
□ソング：我等の生業

会員誕生日 原田 一平 夜船 正昭

配偶者誕生日 金澤 節生

結婚記念日 佐渡 文武 市川 重雄

下山 生修 堀越 賢二

三好 静子

事業所創立 大森 寛 市川 重雄

□特別スマイル

・孫の圭甫が、司法試験に合格しました。 高の

喜びです。 （金澤節生）

・９月２０日副住職に第二子が誕生しました。男

の子でした。元気で育ってと念じております。

（菅 義尚）

幹事 堀越 賢二

・平成２５年度共同募金（街頭募金）運動への実

施に係る協力お願い 竹原市共同募金委員会

・９月末でクールビズの期間を終了します。

・１０月６日の地区大会の出欠・バス利用につい

て変更がある方は速やかにお知らせ願います。

会長 木村 安伸

昨夜、広島カープがナゴヤドームで中日を下し、

球団初のクライマックスシリーズ（CS）進出を決

めました。Aクラス入りも16日ぶりで、皆さんと

ともに喜びを分かち合いましょう。

開催が夜間となった先週の第三例会は、ゲストに

迎えた岡田アナウンサーによるタネットの自主制

作番組の紹介や彼女のオリジナル曲の歌や全員で

合唱した童謡を交えた卓話で和やかに且つ十分楽

しめることができ有意義であったと思います。

また、タネットで近く放映される例会の様子が新

会員勧誘の一助になることを期待します。

「ロータリーの友」９月号にロンD・バートンRI

会長が新世代を今年度の会長の 優先事項の一つ

に挙げていることを問う記事があります。その中

に“クラブ内での世代間格差にはどのように取り

組みますか？”との質問に対し 会長は、『それ

ぞれが自己評価をする必要があります。私はしば

しば演台から問いかけます。「今の皆さんのクラ

ブにもう一度入会したいですか？ 目を凝らして

見てみましょう。魅力的でしょうか。もし皆さん

が22歳だったら、あるいは、42歳、72歳だったら、

居場所があるでしょうか？」と。私たちはもっと

懐を深くする必要があります。私たちは若い会員

に横柄な態度を取ることはありません。彼らは自

らの努力において資格があり、可能性に満ちてい

ます。私たち自身の心をつかんだロータリーの理

念を彼らに植え付けるのは、私たち次第なのです。』

と答えています。

我々ロータリアンは、ロータリーの標語「超我の

奉仕」と高潔さを大切にしながら地域や世界のた

めに日々奉仕を続けましょう。

□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

例会の決算について報告します。

１０月１７日（木)１８時３０分より黒浜に於い

て月見例会を開催します。
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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２６日 第２４００回例会記録】



