
2012年12月6日 第2362回
ガバナー公式訪問

□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリー綱領：堀越会員

□ゲスト：

RI第2710地区ガバナー 大之木精二様（呉ＲＣ）

随行幹事 田中 利幸様（呉ＲＣ）

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）

□ビジター：東京日本橋RC 近藤勇樹様

お 名 前 宮本和彦

事業所名 大乗郵便局 局長

職業分類 郵政事業

＜ご挨拶＞

昭和60年から現在の職務を遂

行し、人生の半分を公共の福

祉の気持ちで仕事をして参り

ました。このたびお誘いを受

け、これからの残りの人生をリフレッシュして又

新たな気持ちで頑張りたいと考え、入会させて頂

いた次第です。今後共宜しくお願い致します。

□会員誕生日･･･藤中、下山、堀越、梶谷、久藤

□結婚記念日･･･藤中、土居

□事業所創立･･･小田

□特別スマイル

・ガバナー 大之木精二様

・G9ガバナー補佐 林 克宏様

・大之木ガバナー公式訪問を心より歓迎致します。

（荒谷隆文）

・ガバナー公式訪問を心より歓迎致します。

（久藤孝仁）

・以前より大変お世話になっております大之木ガ

バナーをお迎えしての例会大変楽しみにしてお

りました。 （市川重雄）

川本会員が米山功労者(第4回)を受賞されました。

大之木ガバナー

より表彰状を授

与して頂きまし

た。
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会長・幹事・各委員長前期統括 新 年 互 礼 会

四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか



幹事 久藤 孝仁

・G9インターシティーミーティング御案内

G9ガバナー補佐 林 克宏

日 時 2013年2月17日(日)

