
□ソング：我等の生業

□結婚記念日 大森 寛 佐藤 守幸

梶谷 寛康 老田 正道

□配偶者誕生日 堀越 賢二

□特別スマイル

・連続出席47年で地区大会表彰を受けました。

（円山啓壮）

・41年連続出席表彰、お陰様で皆様有難うござい

ます。 （菅 義尚）

・地区大会には多数参加頂き有難うございました。

又米山奨学会の表彰を受けました。前年度本庄

米山委員長大変ご苦労様でした。（荒谷隆文）

・地区大会において2011－12年度クラブ表彰の部

で当クラブが米山記念奨学会寄附人頭額一位賞

を獲得、併せて米山功労クラブ賞も受賞し、地

区内にクラブの存在感と意欲を示しました。こ

の賞は寄附金に対する表彰ではありますが、当

クラブにとっては初の快挙です。御協力下さい

ました会員の皆様、米山功労法人になられた三

幸食品工業株式会社様、アヲハタ株式会社様に

心から謝意を表します。 （本庄純夫）

・地区大会第一日目、予定していたＪＲに乗り遅

れ皆さんにご迷惑かけました。失礼致しました。

（久藤孝仁）

地区大会において2011-12年度米山記念奨学会個

人平均寄附額第1位の表彰を受けました。

円山会員47年連続出席、菅会員41年連続出席の表

彰を受けられました。

また米山功労クラブ第8回目も受賞しました。
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幹事 久藤 孝仁

・竹原商工会議所新年互礼会御案内

日時 平成25年1月5日(土) 場所 大広苑

・地区大会参加お礼状 ガバナー 大之木精二

・竹原市竹原地区重要伝統的建造物群保存地区選

定30周年記念事業について

日時 平成24年12月2日(日)

場所 大広苑

・プレ公式訪問について

Ｇ9ガバナー補佐 林 克宏

日時 平成24年11月22日(木)