登録料は会員５，０００円、配偶者３，０００円

です。ご参加お願いします。

□創立５０周年祝宴委員会 委員長 吉本きよ子

例会後、５０周年式典・祝宴合同委員会を開催し

ます。

□社会奉仕委員会 委員長 朝比奈勝也

１０月２７日（日）ぶちええ竹原にポリオ募金と

バザーの出展を行います。バザー品を会員の皆様

にご提供頂きたいと思いますのでご協力お願いし

ます。

□５０周年実行委員会 委員長 本庄 純夫

１０月３日（木）１８時３０分よりクラブ事務所

に於いて５０周年実行委員会委員長会議を開催し

ます。

ロータリー財団米山委員長 藤中 保

８月２５日（日)2013－14年

度ＲＩ2710地区の指導者育成

セミナーが開催され参加して

参りました。ロータリー財団

部門について報告します。

今年から財団の未来の夢計画

が発足しました。実際に90数

年前アーチ・クランフが言いました、資金を蓄積

して何か世の中の為に良いことをしようではない

か、と云う基本的理念は変わっていません。

要するに社会は100年経ちますと随分変わってき

ました。その激変する社会の中のロータリーの存

在が変わり、ロータリーが一方的に良かれと思う

ことが社会に受け入れられないということで、現

在のミスマッチの是正の為に模索の結果、作成さ

れたのが未来の夢計画です。従来ともすれば世界

の平和を念頭においた教育関係に力点を置いた留

学生の支援や教育関係への活動が中心的になって

きましたが、今は貧困の救済や病気の支援などが

中心になっています。ロータリーの動き方が変わっ

てきたわけであります。それをどのように支援し

実際に効率的に運用するのか。しかも基本的には

何か良いことをしようと云う純粋なロータリーの

財団の基本理念は変わっていないわけです。世の

中が変わったので、ニーズが変化したからニーズ

に応えられる運動に切り替えるというのが今度の

夢計画の基本理念だと思います。

2012年にかけて未来の夢計画に向けてどのように

動いたかを解説がありました。財団の寄附状況は、

年次基金は昨年度の実績で2710地区は一人あたり

125.84＄で全国３４地区中１９番目です。 高は

2770地区219.66ドル、日本国内平均は137.39ドル

です。世界の平均は96.49＄。ポールハリスフェ

ロー90名、マルチプルポールハリスフェロー183

名、ベネファクター40名、大口寄付者レベルアッ

プ2名。地区補助金は７４クラブ中、２１クラブ3

00万円の事業を実施、マッチンググラントは、ラ

パス（ボリビア）で水頭症のバルブを貧困な子供

たちに提供する。震災後、PTSD の子供たちの支

援、の２件です。2013-14 年度の地区目標はポリ

オ・プラスへの支援５＄／人以上、年次基金寄付

150＄／人 以上、恒久基金寄付ベネファクター１

人以上、ロータリーカードの協力。

積極的な取組み、ニーズがあれば協議をして委員

会と連携をとりながら、地区補助金の活用に取り

組みたいと思います。地域のニーズを発掘して地

区資金の活用に取り組めるか、皆で財団の考え方

を十分理解をして、皆で協議して可能性を探求し

ましょう。

新世代奉仕委員会

委員長 福本 博之

今月は新世代奉仕月間とい

うことで、委員長の私が何

か話せということになりま

した。ロータリークラブの

例会ですので、今回は「職

業奉仕」の視点で私の会社が日々取り組んでいる

地域貢献活動について紹介させて頂こうと思いま

す。

私の会社、竹原葬祭では、日ごろお世話になって

いる方々への恩返しの想いで、社を上げて、個人

的にも積極的に地域貢献・奉仕活動に力を入れて

います。

葬祭業という業種の中で、重要な要素の一つとし

て「常に臨戦態勢」「どんな内容の依頼が来ても

迅速に対応できる状態を保つ」ということがあり

ます。そのために、テント、照明、マイクロバス

などなど、数多くの備品があるのですが、使わず

に眠っている時間の方が圧倒的に長いです。たま

には使わないとメンテナンス上も良くありません

ので、要望があれば無償で貸し出しています。

近すっかり過ごしやすくなってきましたが、こ

んな時期はご近所の行楽用などにバスの貸し出し

が増えます。

看板印刷用の大きなプリンターもありますので、

フルカラーでポスターや横断幕を作ることもでき

ます。先日の安芸津の「ふれあい夏まつり」のポ

スターも当社のプリンターで出力しました。

石川真帆ちゃんの応援用の横断幕も、彼女が初め

てのど自慢に出た高１の時から制作させていただ

いていました。皆さんも、必要なときはご遠慮な

くご利用ください。

また、当社は社名に「祭」とついていますので、