場 所 講演会：尾道市因島市民館

懇親会：芸予文化情報センター

登録料 クラブ 会員数×2,000円

メンバー参加者数×8,000円

会長 荒谷 隆文

皆さんこんにちは、本日はガバナー公式訪問例会で

ございます。国際ロータリー第2710地区ガバナー大

之木精二様、そして地区副代表幹事田中利幸様、ご

多忙の中、ようこそ竹原ロータリークラブへ御訪問

頂き誠に有難うございます。

また、ガバナー補佐林様、補佐幹事村上様にはプレ

公式訪問に引き続いてお世話になります。どうぞ宜

しくお願い致します。

大之木ガバナーに於かれましては、この竹原には深

い関わりがあるとお聞き及んでおります。県の教育

委員長をされておられた時、竹原市内の高校再生に

大変ご尽力いただいたことを、当クラブの市川、菅

会員より聞いております。改めて御礼申し上げます。

また今日の例会前の会長・幹事会に於いて、クラブ

運営について色々とご指導いただきました。大変有

難うございました。また後程のガバナーの卓話、ク

ラブフォーラムを大変楽しみに致しております。ど

うぞ宜しくお願い致します。

さて、今年度も早いもので前期が終ろうとしており

ますが、各委員会に於かれましては年間の活動計画

の項目を積極的に取り組む中で、大之木ガバナーの

信条、そしてクラブのテーマを指針としてロータリー

の学習の機会をより多く取り上げていただいている

と思います。

確か、地区指導者育成セミナーだったと思いますが、

大之木ガバナーの講演の中で「せっかくロータリー

に入ったのであれば、せっかく委員会の活動をする

のであれば、この機会を大事にして、ロータリーの

目的を理解し、自分の為にも大いに生かすべき」と

いうお話があったと思います。

今日はせっかくガバナーとお話が出来る機会でござ

いますので、皆様と一緒にしっかりロータリーを学

習し、有意義な一日に致したいと思います。宜しく

お願い致します。

国際ロータリー第２７１０地区

ガバナー 大之木 精二様（呉ＲＣ）

竹原ロータリークラブの皆様こんにちは。

今日は私の親戚の土地にお邪魔するような大変気楽

な気持ちでお邪魔を致しました。それと言いますの

も、青年会議所時代からこの大広苑には何度足を運

んだかわからないというくらいの馴染みのある場所

です。本日も早々に大森さんからご挨拶を頂きまし

た。また同じＪＣ仲間である川本さんへは四回目の

米山功労者の表彰状をお渡しするという幸運に恵ま

れました。

先ほど会長さんよりご紹介がありましたが、古い話

になりますが、私が県の教育委員長をやっていまし

た時にお膝元の高校の改善について若干お手伝いし

たことがございます。それ以来、市川さん、菅さん

には何度もお会いしたりご指導を頂いたり今日に至っ

ております。等等ご縁が深い竹原ロータリークラブ

であります。

早いもので当地区のガバナーをお引き受けして半分

の任期が済みそうです。当地区は74クラブありまし

て、今日が72回目の公式訪問です。あと2回の公式

訪問が残っています。残りの公式訪問のお務めを果

たせればガバナーとしての重責の一端を果たすこと

が出来るということであります。

先般の地区大会には大勢の方にお出でいただき、盛

り上げていただきましたことを厚く御礼を申し上げ

ます。1700名近い方の参加を得、学びの場としての

地区大会として開催させていただきました。

活動計画書を拝見しますと、荒谷会長の運営方針は、

「よりロータリーを学び、地域へのネットワークを

広げよう」と方針を掲げられております。活動方針

は、例会内容を充実し、ロータリーを学ぼう、とロー

タリーの基本を先ず上げておられます。

本日の私の卓話は、例会を充実にする為には何をす

るか、ロータリーを学ぶとは何を学ぶのか、この二

つのテーマについてお話させていただきます。

先ず、例会の充実とは何か、当然ながら例会は何の

為にあるのか。ロータリーは人づくりと云われます。



ロータリアンを育てるための基本的な場が例会であ

ることは、今さら私が云うまではないことかと思い

ます。ロータリーは親睦に始まり親睦に終ると云わ

れます。皆さんよくご存知の表現であります。

そして全てはロータリークラブの例会における親睦

が基本になりまして、それから枝葉がいろいろと分

かれていくと云うことです。

1905年シカゴロータリーがポール・ハリスと三人の

仲間で発足しました。ポール・ハリスは都会の孤独

に耐えかねて胸襟を開いて何でも話し合える、そう

いう心を込めてロータリーを作ったと云うのは皆さ

んご存知のことだと思います。

彼は幼少期、家庭的には不幸な人間でした。父親は

いろんな事業をしては失敗し、母親は良家の出身で

ありましたが、浪費癖が強く、家の中は常に火の車

でした。とうとう両親は子供を養育することができ

ず父方の祖父母に預けられました。そこはバーモン

ド州のウォーリングフォードという小さな村でござ

います。生活習慣は常に奉仕、寛大、寛容、忍耐、

善意という大変人間として好ましい生活態度で、そ

