
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ゲスト：国際ロータリー第2710地区

ガバナー 金子克也様（福山南ＲＣ）

随行幹事 菅本栄介様（福山南ＲＣ)

Ｇ9ガバナー補佐 森崎正治様（広島空港ＲＣ）

ガバナー補佐幹事 三好敏之様（広島空港ＲＣ）

□会員誕生日 原田 一平 夜船 正昭

□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

□配偶者誕生日 金澤 節生

□事業所創立 大森 寛 市川 重雄

□特別スマイル

・ガバナー 金子克也様

・Ｇ9ガバナー補佐 森崎 正治様

・ガバナー公式訪問心より歓迎いたします。

（夜船正昭）

夜船正昭会長がポール・

ハリス・フェロー賞を受

けられ、ガバナーより贈

呈して頂きました。

第6期RLIー2710を終えた久藤孝仁会員へ修了証を

ガバナーより授与して頂きました。

幹事 佐々木 秀明

・ロータリーレート10月より１＄106円

・安芸津町敬老会よりお礼状

・本日のスケジュール：例会後、集合写真の撮影

13:40～15:10フォーラム

会長 夜船 正昭

皆様こんにちは。

ぐずついた天気も今朝は金子ガバナーを歓迎する

かのように素晴らしい天気になりました。

さて、本日は公式訪問例会です。ＲＩ2710地区ガ

バナー金子克也様、Ｇ9ガバナー補佐森崎正治様、

ガバナー随行幹事菅本栄介様、ガバナー補佐幹事

三好敏之様にはご訪問頂きましてありがとうござ

います。

金子ガバナーにおかれましては遠路お出かけ頂き

まして有難うございます。クラブを代表して御礼

と感謝申し上げます。先ほど会長幹事の懇談会に

おきましては、懇切丁寧なご指導を頂きました。

この後のクラブフォーラムでのご指導を下しくお

願い致します。それではプロフィールをご紹介さ

せて頂きます。ガバナー金子克也様は、福山南Ｒ

Ｃ所属、1940年12月3日生まれ、職業分類は外科医

です。ロータリー歴は、1999年11月4日福山南ＲＣ

入会、 2008～09年度会長、マルチプル・ポール・

ハリス・フェロー (1回)、ベネファクター(1回)、

米山功労賞 (4回)です。ガバナー随行幹事菅本様

は、福山南ＲＣ所属、1941年2月22日生まれ、職業

分類は非鉄金属です。ロータリー歴は1984年5月10

日福山南ＲＣ入会、2002年～03年度会長、マルチ

プル・ポールハリス・フェロー（2）、ポール・ハ

リス・フェロー、ベネファクター、第４回米山功

労者（マルチプル）です。ガバナー補佐森崎様、
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補佐幹事三好様につきましては先々週御紹介申し