会長幹事会 12：00～12：20

例 会 12：30殻3：30

協 議 会 13：40～14：20

＜表彰状＞

・2011-12米山記念奨学会個人平均寄附額第1位

・第8回米山功労クラブ表彰

・円山会員連続47年出席

・菅会員連続41年出席

＜出欠回覧＞

・聖恵文化祭ボランティア

日時 平成24年11月23日(金) 受付8：45～

・台湾羅東扶輪社訪問募集

会長 荒谷 隆文

皆さん今日は、先の地区大会では当クラブから多

数参加頂き誠に有難うございました。また今回合

同研修セミナーへ参加されました吉岡情報委員長、

中川増強委員長、小坂広報委員長、大変お疲れ様

でした。この地区大会報告は後程させて頂きます。

10月18日の職場例会は大変有意義なものでした。

引き受け事業であります佐藤会員に改めて御礼申

し上げます。

また当日の午後、竹原市キャリアスタートウィー

ク実行委員会反省会に出席致しました。生徒の体

験発表報告から引き続き次年度も生徒の主体性の

発揮をテーマとし、事前と事後の取り組みをしっ

かり考えて実施するということです。6月の為、

クラブでは次年度会長の出席が最適であると思い

ました。

10月20日商工会議所青年部中国ブロック大会が竹

原で開催されました。夜船副会長に出席頂き有難

うございました。また堀越会員にも大変ご苦労様

でした。

最後になりましたが、地区より早速地区大会参加

の礼状が届いております。以上会長の時間を終り

ます。

会長 荒谷 隆文

クラブ細則3条に則り、臨時総会を聞かせて頂き

ます。議長は細則に基づき私が務めさせて頂きま

す。議題は次年度役員に関してでございます。

クラブ細則第三条第一節に則り、竹原ロータリー

クラブ次年度役員指名委員会の設置をお願い致し

ます。指名委員会には次次年度の会長、そして幹

事、会計、理事5名の指名を求めます。指名委員

会はクラブ細則に則り、直前会長と遡るパスト会

長の5名で編成し直前会長を委員長とします。

従って、委員長は下山会員、委員として佐々木会

員、中川会員、土居会員、川本会員、以上の5名

でございます。以上、皆様ご承認頂けますでしょ

うか。どうも有難うございました。

佐々木委員長は11月29日の年次総会に於いて指名

委員会の結果をご報告下さい。宜しくお願い致し

ます。これを以って臨時総会を終了させて頂きま

す。

□職業奉仕委員会 委員長 鴨宮 弘宜

10/18三幸食品工業株式会社様で職場例会を開催

させて頂きました。多数の会員の皆様のご出席を

頂き有難うございます。

佐藤守幸会長、佐藤陽吾社長からお話を頂き、そ

の後ビデオ上映をしながらの会社の説明、そして

二班に分かれ工場内を見学させて頂きました。出

会う従業員の方々皆さん、大きな声で明るくご挨

拶頂きまして、そういった事業所内の環境、従業

員の方々の姿勢態度等、ロータリーの奉仕の心が

根付いているのだと感じました。

帰りの際には事業所からお土産まで頂き手厚く歓

迎を頂きましたことを心から感謝申し上げます。

□国際奉仕委員会 委員長 大森 寛

台湾羅東扶輪社訪問について御案内致します。来

年2月の下旬に訪問したいと思いますので是非沢

山の参加をお願い致します。費用は100,000円前

後です。木曜日は避けて月～水を予定にしていま

す。詳細について決定次第御案内致しますので宜

しくお願い致します。
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『第一日目報告』

会長 荒谷 隆文

10月20日(土)第一目の本会議

は、呉市文化ホールに於いて

14：00点鐘で始まり、大之木

ガバナー挨拶の後、小村呉市

長へ記念事業の電波時計目録

贈呈がありました。

次に深川純一ＲＩ会長代理の基調講演、そして

「Ｅクラブの設立・現状と課題」の演題でＥクラ

ブ2650地区杉田博会長が講演をされました。

クラブ表彰では、我々のクラブは米山記念奨学寄

附人頭額賞第一位(34,285円)となり、壇上での表

彰を受けました。これは前年度本庄米山奨学会委

員長と会員皆さんの成果であります。有難うござ

いました。続いての御協力よろしくお願い致しま

す。

この後、田村泰三直前ガバナーの前年度決算報告

と西村栄時パストガバナーの長期計画委員会報告

で17：50閉会となりました。18：30よりＲＩ会長

代理御夫妻歓迎晩餐会、20：15より日韓交流パー

ティーがあり21：00閉演でした。

深川純一ＲＩ会長代理は基調講演で「韋駄天」の

演題で講演されました。内容を少し紹介致します。

今日の講演依頼を受けて、田中ＲＩ会長テーマの

「奉仕を通じて平和を」から頭に浮かんだのが

「韋駄天」の心についてでありました。

「韋駄天」は仏様の位のことで、最も高いのが阿

弥陀如来という如来の字が付いている仏様、その

次が普賢菩薩のような菩薩という仏様、そしてそ

の下の位が毘沙門天、韋駄天の天の字が付く仏様

であります。

この天の付く仏様の役目は私たちの日常生活万般

を司る役目を持った仏様のことです。

韋駄天という仏様は仏様の使いとして、朝日が大

地に差し込んだ一瞬の内に全世界の家庭を訪れて

幸せを祈り、そして一瞬の内に舞い戻り、只今全

ての家庭に仏様の幸せを祈ってまいりましたと復

命をする役目の仏様のことです。

社会の管理者として長たる立場にあるロータリア

ンは、毎朝自分の部下の幸せを祈る、この韋駄天

の心を持つことで、不況に強く長期的に安定した

利潤を着々と上げていけると思います。

これは職業奉仕に限らず、社会奉仕、国際奉仕に

ついてもロータリアンの心の根底に流れる思想で

あります。

またロータリーの職業奉仕の基本的な考え方を示

す一例に、岡山ノートルダム清心女子大学の学長

をしておられた渡辺和子先生の紹介がありました。

先生は29歳のとき修道女としてアメリカのボスト

ンの食堂で、お皿とナイフとフォークをテーブル

にセットする仕事をしておられた時、先輩のシス

ターから貴方は今何を考えていますか？と尋ねら

れた時、何も考えていないと答えると、その先輩

のシスターは厳しい顔で「貴方は時間を無駄にし

