
□ソング：我等の生業

□ゲスト：Ｇ９ガバナー補佐 森崎 正治様

（広島空港ＲＣ）

〃 幹事 三好 敏之様

（広島空港ＲＣ）

□会員誕生日 …木村、永瀧、新宅

□配偶者誕生日…藤中、三好

□結婚記念日 …久藤

□事業所創立 …朝比奈、鴨宮、井上

□特別スマイル

・Ｇ9ガバナー補佐 森崎正治様

・森崎ガバナー補佐、三好補佐幹事、お二人の御

訪問を歓迎いたします。 （夜船正昭）

・昨日、第370回たけのこ会ゴルフコンペで久しぶ

りに優勝しました。今回は広島災害支援のチャ

リティコンペとして参加費の全てが義援金とな

ります。 （荒谷隆文）

幹事 佐々木 秀明

・竹原市暴力団追放市民協議会運営委員会案内

日時 平成26年9月17日(水)14時より

・例会終了後、この場に於いてクラブアッセンブ

リーを行いますので宜しくお願い致します。

・ガバナー公式訪問フォーラムでの質問事項があ

りましたらご提出をお願いします。

会長 夜船 正昭

皆様 こんにちは。

本日は、グループ９ガバナー補佐 森崎様、補佐

幹事 三好様をお迎えしてのプレ公式訪問例会で

ございます。森崎様、三好様にはご多忙の中、竹

原ロータリークラブにお越しいただき、心より御

礼申し上げます。森崎様にはのちほど卓話をよろ

しくお願い致します。

さらに、例会終了後にはクラブアッセンブリーが

行われます。内容は、活動計画の目標と問題点で

す。その後、10月25日に行われる公式訪問フォー

ラムでの質問事項等の検討をしたいと思いますの

でよろしくお願い致します。時間の都合上、森崎

様、三好様のご紹介は、お配りのプロフィール表

をご確認いただき、割愛させていただきます。お

目通しをお願いします。

二週間後には、公式訪問がございます。公式訪問

の目的は、ロータリーの重要な問題に焦点を当て、

関心を持たせる、弱体及び問題のあるクラブに特

別の関心を払う、奉仕活動参加へのロータリアン

の意欲をかきたてる、顕著な貢献をした地区内の

ロータリアンをガバナー自ら表彰する、以上が公

式訪問の目的です。10月25日の公式訪問には全員

参加をよろしくお願い致します。

これで会長の時間を終わります。

□たけのこ会 会長 土居敏昭

9月10日(水)にたけのこ会ゴルフコンペをチャリティ

コンペとして開催し、参加費を広島市災害義援金

に送らせて頂きました。

□親睦委員会 委員長 吉本きよ子

8月21日(木)フォレストヒルズガーデンで開催した
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創立50周年について ガバナー公式訪問

