賀委員長から概要説明が

あり、地区及びクラブ共に移行に備えての体制作

りや円滑移行のため研修等の諸行事や事務処理計

画等の諸準備を推進する必要があるとして、本日

の分科会から早速予備知識習得のための研修が開

始され、本日の協議時間の大部分が補助金の管理

セミナーに充てられた。なお、本年８月にも第２

回目以降の研修会が予定されている。

『米山記念奨学会部門』

次年度米山記念奨学委員長 川本 照夫

1.目的及び事業：勉学又は研究のため来日し、わ

が国の大学等教育機関に在籍する外国人に対して

奨学金を支給し、よってロータリーの理想とする

国際理解と親善と平和に寄与すること。

2.基本方針：公益財団法人として、米山奨学事業

のさらなる理解と促進を図る。（所得控除又は税

額控除の選択可）

3.寄付目標額：16,000円／人／2012－13年度

（約800人の留学生に月額14万円の奨学金）

4.特徴：私たち日本のロータリアンとの交流によっ

て将来、日本と世界とを結ぶ懸け橋となる人材を

育成することに貢献できる。目に見える国際奉仕

である。

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％