ています」と言われました。

これは、どんなつまらない仕事でもただ漠然とで

なく幸せを祈りながら並べることで無駄でなくな

る、即ちつまらない仕事が実はそうではなく、雑

にした時が雑用になることを教えられたとの事で

した。

仕事に愛を込める、時間に愛を込める、そのこと

無くして職業奉仕に実践はあり得ないと思います。

最後にロータリーの指導者としての会長、幹事の

役目とマナーの話の中で、クラブ運営に当たって

は会長、幹事は常に一体でなければならないと締

め括られました。

『合同研修セミナー報告』

ロータリー情報委員長 吉岡 一眞

第一日目本会議後、クレイト

ンベイホテルに会場を移し合

同研修セミナーが開催され、

中川会員、小坂会員共々出席

しました。

このセミナーは、大之木ガバ

ナーが本来自分の為の職業が

他人の為のものでもあるという一見矛盾したロー

タリー独特の職業奉仕を対外的にアピールせずし

てロータリーの認知度向上はあり得ないと考えら

れ今回の研修を企画されました。

テーマは『ロータリーの認知度向上における広報

のあり方－公共イメージの向上と職業奉仕』で、

講師はＲＩ公共イメージコーディネーター京都伏

見ＲＣの田岡久雄氏です。

この「公共イメージの向上」「認知度の向上」は、

どうすれば達成できるか具体論になるといろんな

場面に合わせた戦略が必要です。広報委員会単独

では解決出来る問題ではありません、職業奉仕委

員会は勿論、新世代奉仕、国際奉仕などその他多

くの委員会のメンバーが自分達が計画しているプ

ロジェクトがどのような公共イメージや認知度向

上に役立つか、企画の段階で考えなければなりま

せん。

私たちは自分や自分が所属している組織のことを

周りの人は理解してくれていると思いがちです。

また「これだけ良いことをしているのだから世間

が認めて当然」と考えますが、理解されていない

どころか、「また金持ちがいい格好をして」と反

発され、折角の努力が「イメージアップ」どころ

か「イメージダウン」を招いているケースもあり

ます。

ロータリーに広報が必要なのは、地域社会に対す

る奉仕活動を使命とするロータリーが、世間の人々

から正しく認知され、共感を得なければ奉仕活動



も有効に機能しないからであります。

「自分達の活動が部外者にどう評価されているか」

を情報発信する側の考え方だけでなく、地域の一

般の方々や、マスメディア関係者がどう考えるか

等を十分考慮して、その内容を見直すことが大切

です。

パブリックリレーション（ロータリーと地域社会

の関係）は、双方向性でなければならないと言わ

れています。双方向性の意味は、広報活動は自分

が言いたいことや考え方を一方通行の情報で発信

するだけでなく、受け取る側の人々の考え方や価

値観に配慮し、相手に受け入れやすい形に加工し

て発信することであります。

地域社会の人々との間柄、パブリックリレーショ

ンにおいて肝心なことは、ロータリアン個人個人

の生活姿勢や言動が尊敬に値するものであればこ

れ以上優れた広報はないとの自覚であります。

幸いなことに、ロータリーは夫々の職業分野で優

れた業績を持っておられる方々の集団で、少なく

とも自分達の仕事の進め方や考え方に関しては精

通した方ばかりです。奉仕活動を企画する際、夫々

の分野の方に協力していただき、反応を確かめな

がら企画を改良改善すれば、より多くの人々の理

解を得るプロジェクトが出来上がると思います。

このように「職業を通じて得た経験や知識を活用

して、ロータリーの公共イメージの向上を図る」

これも広い意味でロータリーの職業奉仕の一つの

形ではないでしょうか。

『第二日目報告』

幹事 久藤 孝仁

地区大会第二日目は10月21

日(日)10時点鐘で、呉市文

化ホールに於いて開催され

ました。会長幹事以下15名

が参加しました。

大之木ガバナーの現状報告

の中で、現在74クラブ中59クラブへの公式訪問を

終えられ、残り15クラブだそうです。この中には

当竹原ロータリークラブも含まれております。12

月6日(木)ですので宜しくお願いします。

2710地区の増強の状況は71名のプラスですが、益々

の増強と、質を担保に増強を望むとの声でした。

午後から、東京大学大学院教授 姜 尚中(カン・

サンジュン)氏の、「悩む力」－無縁社会におけ

るロータリーの役割－と題した記念講演が行われ

ました。

現在の経済経営の社会の中で、社会の希薄さ、無

縁さが大きくなってきた。ロータリーは、その中

で地域社会の文化、モラル等の接合点にならない

といけない。自由社会の中で、いろいろな団体、

クラブ等多くの奉仕団体があるが、無縁の中で繋

がりの無い単独の活動をしているように思う。

絆づくり、人との繋がり、人は人に生かされてい

るという、有縁の実感を作る役割をロータリーに

は発揮してもらいたい。そして地域と共に、陰徳

の役割を自分の喜びに代えて下さい。

また、ロータリーは人材を作るのではなく、人物

を育てる、本質の向上を地道に長くグローバルに

展開して頂く事を望みます。とのご意見を頂きま

した。

鼎談では、現在の世界の状況はWeb上では日本で、

世界で、常に繋がっているが、ポジティブよりネ

ガティブの方へのエネルギーの使われ方が多いよ

うに思う。無縁化されてきている個人の希薄な社

会を有縁な人との繋がり、絆を、地道に長く行う

ことで、私たちの地域で、日本で、世界での繋が

りを図ることが、ロータリーの使命ではなかろう

か。と締められました。

深川純一RI会長代理は、ロータリーが何をしたか、

いくら寄付を送ったかではなく、どんな人物を育

てたか、職業奉仕を通して地域に奉仕する原点を

求められているように感じました。私見が入って

いますので、間違いがあるかと思いますので、月

信等ご参考になさって本質を見つけて頂ければと

思います。

その後、竹原クラブのみの少しばかりの親睦会を

行い、無事帰ってまいりました。

次年度は下関ロータリークラブの担当で10月5日、

6日の開催予定です。宜しくお願い致します。

総員３４名 出席２７名 メーク ３名

欠席 ２名 免除 ２名 出席率94.12％


