
８月８日 第２３９４回

□ソング：それでこそロータリー

□ゲスト：休暇村 大久野島 支配人 西村文博様

□就任スマイル･･･老田・坂田

□特別スマイル

・8月2日にクラブ創立50周年第1回実行委員会が

開催されました。全会員がロータリーを実践し

て事業を成功させましょう。 （木村安伸）

・8月3,4日開催されました住吉まつりが盛会の内

に終了致しました。皆様ご協力に感謝致します。

（市川重雄）

幹事 堀越 賢二

・第57回芸南学童水泳大会お礼状

・竹原商工会議所創立60周年記念式典ご案内

10月5日(土)式典：たけはら文化創造ホール

祝賀：ホテル賀茂川荘

・公式訪問について ガバナー 沖田 哲義

日時 平成25年9月12日(木)

会長幹事会 11:30～12:00

例会 12:30～13:30

フォーラム 13:40～15:10

来訪者：ガバナー 沖田 哲義 様

随行幹事 櫛田 宏治 様

ガバナー補佐 元廣 清志 様

補佐幹事 宇根本 茂 様

□日時 平成25年8月8日(木)

□議題 事務局盆休暇の件 承認

8月13日(火)～16日(金)

会長 木村 安伸

昨日は24節気の「立秋」でしたが、猛暑はまだま

だ続くようです。皆様水分を十分補給してくれぐ

れもご自愛下さい。

さて、「会員増強および拡大月間」中の本日は、

下山会員増強委員長の要請により、休暇村大久野

島支配人でいらっしゃいます西村文博様をお迎え

し、後ほど卓話をして頂きます。西村様、学校が

夏休み期間中でご多忙なところようこそ当クラブ

にお越し頂きまして、誠に有難う御座います。

次週は、盆休みで休会ですが、8月22日(木)は、

かんぽの宿竹原にて納涼例会が開催されます。

中川親睦活動委員長をはじめ委員の皆様宜しくお

願いします。納涼例会では、会員とロータリー家

族がお互いに友誼を増進させながら、ロータリー
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本日のプログラム ８月２９日 次週のプログラム ９月５日

