
□ソング：奉仕の理想

□ゲスト：Ｇ９ガバナー補佐 元廣 清志 様

補佐幹事 宇根本 茂 様

□会員誕生日 木村 安伸

新宅 透典

□配偶者誕生日 藤中 保

三好 静子

□結婚記念日 久藤 孝仁

□事業所創立 川本 照夫

中川 康子

朝比奈勝也

鴨宮 弘宜

□特別スマイル

・元廣清志ガバナー補佐様

・元廣ガバナー補佐様、宇根本ガバナー補佐幹事

様、ようこそ当クラブにお越し頂き有難うござ

います。本日はどうか宜しくお願い申し上げま

す。 （木村安伸）

・安芸津ふれあい夏祭り、猛暑が一変して大雨で、

皆様大変お疲れ様でした。有難うございます。

（吉本きよ子）

・元廣ガバナー補佐を歓迎致します。（本庄純夫）

・納涼例会には多数のご出席有難うございました。

（中川康子）

・ロータリーソングの曲名を間違えました。よく

ある事とお許しください。 （市川重雄）

幹事 堀越 賢二

・例会後、13:40～14:15までクラブアッセンブリー

を行います。御出席を宜しくお願い致します。

会長 木村 安伸

皆様今日は。先日の恵みの雨以来漸く多少凌ぎや

すくなりました。

本日は、プレ公式訪問の例会日でございます。第

9グループの元廣ガバナー補佐様、宇根本ガバナー

補佐幹事様ようこそ当竹原ロータリークラブにお

越し戴きまして誠に有難うございます。心より厚

く御礼申し上げます。この後の予定としては、元

廣ガバナー補佐にスクリーンを使用しての卓話を

30分間頂戴し、例会終了後13時40分から35分間ク
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本日のプログラム ９月５日 次週のプログラム ９月１２日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

