
◆ソング：それでこそロータリー

◆食事：軽食

◆特別スマイル

・食の安心と安全を目指して消費者に提供するべ

く社員全員で一年間の取り組みによって、5月に

『ISO22000』を取得することが出来ました。

（佐藤守幸）

次年度幹事 久藤 孝仁

・公益社団法人日本青年会議所中国地区広島ブロッ

ク協議会第42回広島ブロック会員大会ご臨席の

お願い

日時 平成24年9月23日(日)

場所 竹原市民館 式典13：00～15：00

次年度会長 荒谷 隆文

皆さん、こんにちは。とうとう梅雨入りとなりま

した。当分の間、鬱陶しい日が続きますが、体調

の管理にお気をつけて、特に食べ物には十分注意

をお願いしたいと思います。

先ほど朝比奈幹事より報告がありましたとおり、

吉田会員が今月で退会されるということです。漸

くロータリーに慣れられたところで、これから私

達と一緒にいろんな行動ができる、又私達も教え

て頂きたいと思っていたところでございます。

大変残念なことです。 退会されましたも新しい職

場で頑張って頂きたいと思います。又、後任の方

が入られると思いますが、どうぞ竹原ロータリー

クラブのことを十分伝達して頂きますよう宜しく

お願い致します。有難うございました。

6月8,9,10日の各行事に出席の大森会員、佐渡会員、

木村会員の皆さんご苦労様でした。報告事項があ

りましたら後ほど発表をお願い致します。

さて、本日も次年度のクラブアッセンブリーになっ

ておりますが、新年度の活動の為にも、本日はロー

タリーアンのマナーについて考えてみたいと思い

ます。ロータリアンの基本的マナーの一つに「約

束を守る」ということがあります。昔、昭和6年の

日本の2代目ガバナー井坂孝さんが、日本全国を管

轄する国際ロータリー第70地区ガバナーに就任す

るにあたり、ガバナー月信第1号において、ロータ

リアンが遵守すべき3か条を宣言しました。

その第1条が、ロータリアンたる者は約束を守るべ

し、というものであります。これには時間も含ま

れておりますが、ロータリアンは皆職業人であり

ますから、契約を守るべしということであります。

これはロータリアンに対して契約的正義の実現を

説いたものです。クラブ定款15条に私たち会員は

入会金と会費を支払うことによって、綱領の中に
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示されたロータリーの原則を受諾し、クラブの定