お祭りも本業の一つと考えて取り組むようにして

おり、竹原中のお祭りに積極的に協賛やお供えを

させて頂いています。

直近では、先日の住吉まつりでうちわ抽選会やビ

ンゴゲームに景品を無償提供しました。 近は会

社の人的体制も整ってきましたので、お祭りの間

は弟を祭専属で派遣できるようにもなりました。

10月に開かれる憧憬の路には、ロウソクが支給さ



れない地域に再生蝋燭を提供しています。時間が

あるときに、葬儀で大量に余った使用済みロウソ

クを溶かして型に入れ、芯を入れて作成していま

す。正直買った方が早いのですが、エコの意識で

作っています。

次に、期せずして前回の例会で当社のCMを流して

いただきましたので、その件についてもお話しさ

せていただきます。ちなみに、別にタネットにCM

を流すように依頼したわけではありません！

私が前の会社で10年間マーケティング系の仕事を

していた関係で、CMやWebサイトを作ったり、広

告を打ったりという事についてはある程度のノウ

ハウはありました。

竹原葬祭でもCMを流したいと思っていたところ、

竹原だけをターゲットにCMを流せるタネットが開

局されましたので、2年ほど前にCM制作を思い立

ちました。

東京の映像制作会社も知っているところはたくさ

んあるのでそういうところに依頼しても良かった

のですが、それでは芸がありません。できれば地

元竹原で作りたいという思いがありました。タネッ

トの番組を見ていて、これなら何とかなるかなー

と判断し、思い切って制作をお願いしました。

当時、タネットの制作実績はお店の簡単な紹介番

組程度で、ふつうのCMの制作経験はありませんで

した。だいぶ不安はありましたが、せっかくでき

た地元のCATV局ですので、次につながる実績を作

らせてあげたいという思いが強くありました。

地元のCATV局がCMも作れれば、他の地元企業のマー

ケティング活動の助けにもなるとも考えました。

またどうせタネットで制作するのであれば、全部

竹原で作ろうとも思いました。いろいろ検討した

結果、ナレーションは忠海の得能さんという方に

お願いし、テーマ曲は皆さんもよくご存じの当時

竹高3年生だった石川真帆ちゃんに決定しました。

楽曲の使用に関しては、使用許諾契約を結ばない

といけなかったですが、今も真帆ちゃんが所属し

ているのは事務所ではなく、普通の歌の先生でし

たので契約書のフォーマットなど持っていません

でした。そこで前の会社のつてを使って契約書も

自社で用意しました。契約の中には使用範囲や期

間、使用方法などなど様々な内容が含まれます。

企業のイメージソングですので、アーティストと

して節度ある行動も求められます。この契約書を

真帆ちゃんにも見せることで、音楽で生計を立て

るとはこういうことだということの一端を教えら

れたかなーと思います。歌の先生も、以降は楽曲

の使用許諾契約をやりやすくなったと思います。

そうして出来上がったのが先日見て頂いたCMです。

テーマは「人と人とのつながり」です。おかげさ

までご好評をいただいています。

いま「人と人とのつながり」がテーマと言いまし

たが、このテーマにしたのも訳があります。

近、人と人とのつながりをダメにするような風

潮があります。マスコミでの家族葬に関する報道

などを鵜呑みにして、安易に家族葬にしたいとい

う方がいらっしゃいます。

確かに家族葬しか選択肢がないようなあまり身寄

りのない人もいらっしゃいます。ただ、その一方

で、故人さんのこれまで築きあげてきた人間関係

を無視して、家族だけの判断で家族だけで送られ

るケースがあります。「何で教えてくれなかった

んだ」などと後でトラブルになることもよくあり

ます。

人は、1人では生きられません。人と人とのつな

がりがあって生きられていますので、故人さまの

今まで築きあげてきた関係を台無しにするような

風潮は何とかしないといけないと思います。

当社も、家族葬希望の方にはそのメリット・デメ

リットを十二分にお伝えするようにしています。

「人と人とのつながりをよりよくする」。それが

この仕事の一番の職業奉仕と思って日々取り組ん

でいます。それがひいては今生きている私たちの

生活をより良きものにしていくものだと考えてい

ます。

ご清聴ありがとうございます。

日時 平成２５年９月２６日（木）

議題 月見例会の件 承認

日 時 平成２５年１０月１７日（木）

１８：３０

場 所 黒浜

登録料 会 員 ５，０００円

配偶者 ３，０００円

《出席報告》

会員数３４名 出 席２５名 メイク ２名

欠 席 ５名 免 除 ２名 出席率８２．８６％