ういう気風が定着した、全員が家族のような緊密な

心の通いあう地域社会であったようです。

若くしてポール・ハリスがシカゴで弁護士業を開業

した当時は、食うか食われるか、騙すより騙される

方が悪い、というくらいの荒廃した世情であったの

が当時のシカゴ市でございます。彼は非常にそのこ

とを寂しく思い、自分が子供の時に育ったようなウォー

リングフォードのような村がそっくりシカゴに移っ

てくれればと考えました。それくらい元々人と人の

の交流、兄弟同様、家族同様の付き合い、そういう

親睦がそもそもロータリーが出来た時の基本であり

ます。ですから例会が親睦を培う場であることは当

然です。

当時のシカゴロータリーは一業種一会員でした。

当初は会員同士の取引は原価でやっていました。利

益を載せて商売はいけない、お互い兄弟みたいなも

のだから利益を取ってはいけない。お互いが相互扶

助で助け合った。それもこれも親睦がベースにあっ

た。そういう親睦から発しまして、我々の業界は異

業種の集まりです。基本的には一業種一会員ですか

ら、全ての会員の仕事が違うわけです。仕事が違い

ますと、考え方、情報、体験、地域も変わります。

そうした体験・知識・情報を違った業種の会員に与

えていく、また逆にいただくという異業種同士の交

流、これがロータリーの例会に於いて行われる。つ

まり、我々は例会でいろんな仕事に携わる人から自

分の知らない世界を学び、自分の世界を他の世界の

人達に与える、お互いに切磋琢磨する場が例会であ

るということになるわけです。

では、例会の充実とはどういうことか。

私が先ず一番に上げるのは、一業種一会員制だと思

います。今は五人までは良いのですが、一つのクラ

ブに同じ業種の人がいますと、厳しい言葉で言いま

すと、商売敵がいる中で果たして心を開いてお互い

自由に発言したり考え方の交換が出来るでしょうか。

出来ませんよね。ということは質の高い親睦は、や

はり一業種一会員制を守ったところからできるので

はないでしょうか。従って私は、例会を充実するこ

とは一業種一会員制を守っていきましょうというこ

とを申し上げたいのです。質の高い親睦が図られ、

質の高い親睦から効果的な奉仕が生れてくると思い

ます。

異質と等質の出会いの場が例会である。職業が変わ

れば発想・人生観等それぞれが違います。週一回の

例会でお互いが共有することで、新しい発想、新し

い情報、新しい知識、新しい体験を自分の知らない

世界のものを与えてもらう、逆に自分のほうから与

える、こういうことが自分の至らないところをカバー

して、自分の人間的成長に繋がる。こういう場合、

職業が違うのが異質、等質というのは同じ立場とい

うことです。異質と等質が出会いますと、そこには

大変強い自己改善効果が生れます。お互いが学びあ

い、切磋琢磨するのですから、それがロータリーの

例会であります。例会の充実とは一業種一会員性を

守り、質の高い親睦を実現することです。

ロータリーから我々は何を学ぶか、ポール・ハリス

の言葉に「私たちの生きる目的は何でしょうか、学

ぶことです。何を学ぶのですか、人生を学ぶのです。

人生から何を学ぶのですか、人生から学ぶのは、い

かにエゴと決別するかを学ぶのです。」

私はここで、「何を学ぶのですか、人生を学ぶので

す」ということを「ロータリーを学ぶ」と置き換え

たいのです。ではロータリーから何を学ぶのかを今

からお話したいことであります。

これは結論から言いますと、利他の心です。他人に

利する心です。

我々がロータリーから学ばなければならない最大の

ものは、どうすれば自分にとらわれずに人様の役に

たつか、人様のことを思い遣られるか、他人の利益

を先に考えるえることです。その心を養うのがロー

タリーから先ず学ばなければいけないことだと思い

ます。奉仕の心と言っていいでしょう。この奉仕の

心があれば、我々は社会的にもっともっと世の為、

人の為に尽くさなければならない、ロータリー本来

の目的に帰するわけです。

二番目に人間としての弱さをロータリーから学ぶべ

きだと思います。

ポールハリスが1935年日本へ立ち寄った事があるそ



うです。その時に日本のロータリアンが、ポールハ

リスに対して、貴方は何故ロータリーを作ったので

すかと質問をしたそうです。これは有名な話で、彼

は一言、寂しかったから、と答えたそうです。寂し

かったということを、センチメンタルとか考えるの

ではなくて、これは何を隠そう人間の弱さを彼は語っ

たのだと理解しなければならないと我々は教わりま

した。

人間は誰しも自由を欲します。しかし自由を欲する

のは自分だけでなく、他人も同様です。ある個人の

自由は他の人の自由によって限界付けられる。自分

の自由の領域がこれだけだとしますと、入ってくる

なと他を排除する関係では折り合いがうまくいくわ

けがない。従って自分の自由を制約する、他人側の

自由、それに重きを置いて考える、けっして強制さ

れたのではなく、それを認める、こういう自由の制

約、自由の限界性を我々は認める、これを私は人間