上げましたので失礼とは存じますが割愛させて頂

きます。森崎ガバナー補佐におかれましては、プ

レ公式訪問でご指導いただきましたが本日もよろ

しくお願い致します。会員の皆様におかれまして

は例会後のクラブフォーラムでガバナーからご指

導いただきまして、今後のクラブ活動の活性化に

役立てて頂きたいと思います。これで会長の時間

を終わります。

国際ロータリー第2710地区

ガバナー 金子 克也 様

皆様こんにちは。私は2014-15年度地区ガバナー金

子克也でございます所属は福山南ＲＣです。

本日は竹原クラブの皆様に温かくお迎え頂き有難

うございます。私はこの一年、本業をロータリー

業に変えロータリーへ邁進したいと思います。一

年間ご指導ご支援をよろしくお願い致します。

先ず冒頭に申し上げなければならないのは7月20日

の未明に起きた土砂災害の事であります。非常に

大きな被害があり犠牲者もたくさんありました。

7月20日の午後には外部からたくさんの電話やメー

ル、義援金の申し込みもありました。防災対策委

員会を立ち上げこれに対応しています。貴クラブ

からもたくさんの義援金を有難うございました。

明日、義援金の一部を広島市長さんへお渡しする

予定です。残りましたお金は、広島の担当地区の

ロータリークラブを通じてお金や物品などで被災

者へお届けしたいと思います。

今回は不幸にして我々が被災者の立場に立ち、直

接お金を集め、それを分配するということになり

ました。途中で行方が分からなくなるということ

はありません。詳細は皆様に後程ご報告します。

引き続きご協力をお願い致します。

貴クラブは1964年12月3日創立以来、分区大理、ガ

バナー補佐を6人も輩出され、地区運営に大いに貢

献されている伝統あるクラブです。今年は50周年

ということで非常にお忙しいと思います。

私は、職業奉仕を最重点項目に掲げております。

職業奉仕というものを完全にマスターして、自分

の事業所で実行し、個客の満足を得て、自分の事

業が栄えるように続けて欲しいと思います。社会

奉仕や青少年奉仕にも熱心な活動を有難うござい

ます。地区補助金に関しては、残念ながら補助金

をゲットすることに至らなかったようですが、決

して財団の資金を利用する事は難しいことではあ

りません。是非、必ず三年体制を作り上げて実行

を達成してください。その年になって初めてプロ

グラムやニーズを見つけて、計画することでは泥

縄です。できるだけ三年後を考えて、三年前から

体制を組むことをお願いします。財団委員は必ず

手助けします。

次に、クラブの強化を考えた場合に何が大切かと

いうと、良質会員を増やすこと、友好な奉仕活動

の実施、役に立ち、楽しくて為になるクラブ運営

が大切だと思います。先ず一番最初にやるべきこ

とは、良質な会員をゲットし続けることです。こ

の地道な活動で少しでも人数が増えれば上昇の気

分になれると思います。

その次に大切なのはクラブとして一貫した目標を

掲げることです。同じ方向に全員の力を向けると

いうことです。何かに集中して同じ方向へ向くこ

とで全体の意欲が増すのではないかと思います。

ガバナー訪問の際に行わなければならないことは、

ＲＩ会長のテーマや強調事項の伝達です。

ＲＩテーマは、『LIGHT UP ROTARY』日本語訳は

「ロータリーに輝きを」そして、強調事項は、①

クラブの強化とロータリーの認知度向上②会員数1

30万人の達成③ポリオの撲滅です。それを受けて、

私はガバナー信条を ｢奉仕(Service)を学び、ロー

タリーを楽しもう｣としました。

重点方針は、① 職業奉仕の学習と実践（真のロー

タリアンの育成）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（国際奉仕の時間を作る）⑤東日本

大震災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）ロータリー

デーの活動はＲＩへ12月末までに報告をお願いし

ます。ロータリーを開放して皆さんに理解して頂

くことが認知度向上に役立つと思いますので、ぜ

ひトライしてください。

ロータリーでリーダーシップという言葉を最近よ

く耳にします。ＲＩはリーダーシップの養成を推

奨されています。リーダーとして求められること

は話す能力、書く能力、アイデア、法令順守、行

動力、説得力、危機管理能力だと思います。

この中で一番重要なのは危機管理能力だと思いま

す。権限が大きくなればなるほど危機に対する事

前策が要求されます。日本の若者たちが身につけ

て、日本古来からの美徳とされている、思いやり、

助け合い、おもてなし、そして日本の持つ高い技

術を持つことで日本の若者が世界でリーダーとし

て活躍する時期が必ず来ると思います。クラブで

も若いリーダーを育てる精神で、若い人を責任あ

る地位につけ、スピーチをさせるなどお願いしま

す。若い人も特に意識してチャレンジを続けて欲

しいと思います。

最後に皆様にお願いです。個人の連携で成り立つ

のが組織です。個人を強化すれば組織が強化され



ます。ＲＩは個人の合掌体です。ロータリークラブ

は一人一人個人から成り立っています。ロータリー

は人生道場だと言われます。これはロータリーに於

いて個人が立派にならなければならないということ

です。人間作りの場だと考えられます。一人一人が

英知を養い、熱い情を養い、強い意志をマスターし

て、本当のロータリアンを目指してほしいと思いま

す。意識の強いクラブ、個人になると、傍から見る

と近づいてみたいと思う温かみのある輝きを放つと

思います。人は一人では生きていない、あの人がい

るから生かされていると考えるべきです。地域には

助けを必要とする人たちも沢山います。改善すべき

こともあります。自分では到底何もできないと静観

しているだけでは何も変わりません。何かはできる

と思います。身の回りにある自分にできることから

行動を起こし、奉仕への情熱に火を灯してください。

一つ一つの灯は繋がって線となり、あるいは集まっ

て一つは塊となり、さらに集まれば大きな炎となり、

あるいは運動の大きな渦を起こすことも可能です。

これまでの研修で得た多くの知識・体験を基にして

大勢の仲間とサービスに邁進すればロータリーを煌々

と輝かせることは不可能ではありません。

地区とクラブが協力して価値のあるロータリーライ

フにしたいと思っております。皆様も頑張ってくだ

さい。よろしくお願いします。

例会終了後、13:40～15:10までクラブフォーラムを

行いました。出席者は、金子ガバナー、森崎ガバナー

補佐、菅本ガバナー随行幹事、三好ガバナー補佐幹

事、夜船会長、佐々木幹事、円山、菅、佐渡、原田、

大森、市川、坂田、藤中、本庄、佐藤、吉岡、荒谷、

朝比奈、久藤、吉本、木村、下山、三好、宮本、井

上、尾野、板場会員。

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名２９名 ５名 ０名 ３名 86.49％