【 ２０１４年９月１１日 第２４４５回例会記録 】



納涼例会の決算報告。夜船会長、佐々木幹事、大

成会員、中川会員、吉本会員よりお酒を提供いた

だきました。有難うございました。

□創立50周年実行委員会 実行委員長 本庄純夫

実行委員会委員長会議を9月19日(金)18時より大広

苑に於いて開催します。ご出席よろしくお願いし

ます。

国際ロータリー第2710地区

Ｇ9ガバナー補佐 森崎 正治様

皆さん今日は。私は今年度グループ9のガバナー補

佐をしております広島空港ロータリークラブの森

崎と申します。よろしくお願い申し上げます。

先週から私が担当するプレ公式訪問が始まりまし

た。今日の竹原ロータリークラブさんへの訪問は、

２週間後のガバナー公式訪問の準備としての訪問

であります。ＲＩテーマとガバナーの方針を皆様

に伝えるとともに、皆様の活動状況や質問事項を

ガバナーに報告し、ガバナー公式訪問の時に役立

てて頂くためであります。後程のクラブ協議会で

皆様の意見を聞くこととなりますので、よろしく

お願い致します。

先日の広島豪雨災害は、犠牲者が多数にのぼり、

いまだ避難を余儀なくされている方々もあるとい

う大災害でありました。2710地区としましても、

被災地支援の義捐金を送って頂くようお願いをし

ておりましたが、たくさんの義捐金が寄せられた

そうであります。ガバナーにかわり、お礼申し上

げます。

さて、竹原ロータリークラブにおかれましては、

今年創立50周年を迎えられるとのことで、大変喜

ばしいことと存じます。先日、50周年記念式典の

ご案内を頂きました。もちろん喜んで出席させて

頂くつもりでございます。

50年という歴史は、素晴らしく立派なことであり、

その間の様々な業績には敬意を表します。又、時々

ホームページを拝見させて頂いて、会員卓話など

で皆さんが良く勉強されて発表しておられること

に感心してまいりました。私の所属する広島空港

クラブに比べて、大先輩であるということを改め

て実感しております。

さて私たちの地区では、ガバナー補佐は各クラブ

の持ち回りで決定しております。わずか22名の広

島空港クラブは人材も豊富ではありません。ガバ

ナー補佐に相応しいと思う人がいないわけではな

いのですが、仕事が忙しくて出来ないということ

でした。それではと言うことで、比較的暇そうに

見えた私に白羽の矢が回って来ました。私も迷い

ましたが、選ばれた以上はやりましょうというこ

とで引き受けさせて頂きました。

ロータリーの役員は１年交代となっています。そ

こで役員を、駅伝のランナーに例える方がおられ

ます。前のランナーよりたすきを受け取り、次へ

とたすきを渡す様子に似ているということです。

ガバナー補佐も駅伝のランナーに例えることが出

来ます。私は、転ばないよう気を付けながら、次

のガバナー補佐さんにたすきを渡せれば良いと考

えております。しかし、私のコースは始まったば

かりで、まだまだ道のりは長いと覚悟しておりま

す。次のランナーさんは、この竹原クラブにおら

れます。私がたすきを届けるまで、今からゆっく

りと準備運動をしてお待ち願いたいと思っており

ます。

さて、先ほど会長・幹事さんと打ち合わせをさせ

て頂きました。竹原ロータリークラブさんは、最

近は会員数も35名前後を維持され、その活動も色

んな方面に渡って活発にやっておられるようであ

ります。さすが50年という伝統あるクラブさんだ

なと感心致しました。今後のご活躍を期待するも

のであります。

さて、皆さんはロータリーのRLIというのを御存知

でしょうか。これより少しRLIについて述べさせて

頂きます。

RLIは日本語で「ロータリー リーダーシップ 研

修会」と言います。これは、ロータリーのリーダー

となる人を育てていくための研修会です。今は会

長エレクトの方がたくさん受けておられますので、

会長になる前の研修会と考えておられるクラブも

あるようです。会長エレクトでなくても、将来ロー

タリーのリーダーとならんとされている方には受

けて頂きたい研修会であります。

そういう私はどうかと言いますと、実はRLIを受け

た経験もなく、どんなことをしているのかも良く

知りませんでした。時々ガバナー補佐がプレ公式

訪問でRLI方式の実演をやられましたので、そこで

多少RLI方式というのを知るぐらいでした。

その私がガバナー補佐に決まった途端に、RLIのディ

スカッション・リーダーをやれと言われるのです

から、要領がさっぱりわからず、困りました。ガ

バナー補佐の仕事だということも知りませんでし

た。しかし、何度かディスカッション・リーダー

の研修を受けると、少しはできるようになるもの

です。

しかも、12名いるガバナー補佐も、それぞれ立派

な方ではありますが、ロータリーに関する知識は

私と似たり寄ったりということもわかり、妙に安

心し、お互いに親近感も湧いてまいりました。

RLIは、１会場に13－14名の方が参加され、ディス