款・細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束

されることを受諾するものとする。と明記されて

おります。私たちは、これを了解して入会を致し

ました。我々が約束・時間を守り、クラブ細則・

内規を遵守することは当然のことであります。そ

してロータリアンの規約を守る姿勢と行動が奉仕

の実践をしていく中で、地域社会へのロータリー

の広報に繋がると思います。先ず、今年度の反省

と同時に今一度、クラブ細則・内規の再読を重ね

てお願い申し上げます。

◆第4期RLI－2710分科会研修パートⅡ 参加報告

副会長 木村 安伸

6月10日(日)広島都市学園大学で開催された第4期R

LI－2710分科会研修パートⅡに参加しました。出

席者は、研修役員32名、研修者76名の合計108名で

した。研修は、前回のパートⅠと同様に6つの分科

会と研修者が6班に分かれて構成され、各分科会は

それぞれ3名のディスカッション・リーダー（DL）

が担当。また今回から本格的に各分科会にアドバ

イザーが配置され、修正を要する部分があればコ

メントして頂きました。以下、各分科会の内容の

一端について次のとおり報告します。

◇分科会１「リーダーシップと目標」

初めにDLからガバナー月信6月号に田村ガバナーが

「中核となる価値観」について述べられているが

これを読んだ人は？ との問いにイエスと答えた

人は少人数しかいなくて、このためか「リーダー

シップ」については意見が少なく、「目標」の部

分に集中した。研修者からは、主に中長期計画が

述べられ、その中には会長賞を狙ってマッチング

グラントを行なう。奉仕活動は地域と共同で継続

的に実施することで効果が上がる。中には若手会

員の教育を地区に頼みたいとの要望もあった。

金子アドバイザーから、リーダーシップについて

は例えば会社役員には権力が有るがロータリーに

は無いので、人徳を身に付ける工夫をすべきであ

る。ロータリアンは互いにロータリー意識を高め

合い、論争せず、知識偏重にならないで感性を磨

くことであるとコメントされた。

◇分科会２「倫理と職業奉仕」

「倫理」は、一般的に道徳、行動の基準とだけに

捉えるのではなくて、ロータリアンは常に例えば

「４つのテスト」「ロータリーの綱領」などに照

らし合わせて考え行動することが肝要である。

「職業奉仕」については各自が自己の職業上の立

場で意見を述べ合った。岩森アドバイザーから、

職業奉仕はアイサーブから始まった。倫理観を持

ちつつロータリー活動をしなければならないとコ

メントされた。

◇分科会３「会員勧誘」

多くのクラブが、複数年計画で目標を設定してい

る。役員には、入会暦の若い人を当てて新規入会

者の開拓に努めている。同好会、懇親会を多く持っ

ている。中には、小クラブでも成り立つ組織を考

慮して欲しいとの要望も出た。尾道ロータリーク

ラブは、来年創立60周年を迎えるので、純増6名以

上を目標にしている旨表明があった。西村アドバ

イザーから、勧誘にはロータリーの真髄を知らし

めることが本質であるとコメントされた。

◇分科会４「ロータリー財団（その２）」

全体として、新地区補助金についてクラブ全体で

早期に取組まねばならない。財団についての認識

不足者が多くいる。マッチンググラントに取組め

ば会員の認識が早まるのではないか。寄付金が多

過ぎる。また、使途を明確に出来ないか。補助金

申請の締め切りが早過ぎるので、遅らせることは

可能か。などの意見が多数出た。

大之木ガバナーエレクトから、クラブ内に財団に

精通した人を養成すべきで、委員長の任期は3年位

必要である。また、前田アドバイザーは、日本で

は寄付の文化が養成されていないのが、理解不足

を生んでいるとコメントされた。

◇分科会５「米山記念奨学事業（その２応用編）」

奨学生の選考方法をオープンにすべきではないか。

奨学金を引き下げるべきとの意見がクラブ内に多

い。大学側が奨学生の管理を徹底する必要がある

と思われる。韓国人が卒業後韓国で日本企業に就

職している例がある。クラブ側から卒業生にアプ

ローチをすべきではないか。あるクラブでは、独

自に奨学金制度を設け、高校生16名に月額1万円を

支給している。など多数の意見が出た。

岡田アドバイザーは、中国人偏向を変えるために

は、選抜方法を変えるべきで、世界全体を対象に

して考えれば良いのではないかとコメントされた。

◇分科会６「クラブを分析する」

研修者が予め評価していたRI作成の73問の『クラ

ブ評価表』の分析を行なった。

高点は330点、 低点は210点と発表された。

高点だった広島北クラブは、会員8名増で会長賞を

