
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的：夜船会長エレクト

□会員誕生日 ･･･木村

□配偶者誕生日･･･藤中、三好

□結婚記念日 ･･･久藤

□事業所創立 ･･･川本、中川、鴨宮、朝比奈

・先週名札を大事に持って帰りました。

（市川重雄）

幹事 堀越 賢二

・竹原市暴力団追放市民協議会運営委員会案内

日時 9月17日(火)

場所 竹原市役所

・例会終了後、定例理事会を開催します。

会長 木村 安伸

暦は９月に替わりましたが、８月に引き続きまし

て会員増強および拡大に会員全員の更なる努力を

お願い申し上げます。

昨日は、台風１７号の接近に伴う激しい大雨によ

り当地でもインフラがかなりの影響を受けました。

このところの雨続きで会員皆さんの業務にも支障

が生じていると思いますが、早くすっきりとした

秋空を望みたいものです。

去る８月２５日（日）広島で地区指導者育成セミ

ナーが開催され、私と大成会員組織委員長それに

藤中ロータリー財団・米山奨学会委員長の３名が

参加しました。大成・藤中両委員長には、後ほど

セミナーの報告をして頂きますが、私が出席した

会員増強部門で４クラブによる会員増強活動につ

いての意見発表が行なわれ、広島城北RCからパス

ト会長（１１名）全員が増強委員となり、効果を
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本日のプログラム ９月１２日 次週のプログラム ９月１９日（18:30～）

ガ バ ナ ー 公 式 訪 問
外 部 卓 話

タネット アナウンサー 岡田貴恵 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９月５日 第２３９７回例会記録】

2013-14年度 ガバナー公式訪問

国際ロータリー第2710地区ガバナー 沖田 哲義 様（下関ＲＣ）

随行幹事 櫛田 宏治 様（下関ＲＣ）

Ｇ９ガバナー補佐 元廣 清志 様（尾道東ＲＣ）

ガバナー補佐幹事 小林 暢善 様（尾道東ＲＣ）

スケジュール 会長幹事会 11:30～12:00 例 会 12:30～13:30

集合写真撮影13:30～ フォーラム 13:40～15:10



上げている例を発表されました。これは、当クラ

ブにも参考になるものと思います。

さて、今月は「新世代のための月間」です。これ

は、年齢３０歳までの若い人の育成を支援する全

てのロータリー活動に焦点を当てるために指定さ

れたものであります。RIの常設プログラム７つの

うち、４つが青少年奉仕プログラムですが、当ク

ラブに関わるものとしては、「ロータリー青少年

指導者養成プログラム」（RYLA）があります。

これは、イベント、合宿、セミナー、ワークショッ

プなどを通じて、青少年や若者が、社会的責任お

よび世界市民としての自覚を養い、リーダーシッ

プを身に付けることのプログラムです。本年は、

１１月２３日（土）～２４日(日)下関市で開催さ

れますが、中川会員のご協力によりまして的場会

の増野寛行様に参加して頂きます。

なお、本年4月に行なわれたRIの規定審議会に於

いて、名称が「新世代」から「青少年」へと戻っ

ていますが、当クラブは、「新世代奉仕委員会」

のままで本年は続けて行きます。

次週の例会は、ガバナー公式訪問です。例会およ

びフォーラム共に是非とも会員全員のご出席をお

願い申し上げます。

９月記念日を代表して三好会員よりお礼の言葉が

述べられました。

会長 木村 安伸

先程会長の時間が終わっ

たばかりですが、私が今

月の誕生月会員卓話を担

当します。

そこで今回は皆様お馴染

みの雑誌『PHP』に今か

ら19年前の平成6年12月号に掲載された“経営トッ

プが語る”と題する私の談話を読ませて頂きます

ので、ご諒承願います。

また、回覧中の「会社創立25周年記念写真集」に

も目を通してみて下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安全で確実な仕事を

共和マリン・サービス株式会社

常務取締役 木村 安伸

当社は、タグボートによる石油基地での大型船の

入出港や着離桟などの援助作業を主な業務として

おります。

当社は今年で２５年目を迎えますが、これまでに

はいろいろな苦労がありました。

しかし、それらを社員と共に一つずつ乗り越えて

きたことで社員が一丸となり、今日の当社がある

のだと思います。海上の狭い船内での作業はチー

ムワークが何より大切ですので、私はこうして育

まれてきた社内の「和」を特に大切に考えていま

す。また、その反面、それに甘えることなく、常

に新たな意欲を持って仕事に取り組んで欲しいと

願っています。

そして、小さなタグボートであっても、大きな船

舶を援助しているという緊張感と使命感を常に持っ

て仕事に取り組むよう指導しています。また、石

油という貴重な資源であり危険物を取り扱うなか

で、ちょっとしたミスでも大きな事故につながる

恐れがありますので、安全面には細心の注意を払っ

ています。

沖縄は古来海と深い関わりを持ってきましたが、

当社でも直接海に関わる仕事に従事できるという

ことは、社員の大きな喜びに繋がっています。今

後は沖縄経済の発展のために更に幅広い活動を行

ないたいと考え、３年前から、県内の各離島を結

ぶ曳船・曳航関係の仕事を手掛け、この分野でも

順調に業績を伸ばしています。

これからも海上業務、海と陸の接点において、持

てる能力を充分に発揮しながら、県内におけるマ

リンサービスの第一人者を目指し、安全で確実な

仕事をしていきたいと考えています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上私の若かりし頃の思い出です。ご静聴どうも