カッション・リーダーの質問に答えて行くという

形式をとられます。○○さん、ロータリーの職業

奉仕とはどういうことですかという質問などが飛

んできて、それに参加者が発言をしていくという



やり方であります。他クラブの参加者の発言を聞

いていると、そういう考え方・やり方もあるのか

といった風に随分と勉強になりますし、自ら発言

することに緊張感があって頭に良く入ります。

最初の頃は質問事項の予告がなかったようですが、

最近は質問事項が事前に告知されます。参加者が

予習をして参加することが出来ます。参加者は、

６つの分科会を回るので、６分野の予習が必要で

す。結構大変と思いますが、ロータリアンとして

のリーダーシップを身に付けることのできる研修

会であります。もし皆様にRLIを受けるように要請

があった時は、ぜひ進んで受けて頂きたいと思い

ます。

さてこれより、今年度のRIテーマとガバナー方針

について述べさせて頂きます。

今年度のRI会長はゲイリー・ホァンさんといわれ、

台湾の台北ロータリークラブ所属の方です。ゲイ

リー・ホァン会長の示されたRIテーマは、「LIGHT

UP ROTARY」「ロータリーに輝きを」というも

のです。ライトアップという言葉は私達にもなじ

みのある言葉で、覚えやすいRIテーマだと思いま

す。

RI会長の言われるのは、暗闇でじっとしているの

ではなく、ローソク一本に灯をともすように、ロー

タリアン一人一人が輝くことによって、ロータリー

全体を輝くようにして下さいということです。

ロータリーの輝きは、一人一人のロータリアンが

どう生き、考え、感じ行動するかに掛かっている

と言われております。

ＲＩ会長は今年度の強調事項として次の３つを掲

げておられます。

（１）ロータリーの奉仕を人びとと分かちあい、

クラブをより強力なものとし、地域社会でロータ

リーの存在感を高めることで、「ロータリーに輝

きを」もたらしていただけるようにして下さいと

いうことです。

（２）世界のロータリー会員数を130万人にすると

いう目標を達成することによって、ロータリーを

輝かせてくださいと言われております。目標を達

成するために、地元で「ロータリーデー」を開催

するなどして、会員増強に取り組んで欲しいと言

われております。

ロータリーデーとは、楽しみながら情報を学んで

もらえるようなイベントを開催し、地域の人びと

にロータリーの良さを知って頂こうというもので

す。もし自クラブだけで開催が難しいと思われる

なら他クラブと共同開催するとか、他団体の行事

（○○祭りなど）に参加してロータリーをアピー

ルすることも良いと思います。

（３）ポリオを撲滅して「ロータリーに輝きを」

もたらしましょうということを上げられています。

ポリオは、子供がかかりやすいことから日本では

「小児マヒ」ともよばれる感染症のことですが、

そのポリオの撲滅もあと少しという状況に来てお

り、ぜひ実現させましょうと述べられています。

次に、今年度のガバナー信条について述べさせて

頂きます。

第2710地区のガバナーは、福山南ロータリークラ

ブ所属の金子克也ガバナーです。お医者様です。

その金子ガバナーがガバナー信条として掲げられ

ているのが「奉仕を学び、ロータリーを楽しもう」

というものです。

そして、重点運営方針として次のように掲げてお

られます。

（１）職業奉仕の学習と実践

（２）会員増強（各クラブ純増１名以上、純増達成地区）

（３）積極的な奉仕活動

（４）学び楽しむ地区大会

（５）東日本被災地への継続支援

（６）楽しいロータリーライフ（ロータリーデーへの

参加・協力）

これら重点方針の第１番目が「職業奉仕の学習と

実践」です。ロータリーの奉仕には、五大奉仕と

いうのがありますが、その中の「職業奉仕」を中

心に学んで行こうと呼びかけられています。職業

奉仕は他の奉仕団体に見られないロータリー独特

のものであります。しかし、職業奉仕を理解する

ことは、なかなか難しいことです。

職業奉仕は、端的に言えば、「職業を通して、社

会に役立つことを実践すること」でありますが、

奉仕というものをどのように理解するかで、その

とらえ方が違って来るようであります。先日の研

修・協議会で、廣畑富雄パストガバナーの講演を

お聞きしましたが、それによりますと、職業奉仕

という言葉は元々英語でヴォケーショナル・サー

ヴィスと書かれていたものを日本語に訳す時、職

業奉仕と訳されたものらしいです。

サーヴィスと奉仕とでは意味が違っており、奉仕

は、「つかえまつる」とか「自己の利害を離れて、

目上の人や公共のためにつくす」という意味のよ

うです。奉仕と言うと、自分を犠牲にして相手の

ために何かをしてあげるととらえがちであります。

一方、サーヴィスは、人の役に立つという意味で、

必ずしも自己犠牲を伴うことではないようです。

だから、倫理観を持って適正利潤を得る職業を運

営することは、職業奉仕となるようです。もっと

言えば「四つのテスト」を守って職業を営むなら、