受賞したことも点数アップに繋がっている。その

他では、クラブ評価を上げるには色んなアイデア

が必要である。クラブ独自で国際奉仕が困難な場

合、マッチンググラントを計画し、実現に努める。

などの意見が出た。因みに、私の評価点は257点で、

努力が必要とのランクであった。

天野アドバイザーは、評価は地域でのクラブの存

在位置を知ることにもなるとコメントされた。

研修 後の全体会議では、諏訪次年度地区研修リー



ダーが、全員の意欲は感じられたが、前回のパー

トⅠから4ヶ月も経過しているのに学んでいない。

この研修は、リーダーになるためのきっかけなの

だ。ロータリーは、転換期に来ている。人道的な

奉仕活動のみになっていないか。変えるべきもの

とそうでないものとを考えなければならない。3ヶ

月後のパートⅢでは、期待通りの形を示せと指示

された。

また、南園RLI日本支部顧問ファシリテータ―から

は、研修者全員がエキスパートになられたのでは

ないか？ しかし、感想としてはまだまだ足りて

いない。リーダーシップと評価は、表裏一体であ

る。南米の元会長が、ロータリーのリーダーシッ

プは『横のリーダーシップ』ではないかと言われ

た。“奉仕”は、対等でなければならない。「倫

理と職業奉仕」についても理解が出来ていない。

原点は、“超我の奉仕”である。学び合い、分か

ち合い、想い合うことなのだ。「職業分類」をロー

タリーに反映させなければならない。財団、米山

共に誤解が多い。「将来の夢計画」をよく読むこ

とと締め括られた。

次回の分科会研修パートⅢは及び卒後研修は、9月

2日(日)ホテルグランビア広島で開催されます。そ

れまでの間学習を進めた上で、私が参加して来ま

す。

◆たけの子会 幹事 佐々木秀明

明日6月15日(金)安芸C.Cにおいて下山会長杯取り

きり戦を行います。雨天の模様ですのでスタート

時間を9：00に変更させて頂きます。集合時間は8：

30です。宜しくお願い致します。

◆米山記念奨学会 委員長 本庄 純夫

今年度米山奨学委員会のご報告をさせて頂きます。

委員会活動の一環で寄付の増進を掲げました。そ

の結果、クラブにとって過去 高の寄付額を達成

することが出来ました。これも一重に会員の皆様、

そして法人会員の2会員の御協力、御尽力により、

このような多額の寄付が達成出来ました。米山奨

学会の寄付は普通寄付と特別寄付があります。今

年度、普通寄付は会員一人4,000円×会員の140,00

0円、特別寄付は、米山功労者4名、米山功労者へ

向けて積み立てされた方が10名で計510,000円。法

人寄付は米山功労法人は三幸食品工業(株)様、同

じく米山功労法人としてアヲハタ(株)様です。尚、

アヲハタ(株)様は既に功労法人になっておられま

したがこの度新しい制度の功労法人に到達されま

した。普通寄付と特別寄付の総額が1,200,000円と

なり、これは会員一人当たり換算すると34,285円

となります。2710地区74クラブの中でも堂々と上

位にランクされる額ではないかと思います。尚、

特別寄付が1,000,000円を超えていますので米山功

労クラブとしての感謝状が授与されると思います。

このように委員会活動の達成感を十分味あわせて

頂き皆様に感謝申し上げます。有難うございまし

た。

◆次年度国際奉仕委員会 委員長 大森 寛

国際交流協会総会へ出席して参りました。次年度

は何らかの形で国際交流に貢献したいと思ってお

ります。

次年度委員会ごとに次年度の計画の再確認等々を

した。

吉田 卓司様

今月末で転勤することにな

りました。転勤先は、山口

県の下関にある彦島製錬所

です。

お詫びと感謝とお願いを申

し上げてお別れの言葉とさ

せて頂きたいと思います。

先ずお詫びですが、ロータリーに入会した時に前

任の所長より出席率を良くしますと申し上げまし

が、達成できておらずお詫び申し上げます。

感謝ですが私のような若輩者、しかも外から来た

人間を温かく迎えて頂き有難うございました。日

頃の会社生活では得られない経験をさせて頂きま

した。3年3ヶ月で皆様方と若干親しくなれたとこ

ろでお別れすることになり非常に残念です。

後にお願いですが、三井金属の竹原製煉所では

電地の材料を作っています。車の買い替えの時に

はトヨタのプリウス、日産のリーフを買って頂き

ますと私共の材料が使われていますので是非宜し

くお願いします。

短い間ではありましたが有難うございました。後

任が会員にならさせて頂きますが、今度こそ出席

率を上げるように申し伝えておきます。今後共宜

しくお願い致します。有難うございました。

総員 出席 メイク 欠席 免除 出席率

３５名 ２８名 ２名 ３名 ２名 91.43％