ガバナー公式訪問
ガバナー 沖田 哲義 様

随行幹事 櫛田 宏治 様

Ｇ９ガバナー補佐 元廣 清志 様
ガバナー補佐幹事 小林 暢善 様

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２９日 第２３９６回例会記録】



ラブアッセンブリー（クラブ協議会）を開催し

ますので、本日ご出席の会員は引き続きご参加

下さい。その中では、各委員長より本年度の活

動計画を説明し、特に課題や問題点が出て来れ

ば、9月12日（木）のガバナー公式訪問時フォー

ラムの議題の参考にされますので、率直に忌憚

の無い意見を交わさせて戴きたいと思います。

当クラブは、現在喫緊の課題として会員増強の

必要性に迫られています。更に、次年度はクラブ

創立50周年の大きな節目にも直面していて、これ

らに速やかに対応しなければなりません。折角の

機会ですので、元廣ガバナー補佐のお知恵も拝借

致したく存じます。どうぞ宜しくお願い申し上げ

ます。

去る8月22日（木）に開催された「納涼例会」は、

明るい雰囲気の中で和気藹々に楽しく過ごさせて

戴きました。中川親睦活動委員長他委員の皆様に

感謝申し上げます。また、24日（土）開催された

「安芸津ふれあい夏まつり」には13名の会員に手

伝って戴き、有難うございました。当日は、生憎

の雨で会場が屋内に変更となり、また、当クラブ

初の試みであった「子育て支援ブース」は、見物

客に十分認識されていなかったので、期待通りに

は行きませんでした。但し、これは今後も続ける

ことにより子育て中の母親にブースの存在が浸透

するものと思料します。

□親睦活動委員会 委員長 中川 康子

8月22日(木)かんぽの宿竹原で開催した納涼例会

に39名の出席を頂き、有意義な楽しい例会となり

ました。有難うございました。

8月18日(日)女性ロータリアンの集いに出席して

参りました。また後日ご報告申し上げます。

□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祭りに初めての

試みで子育て支援ブースを設置致しました。ご参

加頂き有難うございました。

□新世代奉仕委員会 委員長 福本 博之

8月24日(土)安芸津町ふれあい夏祭りに総勢13名

参加して参りました。生憎の雨で当初予定してい

た会場が変更になったりしましたが、滞りなく進

めることが出来た思います。ブースでは、授乳や

おむつ交換台を用意すると共に、ロータリーの活

動を紹介するためのポスターを掲示しました。ま

た4つのテストが書かれたティッシュをご来場さ

れた方々に配りました。広報的な活動も出来たと

思います。生憎の雨で利用はあまり芳しくなかっ

たのですが、今回の反省を踏まえ次年度へ繋げて

いきたいと思います。

Ｇ９ガバナー補佐 元廣 清志 様

（尾道東ＲＣ）

皆さんこんにちは。

2013－14年度ガバナー

補佐をご指名頂きまし

た元廣でございます。

先ほどは歓迎のお言葉

を頂き大変恐縮致して

おります。

9グループではガバナー補佐が持ち回りというこ

とで今年度は尾道東クラブということであります。

私は、2010ー11年度の会長をしたのですが一年経っ

た頃、ガバナー補佐のお話がありました。十分役

割が果たせるか大変心配をしていますが、このよ

うに皆様方にお会いする機会を頂きました。

エレクトの時代からガバナー補佐について勉強さ

せて頂きましたが、ロータリー年数は経っていま

しても十分にロータリーについて呑み込みが出来

ていない状態での公式訪問のスタートとなってい

ます。各クラブのそれぞれ歩んでこられた歴史、

伝統、文化を、公式訪問で勉強させて頂きたいと

思っております。

竹原ＲＣは50周年を迎えられると云うことですが、

1964年(昭和39年)に三原をスポンサークラブとし

て創立されていますが、三原ＲＣは尾道ＲＣがス

ポンサーをしています。尾道東ＲＣも尾道ＲＣが

スポンサーです。広いエリアにわたって繫がって

いるのだと改めて感じております。

それぞれのクラブにおいて、それぞれの地域の文

化の中でクラブが少しずつ違う形で活動されてい

ると云うことで、大変訪問させて頂くのを楽しみ

に致しているところです。

ＩＭは2月1日西山別館で行う予定です。皆様方に

は沢山のご出席を宜しくお願い致します。

また10月の地区大会には多くのご参加を宜しくお

願い致します。

今年度は木村会長さんを中心に、前向きに取り組

まれている姿勢に大変嬉しく思った次第です。

本日はプレ公式訪問ということで私の考え方とい

うよりはＲＩ、ガバナーの方針などを時間が許す

限りお伝えしたいと思います。



今年度ＲＩ会長ロン D. バートン氏(米国オクラ

ホマ州ノーマンRC)は「ENGAGE ROTARY CHANGE LI

VES」と云うテーマを掲げられています。「ロー

タリーを実践し みんなに豊かな人生を」という

日本語訳になります。

沖田哲義ガバナーの信条は、

奉仕活動を見直そう、「新しい奉仕活動への挑戦」

運営の重点方針は、

①RIの奉仕活動とR財団の補助金活動（以下、両

活動を総称して「ロータリー活動」という。）の

一元化

ア.意識面と組織面

イ.従前のロータリー活動の分析と評価

ウ.望ましいロータリー活動の研究と提言

②未来の夢計画の確実な実行

③会員増強（併せて「SAKUJI作戦」の遂行）

④各クラブ及び地区の情報のデータベース化の研

究とソーシャルメディアの活用

⑤地区大会を具体的なロータリー活動の研究発表

の場とすること

⑥職業奉仕の研究の深化と啓蒙活動

RI会長の強調事項（会長賞）は、

①会員増強の推進

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

例会終了後、元廣Ｇ９ガバナー補佐様、宇根本補

佐幹事様、会員25名出席し、クラブアッセンブリー

を開催。各委員会委員長、小委員長より活動計画

について報告が行われました。

《出席報告》

会員数３４名 出 席３０名 メイク ０名

欠 席 ２名 免 除 ２名 出席率９４．１２％