それは職業奉仕をしているということです。

職業奉仕には、「最も良く奉仕する者、最も良く

報われる」という言葉があります。私たちは報酬

を求めて奉仕をするわけではないし、奉仕をすれ

ば見返りがありますよとはおかしな事を言われる

なと思っておりました。

「最も良く奉仕する者、最も良く報われる」とい

うのは、相手の事を思い、相手のためになる行為

をすれは、長い目でみると、信用を増し、ビジネ

スの繁栄をもたらすことになるという意味のよう

であります。「長い目でみると」ということに注

目して聞くと、少しはわかりやすいのではないで

しょうか。



このように、職業奉仕と言っても本当の理解は簡

単ではありません。では私達はクラブで学習をど

のようにするかということであります。

理論的なことも大事ではありますが、それだけで

なく、近隣あるいはクラブ内の職業人に、職業奉

仕に関する成功例、失敗例、悩みなどの実例を発

表してもらって下さい。また、職業倫理に関する

出来事などを具体的に話してもらうといったやり

方をとって欲しいとのことであります。

具体的な失敗例とか悩みなどを聞くことは、自分

の仕事への参考となるでしょうし、仲間も同じ悩

みを持っているということで、仲間内の親近感が

増すといった効果もあるとガバナーは言っておら

れます。

重点方針の２番目が会員増強ですが、各クラブ純

増１名以上をあげておられます。今や会員数は世

界的に減少傾向が続いております。ＲＩ会長が世

界のロータリー会員数を130万人にしようと目標を

掲げておられますが、現在120万人という数字から

してなかなか大変な数字です。しかしそれは日本

においても同様です。入会者数に匹敵する退会者

が出ているのです。せめて純増１名以上というの

は、ぎりぎりの要請と考えます。

私たちのクラブのような少人数のクラブでは、会

員数はクラブ運営費が足りるかどうかの重要な要

素になっています。たとえ、運営費的に余裕があっ

たとしても、人は年を取って行くわけですから、

新入会員がいないと、会員が段々と高齢化し、や

はり活力を失って行きます。従って、会員数の増

減は、クラブの活力が保てるかどうかに大きく影

響を及ぼします。

先日、全国空港ロータリークラブのお仲間で、解

散されたクラブがありました。最後は私どものク

ラブと同じ20人ぐらいのクラブとなっていました

が、かつては会員も多く活動も活発であったよう

です。それが会員の減少と高齢化で活力が衰え、

退会希望者が多くなったということで解散を選ば

れたようです。私たちも他人事とは思えず、会員

増強の必要を痛感したのであります。

ガバナーは、ガバナー信条のなかで、「ロータリー

を楽しもう」ということも強調されておられます。

私も皆さんもロータリーが楽しいからこうやって

ロータリーを続けております。楽しくない勉強に

もならないと思いだすとクラブ例会への出席が自

然と遠くなります。しかし、楽しいかどうかは、

個人の感じ方によって違ってまいります。皆が楽

しいと思うクラブ作りを目指すのはなかなか大変

であります。

会員の親睦を図るべく夜の例会を増やすとか同好

会を作るとか、あるいはその他クラブ独自のやり

方で工夫して行かねばなりません。そして、何よ

り会員一人一人が「ロータリーを楽しもう」と思っ

て活動して頂きたいものであります。

最後に、今後の日程を少し述べさせて頂きます。

来月の17,18,19日には2710地区の地区大会が福山

にて予定されております。また、来年3月14日には

グループ9のIMも広島空港そばのフォレストヒルズ

ガーデンにて予定しております。どちらも多数の

ご参加をお願い致します。

私の卓話を長時間に渡りご清聴頂き有難うござい

ました。この後、皆様よりガバナーに対する色々

なご意見・ご質問を承るようになっておりますの

でよろしくお願い致します。本日はどうも有難う

ございました。

例会終了後、クラブアッセンブリーを開催しまし

た。

□日 時 平成26年9月11日(木)

□議 題

①10月2日(木)外部卓話の件 承認

ゲスト 竹原警察署署長 浅海 稔様

職場例会

日 時 平成２６年１０月９日（木）

場 所 広島空港

行 程 １１時 大広苑 集合・出発

（バスで現地へ向かいます）

※管制塔前バス到着後、一旦下車し、持ち物検査があり

ますのでご協力ください。

①１１：４０～滑走路見学（制限区域内場見学）

②１２：００～高台広場にて航空機着陸見学

（ＡＮＮ677便 12:05着）

③１２：３０～１３：００ 例会・食事

④１３：１０～１３：５０ 県防災航空センター見学

第７回ぶちぇぇ竹原まつりにおいて、

『ポリオ撲滅募金活動・バザー』を行います。

沢山のバザー品のご提供をお願いします!!

開催日 10月26日(日)バンブー公園

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名３０名 ４名 ０名 ３名 89.19％


