
□ソング：我等の生業

□特別スマイル

・平成20年3月21日、五年前の今日、呉共済病院で

癌の手術を受け五年経ちました。体調も良くな

り喜んでいます。今後も元気でいたいです。

（大森 寛）

幹事 久藤 孝仁

・第58回郷賢祠例大祭の執行について

日時 平成25年4月22日(月)

＜回覧＞

・賀茂川清掃出欠（実施日4／21(日)）

＜配布＞

・次年度例会アンケート

会長 荒谷 隆文

皆さん、こんにちは。昨日は春分の日、彼岸の日

でありました。皆さんもそれぞれ墓参りをされ、

ご先祖様のご供養をされたと思います。暑さ寒さ

も彼岸まで、これから徐々に暖かくなり、ようや

く動きやすくなって参ります。

先週3月14日には3班の家庭集会がシーサイドホテ

ルで開かれました。出席者の皆さんご苦労様でし

た。テーマであります「職業奉仕とは」を含め、

ロータリー全般について当に炉辺会議として、そ

れぞれの思いを語り合われたように思いました。

私も皆さんとの話し合いで、大変勉強させて頂き

ました。有難うございました。

3月20日の昨日、地区協議会へ参加の皆さん、大変

お疲れ様でございました。次年度ガバナーの主導

の下でクラブの指導者としての知識習得とモチベー

ションの高揚を図られたと思います。次年度の皆

さんに託し、大いに期待を致しております。

さて先般の家庭集会では「職業奉仕とは」のテー

マでのフォーラムになりましたが、職業奉仕につ

いて明快に確信を付く回答を引き出すまでには至

りませんでしたが、皆さんがロータリーについて

色々と語り合う集会になったことに意義があった

ように思います。

ロータリーは倫理運動の場であります。ロータリ

アンは先ず例会で職業倫理のいろはを学び、自ら

の仕事に四つのテストを実践し、相手の為を第一

として、相手に対する思いやりの心を持ってする

ことが自分への信頼と信用に繋がっていく、これ

が職業奉仕ではないかと思います。私自身これか

らも例会で学び、四つのテストの実践をすること

で事業の繁栄をはかって参りたいと思っておりま

す。

□事務所移転実行委員会 委員長 菅 義尚

先般3月8日,11日と事務所移転作業を行いました。

両日お手伝いを頂きました皆様有難うございまし

た。移転日の11日には会長にはお昼の御提供、土

居会員にはコーヒー、市川会員にはお饅頭を差し

入れ頂きました。有難うございました。また吉本

会員には植木鉢を頂きまして有難うございました。
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1.真実かどうか
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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



□3班家庭集会 副リーダー 佐々木秀明

3月14日(木)9名の出席でシーサイドホテルに於い

て3班家庭集会を開催しました。テーマである職業

奉仕についてだけでなく、ロータリーについての

話し合いも行いました。いろんな意見が沢山出て

予算をオーバーするくらいの熱心な話し合いが行

われ大変有意義な家庭集会となりました。

□次年度幹事 堀越 賢二

次年度に向け、皆様からのご意見を頂戴したくア

ンケートを配布させて頂きました。回答期限を3月

27日としておりますので御協力宜しくお願い致し

ます。

『会長・幹事部門』

次年度会長 木村 安伸

昨日、広島国際会議場で開催さ

れた2013－14年度地区協議会に

当クラブから11名が出席しまし

た。出席された皆さんご苦労様

でした。

案内書によると地区協議会は、任期に備えるため

に次期クラブ指導者にとって必要な知識、技能を

修得するとともに、クラブにおける指導者のチー

ムワークを築くことで、来るべきクラブ運営への

意欲を高めることを目的とされています。また、

会長エレクトは、PETSで履修したものを土台とし

て更なる研修を重ねるとともに、次期指導者に科

せられた責務を果たせるような体制整備のために、

その認識と覚悟を新たにする機会となっています。

先ず、合同本会議第一部では、沖田ガバナーエレ

クトが、「次年度RIテーマと地区運営方針につい

て」大略次のように説明されました。

この中で、RIテーマの『ロータリーを実践し、み

んなに豊かな人生を』の意味を総合的に判断する

と、「ロータリーを自分の中に取り込んで、皆さ

ん（当該ロータリアン自身）の人生（生き方）を

変えなさい。」というような意味も含まれている

のではないかと思われる。

次に、会長賞の

１．会員増強の推進（1名純増）。

２．ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実。

３．ロータリー・ファミリーを通じたネットワー

クの強化必須項目のいずれか、または両方を達成

する。ことに注力しなければならない。

地区運営方針では、地区ガバナー信条『奉仕活動

を見直そう。「新しい奉仕活動への挑戦」』と運

営の重点方針、目標などを詳細に解説されました。

分科会では、私と堀越次年度幹事が、「会長・幹

事部門」に出席しました。

初めに、2年前の東日本大震災発生時ガバナーエレ

クトであった田村パストガバナーが、「奉仕活動

を見直そう。（東日本大震災復興支援活動を通じ

て）」と題する講演をされ、プロジェクターで第2

710地区の各クラブから寄贈された船、トラクター

などを紹介されました。

纏めとして、”奉仕活動は、あなたのものです！

自分の目で見て、自分で考える。その程度が高い

ほど意義の高い奉仕と言えるのではないでしょう

か？”と締め括られました。

次のパネルディスカッションは、

１．ガバナー補佐とクラブ会長との連携

２．フューチャービジョンに対応するクラブ組織

についてコーディネーター役の沖田ガバナーエレ

クトが、パネリストの元廣次年度G9ガバナー補佐

他4名の次年度ガバナー補佐にそれぞれ発言を求め、

進行しました。

私は、地区協議会での研修内容をよく吟味し、次

年度の当クラブ活動計画に反映させる糧としたい

と思います。

次年度の理事、小委員長にもこの研修で学ばれま

した内容を参考にして次年度のクラブ委員会活動

計画の策定に生かせて頂きたいと思います。どう

ぞ宜しくお願いします。以上、報告を終わります。

『クラブ管理運営部門』

次年度クラブ管理運営委員会

委員長 本庄 純夫

クラブ管理運営委員会のカウン

セラーは大之木ガバナー、リー

ダーは長門ＲＣ会員の吉村氏で

ございました。分科会のテーマは例会運営の刷新

を巡るクラブの現状と諸問題ということで、ガバ

ナーの地区委員会方針として、魅力的な例会の研

究と啓蒙活動、出席率の向上の研究と啓蒙活動、

ＣＬＰに対する理解と実施の促進活動。結局は、

例会が魅力的であれば出席率が良くなるというこ

とであります。

カウンセラーである大之木ガバナーからテーマの

導入スピーチとして、クラブ管理運営委員会の用

語についての説明がなされましたが、クラブ管理

運営委員会というのは、クラブレベルでは余り馴

染みのない表現で、これはＤＬＰ(地区リーダーシッ

ププラン)に基づいた表現であると言われました。

世界中でＤＬＰは既に運用が義務化されています

が、ＣＬＰはクラブレベルでは義務化されていま

せん。

クラブ管理運営委員会は、クラブの効果的な運営

の為に活動することとあり、説明は非常に簡単で

すが、解りにくい。基本的には従来のクラブ奉仕

として考えたほうが良いのではないかとの話でし

た。出席、親睦、プログラムを統括したのがクラ

ブ管理運営委員会である。それではクラブ管理運

営委員会は何をするのか。それはクラブにおける

奉仕の基盤作りである、そしてクラブの全てを統

括する運営の出発点、土台であるとのお話でした。

ロータリーの樹を皆さんご存知かと思いますが、

地面に根を張り、大きな幹があります、その幹が

職業奉仕、枝が社会奉仕、新世代奉仕、国際奉仕、

ロータリー財団。そしてその幹を支える土壌の下

の根っこがクラブ管理部門或いはクラブ奉仕部門

と言われています。つまりクラブ管理部門又はク

ラブ奉仕は、クラブの機能を充実させ、クラブの



効果的な運営が可能になるよう会員の高質化（レ

ベルアップ）、そして強力の体制を作る、いわゆ

る基礎作り人づくりが第一義で、結局、奉仕をす

る人を作ると云うことがクラブ管理運営委員会の

仕事であります。

『会員開発部門』

次年度会員組織委員会

委員長 大成 義彦

会員開発部門の次年度の基本方

針は、

1．クラブ内で実施すべき職業奉仕プロジェクトの

研究及び職業奉仕に基づく研修方法の研究、2．SA

KUJI作戦の研究とこれに基づく会員増強の研究で

す。

組織的な大きな変更がございまして、以前も木村

次年度会長が説明されていましたが、これまでの

会員組織委員会に現在奉仕プロジェクト委員会の

職業奉仕を移して会員開発委員会とするとのこと

です。これは2710地区に限るということで、いわ

ゆる国際ロータリーの全てと云うことではありま

せん。

その変更の理由は、ロータリー憲章の要求事項で

あるとの説明がありました。職業奉仕がロータリー

の体幹（躯体・根本）をなすものであるから、

会員増強、退会防止の面から、その意味と意義が

あり、大きな成果に繫がるとの考えのようです。

これには会員の皆さんも違和感をお持ちなのでしょ

う、分科会の会場から変更の必要はないのではと

かいろんな意見が出ていました。私はよく理解で

きなかったのですが、職業奉仕と社会奉仕の違い

についての例示で、お医者さんの無料診療は社会

奉仕とされていることに、会員医師から診療と検

診は違うとの強い意見があったり、要するに社会

奉仕と職業奉仕の違いの定義に疑問が投げかけら

れました。

さらに会員増強については、少子高齢化は事実で

ある、誰でも会員は良いんだと云うわけにはいか

ないのだから会員の減少傾向は止むを得ないので

はとの意見が出ていました。日本のクラブは81％

が50才以上、60歳以上が45％、そういったデーター

があるようです。

次にSAKUJI大作戦、RI理事会が2015年6月までに会

員130万人達成を決議されたそうです。それを受け

て田中RI会長が日本で会員を10万人にすると目標

を掲げられました。賛同の意を各クラブへ1月23日

までに出すようにとのことだったようです。この

ことは地区上層部も知らず、又短い期間だった為、

反応が殆どなく、話では期限を三年間にするよう

なことだったと思います。

『奉仕プロジェクト部門』

次年度奉仕プロジェクト委員会

委員長 吉本きよ子

社会奉仕・国際奉仕部門には私

と小坂会員、新世代奉仕部門に

は福本会員が出席致しました。

奉仕プロジェクトの基本方針はロータリーを実践

し、皆に豊かな人生をということを基本にする。

テーマとしては、奉仕活動を見直そう、そして新

しい奉仕活動の挑戦。プロセスとしてはニーズの

掘り起こし、クラブを超えたロータリーの連携協

力。分科会のテーマは新しい奉仕活動の挑戦を強

く言われていました。そして15分6名の方のプレゼ

ンテーションがありました。

社会奉仕部門では広島中央ＲＣから命の重みと云

うことで献血活動の報告がありました。東広島21

ＲＣは県立リハビリセンターへ大型テレビの寄贈、

岩国ＲＣでは東日本の大震災で復興の為、東北コッ

トンクラブへトラクターの寄贈、国際奉仕に於い

ては呉ＲＣが交換学生について、広島西南ＲＣは

ベトナムへの教育支援で移動図書館、福山ＲＣは

バリ島への水プロジェクト等の社会奉仕・国際奉

仕についての活動報告がありました。

『ロータリー財団部門』

次年度Ｒ財団米山記念奨学会

委員長 藤中 保

地区協議会がこの早い時期に実施

されたのかの疑問に対して、今年

は5月にＲＩの最大の行事である

ロータリー世界平和フォーラム広島が開催される、

この2710地区におけるロータリー財団の未来夢計

画では新地区補助金の地区への締切りが3月末日で

ある。従ってこの早い時期での開催となったと云

うことの説明でした。

財団部門では、財団寄付が不足している。財源が

不足しているので、是非目標額は達成して欲しい

要望でした。

2013－14年度の財団寄付目標は、ポリオプラスが

一人5＄以上、年次基金一人150＄以上、恒久基金

は一クラブ1名以上と設定しているので協力をお願

いしたい。新地区補助金、グローバル補助金は3月

31日の締切りで、次年度の申請が受付されていま

すが、現在時点74クラブ中14クラブから新地区補

助金の申請が出ており、現在審査中だそうです。

グローバル補助金は呉・福山の2クラブからの申請

が出ているそうです。

質疑・応答・講評があり、最後に岡田次年度地区

研修リーダーから、来年は未来の夢計画全面移行

元年の年であり、補助金運用の在り方や奉仕活動

の在り方自体が大きく変わる節目であることから、

とにかく未来の夢計画、それらに伴う奉仕活動の

実施、その対応を中心にロータリーが動く一年に

なると思われる。これらを十分にわきまえ、これ

らの諸問題を十分に研究し効果的かつ目的的に活

用しなければならない。是非力を入れて取り組ん

で欲しいとの要望がありました。
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