プレ公式訪問

Ｇ９ガバナー補佐 元廣 清志 様
ガバナー補佐幹事 宇根本 茂 様

誕生祝・各会員各記念日祝

誕生月該当者会員卓話

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

【２０１３年８月 ８日 第２３９４回例会記録】

【２０１３年８月２２日 第２３９５回例会記録】



の強い絆を確認し合いましょう。多数のご参加を

お待ち申し上げます。

また8月24日(土)には、東広島市役所安芸津支所

構内で恒例の「安芸津ふれあい夏まつり」が開催

されます。本年度も奉仕プロジェクト委員会が参

加を担当し、吉本委員長ほか委員の皆様にお世話

をして頂きますが、協力が可能な会員の参加をお

待ちしています。今回は、初めての試みとして子

育て支援の「授乳およびおむつ交換所」を開設し

ます。

翌8月25日(日)は、ホテルグランヴィア広島で会

員増強／ロータリー財団合同の「地区指導者育成

セミナー」が開催されますので、大成会員組織委

員長、藤中ロータリー財団委員長それに私の三名

が出席します。プログラムは、「会員増強とクラ

ブの活性化」についての講演会、「補助金管理セ

ミナー」の他多くの講演等が用意されています。

8月最後の例会日の29日(木)に、元廣ガバナー補

佐によるプレ公式訪問が実施されます。前年度よ

り3ヶ月も早い来訪ですが、理事、役員、各委員

長には予め準備を進めて頂きますようお願いしま

す。

これからは、各委員会の打ち合わせ、活動計画が

どんどん進んで行くと思われますが、そのために

もロータリー事務所を大いにご活用下さい。私が

合鍵を預かっていますので、何時でもご利用でき

ます。

□奉仕プロジェクト委員会 委員長 吉本きよ子

8月24日(土)に行われる安芸津ふれあい夏まつり

について例会後打ち合わせを行いますので宜しく

お願い致します。

□50周年実行委員会 委員長 本庄 純夫

8月2日(金)大広苑において木村会長、夜船会長エ

レクトにご出席頂き、実行委員会結成後の初の正

副委員長初顔合わせと全体会議を開催したところ

一名の欠席もなく19名全員出席して頂きました。

これから取り組む50周年記念プロジェクトに対す

る意欲と責任感の表れだと感じました。

全体会議の議題は二つありました。先ず創立50周

年プロジェクトについて、クラブ創立50年を迎え

るにあたり、その意義と皆様の思いを発言して頂

きました。二つ目は、今後の進め方についてであ

ります。先ず式典の実施日、式典祝宴の会場、記

念事業、予算概要、この四点を決めなければなり

ません。従ってこれから早急に個別の委員会を開

催して協議をして頂きたいと思います。その進捗

状況は全会員に報告して頂き、会員の創意を得て

進めて頂くようお願い致します。全員参加型の記

念行事を目指しておりますので、会員皆様のお力

をお願い致します。第一回実行委員会全体会議の

内容、個別委員会開催のお願い、併せて会員の皆

様のご支援ご協力をお願いして報告と致します。

休暇村 大久野島

支配人 西村 文博様

皆様こんにちは。昨年春

より休暇村大久野島支配

人を務めております西村

でございます。本日はこ

のような場にお呼び頂き

誠に有難うございます。本日はどうぞ宜しくお願

い致します。

私の前任地は香川県坂出市にあります讃岐五色台

です。家族は家内と娘二人がおり、高松に暮らし

ております。

私は裏方部隊と申しますか、休暇村にお客様を呼

びこむ広報活動をしたりと、裏方的な仕事に携わっ

ておりました。休暇村は全国に37箇所あるのです

が、最終的には北海道の支笏湖を除く殆どに何か

しら関係しております。大久野島にも23年前、ほ

んの数ヶ月ですが就きました。

また、休暇村へ海外のお客様を誘致しようと韓国

ソウルに出張所を創ったり、そのような仕事にも

携わっていました。

全国津々浦々行ってきたお蔭で、先日高松に居る

家族の元へ帰った際のエピソードがあります。

私が靴下を脱ぎっぱなしにしていましたら、次女

が「パパはしょうたれやな」と言うんです。（讃

岐弁：だらしない）。東京生れの家内は「そんな

のは、いいじゃないの、パパはいつものことなん

だから」。それを見ていた長女は「そんなこと、

よかろうもん」。あれ、なんかちょっと変だなと。

長女は博多弁を話し、次女は讃岐弁を話します。

そして家内は東京生れ東京育ちですから標準語、

私は関西弁、変わった家族に仕上がるものだなと

実感したエピソードです。

前任者の義本支配人が修学旅行のお見送りに海へ

飛び込むシーンが「ナニコレ珍百景」と云う番組

で全国に流れ、これがものの見事に番組の大賞を

取ってしまいました。大変な事態でございますが

彼は和歌山へ転勤、残された私は、毎日、新支配

人は飛び込まないのかと言われなかった日はあり

ません。多い時で一日4回飛び込む時もあります。

5、6、10、11月の平日大久野島に来て頂きました

ら、どこかで私が飛び込む姿が見られると思いま



すので是非機会がありましたらご覧下さい。

最近の大久野島の近況ですが、閑散期の大久野島

をどうにかしようと始めた長期滞在のプランが好

評を得ています。

また、私が着ているこの「兎中（うさんちゅう）

Ｔシャツ」、これが大久野島で今一番売れている

商品です。

毒ガス島と云う古い歴史を抱えつつ、最近はうさ

ぎ島ということで大変全国の皆様から注目されて

います。お陰様でうさぎは可愛がられ、暑いなか

敵もいないと云うことで島の中でお腹を出し寝て

います。先日数えてみましたら700羽くらいに増

えています。

うさぎ様様ですが、インターネットでうさぎに関

するブログが数限りなくあります。全国にこんな

にうさぎ好きな方が沢山いらっしゃるとは。その

方々は熱心に船に乗って通って、うさぎに餌をあ

げたり、触れ合いをされています。もちろん宿泊

も、兎中として年に何度もお泊り頂いています。

更にうさぎマニアの方だけでなく、最近利用が伸

びているのがコスプレマニアの方です。なぜコス

プレ好きの方が大久野島なのか、お客様にお話を

聞きました。コスプレは非日常的な自分になりき

る、これがとても良いのだと皆さん言われます。

その方々が何故に大久野島なのか。それは、非日

常的な自分になりきった自分が、毒ガス工場跡な

どが残る非日常的な空間に行く。非日常的になり

きった自分を非日常的な空間に自分を置くことで

非日常感が増幅するのだと言われます。

私はつい先日までは宿泊に関する真っ向勝負で物

事を考えていました。おそらく数年前までは大久

野島の皆も、まさかうさぎやコスプレにヒントが

あるとは思ってもいなかったでしょう。

観光と云う観点を少し柔らかくして、多様化して

いくニーズにどれだけ対応するか、どこにヒント

が転がっているか分かりません。大久野島が今後

さらに発展する大きな課題の一つだと思います。

年間48,000人～49,000人宿泊のご利用を頂いてお

ります。島内へは年間約10万人の方々にお越し頂

いております。今後これを右肩上がりで地元にも

貢献できるよう努力して参りたいと思っておりま

す。

より一層お客様に喜ばれる施設つくりをしたいと

思っておりますので、今後共大久野島を宜しくお

願い致します。本日は、有難うございました。

８月２２日 第２３９５回

納涼例会：かんぽの宿たけはら

□ソング：我等の生業

□出席者：会員25名 配偶者13名 事務局

計39名

幹事 堀越 賢二

・8月29日(木)プレ公式訪問例会の会場は一階亀

の間に変更します。活動計画書をお読み頂き当

日の準備をお願いします。

会長 木村 安伸

先週は、盆で休会でしたので2週間振りの例会と

なりました。この間、8月18日（日）に広島市で

開催された「女性ロータリアンの集い」に中川・

吉本両会員が出席されました。猛暑の中ご苦労様

でした。後日機会があればその内容についてお話

し頂きたく思います。

さて、本日は親睦委員会主催によります納涼例会

ですので思いっきり暑気払いをし、又お楽しみ頂

きたいところですが、今月は会員増強及び拡大月

間です。そこで折角のチャンスですので、創立50

周年に向けて会員募集の情報、知恵等も大いに交

換し合いながら一時を過ごそうではありませんか。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

□奉仕プロジェクト委員会 委員長 吉本きよ子

8月24日(土)安芸津町ふれあい夏まつりは雨天決

行で行われますのでご協力宜しくお願い致します。

《出席報告》

会員数３４名 出 席２８名 メイク １名

欠 席 ４名 免 除 １名 出席率８８．２４％

《出席報告》

会員数３４名 出 席２４名 メイク ３名

欠 席 ６名 免 除 １名 出席率８２．３５％