有難うございました。

会員組織委員会

委員長 大成 義彦

８月２５日(日)地区指

導者セミナーへ出席し

て参りました。

会員増強部門は「会員

増強とクラブの活性化 」

という演題で、ロータリーコーディネーター ゾー

ン３、第２６６０地区 パストガバナー井上暎夫

氏による講演がありました。講演の内容を簡単に

ご紹介いたします。

世界のロータリアンのデータを分析し、会員の増

加傾向、減少傾向、２７１０地区の分析などが発

表されました。世界のロータリーには、会員が増

加している国、減少している国があります。増加

しているのはインド、ブラジル、ドイツ、韓国で

す。逆に減少している国は、アメリカ、オースト

ラリア、日本、イタリア、フランス、イギリスと

続いています。



入会率というのがあるそうなのですが、入会率の

１位は第２７３０地区で１１．６％、第２７１０

地区は１１地区中の４番目だそうです。退会率は、

小の１位は第２６８０地区で５．６％、第２７

１０地区は１１地区中７位だそうです。

次に増強に妙案はあるのかと云う説明がされまし

たが、地区内クラブで効果があったプログラムに

評価点をつけて分析したが、結果的には有効なプ

ログラムはみつけられなかったそうです。

その中で効果があったとされた主なものは、会員

増強をクラブ全員で取り組む、元会員へのアプロー

チ、情報交換、勧誘のためのチーム行動、パンフ

レットなど資料の作成、死亡、高齢による退会者

の子へのアプローチなどがあります。日本のロー

タリーの弱点は高齢化で、韓国と比べ１０歳高い

そうです。２００２年にＲＩが日本で実施したア

ンケートでの退会理由は、健康上の理由、退職、

出席困難と、正式なデータで出ています。

ある地区で、クラブ会長に退会原因について行っ

たアンケートによりますと、ロータリーに入って

いる意味が見出だせない、ロータリーで費やすお

金、時間に見合うものが無い、クラブに活気、魅

力がなく楽しさを見つけにくい、例会のマンネリ

化、世代間の考えの違い、と代表的な理由を述べ

ておられました。

クラブの活性化、これを阻害する要因は、会員数

の減少、ロータリー精神の希薄化、さらにクラブ

活動のマンネリ化、組織力の弱体化が要因として

挙げられています。大事なのは、ロータリー精神

の希薄化については変えてはならないことの中で、

超我の奉仕、奉仕の理念、ロータリーの特色たる

職業奉仕･･と諸々あります。

今回の講演はデータ分析の結果ですので、興味の

ある方には資料をお渡しします。

時間の都合上、これで報告を終ります。

□日 時 平成25年9月5日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①吉名ふれあいスポーツ大会後援の件 承認

日時 平成25年9月29日(日)

場所 吉名小学校

後援 30,000円

②第6回ぶちぇぇ竹原まつり出店の件 承認

日時 平成25年10月27日(日)

場所 バンブージョイハイランド

費用 6,000円/区画

③デートＤＶ予防啓発講演会計画推進の件 承認

④竹原商工会議所60周年記念式典の件 承認

日時 平成25年10月5日(土)

場所 たけはら文化創造ホール/ホテル賀茂川荘

御祝 10,000円 久藤副会長出席

⑤例会会場の件 一階 亀の間 承認

⑥国際交流協会会費の件 5,000円 承認

⑦原田会員出席免除の件 8/23～11/30 承認

⑧安芸津敬老会の件 承認

日時 平成25年9月16日(月）

場所 安芸津中学校屋内運動場

御祝 30,000円

⑨納涼例会決算の件 承認

⑩9月19日夜間例会プログラムの件 承認

卓話 タネット アナウンサー 岡田貴恵様

⑪職業奉仕アンケート実施の件 承認

⑫頼山陽顕彰神事の件 会長出席 承認

⑬竹原ライオンズクラブ創立55周年の件 承認

日時 平成25年11月23日(土)

場所 大広苑

御祝 30,000円

《出席報告》

会員数３４名 出 席２６名 メイク ２名

欠 席 ４名 免 除 ２名 出席率８８．２４％