性の弱さだと思います。悲観的な意味ではありませ

ん。人間たる由縁であり、人は孤立した状態では生

きられません。

先般も地区大会の時に姜尚中さんをお招きして記念

講演を行いました。無縁社会におけるロータリーの

役割というテーマでお話しいただいたのは皆様記憶

に新しいことだと思います。いわゆる孤立した状態

では人間は生きられないという人間の弱さに対する

自覚が、思いやり、人と人の絆、寛容の心に繋がる

のだと思います。ロータリーではしばしば寛容の心

といいますね、人間の弱さを自覚したところの考え

方かもしれません。

人間の本質の弱さを根底に於いて、それを明確に自

覚することで人と人の関係が良くなることを教えて

くれているのだと思います。

佐藤千寿さんと云う素晴らしい大先輩のロータリア

ンがおられます。彼は、ロータリーとは間柄の美学

であると云う言葉を述べられいてます。

人と人との間柄を人間の善意で繋ぐ、それがロータ

リー運動である。従って私は、間柄を良くしていく

のはお互いの自由に自ら制約し、自分を一歩引いて

相手の自由を認める、そういう折り合いの正しいこ

とが間柄の美学の根底にあるのではないかと思いま

す。

もう一度繰り返しますと、個人の自由を制約し、他

人の自由を、人間の真の自由の確立の為の不可欠の

要素として、それによって人がお互いに向上すると

同時にその向上による精神的なエネルギーが静かに

人と人の間柄、人間関係を潤していく、このように

私は考えます。それをロータリーで学ぶべきである、

と思います。

時間が参りました。ご清聴有難うございました。

例会終了後、大之木精二ガバナー、田中利幸随行幹

事、林克宏G9ガバナー補佐、村上光補佐幹事、荒谷、

久藤、木村、円山、佐渡、大森、市川、坂田、藤中、

本庄、佐藤、梶谷、吉岡、川本、中川、吉本、下山、

鴨宮、大成、小田、三好、小坂、宮本会員が出席し、

フォーラムを開催しました。

総員３５名 出席２８名 メーク ２名

欠席 ３名 免除 ２名 出席率91.18％



2012年12月8日 第2363回

忘年家族例会 大広苑

□ソング：奉仕の理想

□出席者：会 員 27名、配偶者 16名

成 人 11名、高校生 3名

中学生 3名、小学生 19名

幼 児 9名、事務局 1名 計89名

□会員誕生日 藤中 保 梶谷 寛康

久藤 孝仁 下山 生修

堀越 賢二

□結婚記念日 藤中 保 土居 敏昭

□事業所創立 小田 邦治

12月記念日を代表して久藤会員よりお礼の言葉が述

べられました。

会長 荒谷 隆文

皆さんこんばんは。

本日は親睦活動委員

会の企画での忘年家

族例会でございます。

委員会の皆様には今

日の為にいろいろと

企画・準備をしてい

ただきました。大変

有難うございます。先ず以って御礼申し上げます。

我々は日頃クラブ活動で五つの奉仕活動を行ってお

ります。職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・新世代奉

仕・クラブ奉仕でございます。しかし私たちにとっ

て一番大事で、欠かすことの出来ない奉仕は家族奉

仕でございます。今日はロータリアンの皆さんは日

頃、クラブの活動にご理解・ご協力をいただいてお

ります家族の皆様に感謝の心で最大限のサービスを

是非お願い致します。そして皆様にもっともっとロー

タリーを好きになっていただきたいと思います。よ

ろしくお願い致します。

また本日は広島大学大道芸サークルの皆さんに来て

いただいております。日頃目にしない大道芸を披露

していただきます。大変楽しみにしておりますので、

どうぞよろしくお願い致します。

それからこの後、紹介がありますが本日は新しく入

会されました宮本会員ご夫妻に参加いただいており

ます。宮本様には良い機会でございますので、会員、

ロータリー家族の皆様と親睦の輪を広げていただけ

ればと思います。ごゆっくり楽しんで下さい。

そして会員の皆様も今日は前期の反省会でもありま

す。お酒を飲みながら大いにロータリーを語ってい

ただき一緒に盛り上がっていきたいと思います。

よろしくお願い致します。

□次年度会長 木村安伸

竹原ロータリークラブ細則第三条第二節の規定によ

り、次年度の会場監督（ＳＡＡ）が選任されました

ので、ご報告致します。次年度の会場監督は、市川

重雄会員です。宜しくお願いします。

【懇親会スケジュール】

・挨拶 荒谷会長

・乾杯 夜船副会長

・新会員紹介

・次年度理事役員紹介

＜余興・歓談＞

・大道芸 広島大学大道芸サークル遊技団

・お楽しみ抽選会

・サンタクロースから子供達へプレゼント

・閉会の挨拶 木村会長エレクト

・「手に手つないで」

総員３５名 出席２５名 メーク ６名

欠席 ２名 免除 ２名 出席率94.29％
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広島大学大道芸サークル遊技団による
楽しいパフォーマンスでした（*^_^*）

宮本新会員ご夫妻です


