
□ソング：それでこそロータリー

□会員誕生日 金澤 節生 三好 静子

□結婚記念日 鴨宮 弘宜

□配偶者誕生日 大田 嘉弘 坂田 武文

荒谷 隆文 夜船 正昭

小坂 啓子

□事業所創立 土居 敏昭 荒谷 隆文

□年賀状…大成

□特別スマイル

・1月28日寒い中、たけのこ会ゴルフコンペで又優

勝しました。 （佐々木秀明）

・昨年11月14日羅東RC一行の歓迎夕食会場へ向か

うバス内で転倒し、右足大腿骨頸部を骨折した

妻は12月4日三原赤十字病院で手術を行い入院し

ていましたが、去る24日にようやく退院しまし

た。 （木村安伸）

幹事 佐々木 秀明

・平成26年度第二回竹原市共同募金委員会運営委

員会の開催についてご案内

2月21日(月)竹原市ふくしの駅

・第21回国際ロータリー第2710地区ガバナー杯ロー

タリークラブ親善野球大会開催のご案内

・2017－18年度ガバナー予定者決定のお知らせ

岩国中央RC 藤中秀幸様

・例会変更 広島空港RC

2月11日(水)⇒休会

2月18日(水)⇒2月19日(木)4クラブ合同例会

3月18日(水)⇒3月14日(土)G9IM

会長 夜船 正昭

2月1日(日)竹原ロードレース大会が開催されます。

青少年事業の一環として参加者に対してぜんざい、

きなこ餅を振舞いますのでご協力の程を宜しくお

願いします。例年より130名位多く参加されるそう

です。週間天気予報によりますと当日は大変寒さ

が厳しくなるようです。体調には十分お気をつけ

て下さい。

さて、今週は追悼記念週間です。このことについ

て述べさせて頂きます。ポール・ハリスはロータ

リー創立後本業の弁護士の方も繁盛し、その邸宅

には世界から多くのロータリアンが訪れ賑わいま

したが、1947年(昭和22年)1月27日逝去されました。

残念ながらポール・ハリスとジーン夫人の間には

子供は恵まれず、夫人は長年住み慣れた邸宅を売

り払い、その大半をロータリーに寄付し、お兄さ

んの住むスコットランドのエジンバラ市で余生を

送り、ポール逝去16年後1963年(昭和38年)、82歳

で昇天されました。毎年2月23日のロータリー創立

記念日にはエジンバラロータリークラブでは生花

を携えて夫人の墓参りをすることが習わしとなっ

ているそうです。

ポール・ハリスは著書で、神の摂理により広いコ

ロシアムでロータリアンに一言だけ叫べと言われ
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竹原市観光協会会長宮原様と竹原商工会議所専務理

事角南様から『竹鶴政孝・リタ銅像建設』について

の趣旨説明を行って頂きました。



れば「私は“ロータリアンよ寛容になれ”と叫びか

けたい」とあります。寛容とは、心ひろく他人の欠

点を責めないことです。己を忘れ他の人を愛し思い

やる心をロータリアンが身につけ、一般の人々にも

及ぼし、隣人に地域に、そして世界の人にも思いや

りの心で奉仕することが最高の目的だと思います。

ポール・ハリスは全生命、全財産をロータリーに捧

げ尽くして亡くなりました。然し、現在全世界約12

0万人のロータリアンはポール・ハリスが説かれた

ロータリー精神の後継者です。かくてポール・ハリ

スは不滅で、とこしえに光芒を放ち続けることでしょ

う。

ＲＩ理事会は毎年ポール・ハリスの命日である1月2

7日を含む一週間を物故ロータリアンの冥福を祈り

生前の貢献を記念する週として「追悼記念週間」と

指定されました。当竹原ロータリークラブの物故会

員に対してご冥福を祈りましょう。

2014－15年度前期分について田中会計より報告が行

われました。

□青少年奉仕委員会 委員長 三好 静子

2月1日(日)竹原ロードレースに於いてぜんざいとき

な粉餅のおもてなしを行います。8時30分集合です。

本日駐車許可証をお配りしています。大変寒い中で

の奉仕活動になると思いますが暖かい服装でご参加

ください。

会員 大森 寛

皆さんもそうだと思いますが、ロー

タリークラブとライオンズクラブ

の違いを聞かれることがあります。

入会当時、違いを聞かれましても

ライオンズではないから違いが分

かりませんと答えていましたが、

ロータリー歴が長くなりましたの

で、そうはいきません。私が思う

違いを5つの項目に分けてみました。基本的にはロー

タリークラブもライオンズクラブも奉仕団体に変わ

りないと思います。ロータリーもライオンズも世界

に奉仕する団体で任意団体です。

然し、その違いの一つとして、出来た日時が違うの

は間違いありません。ロータリーは1905年、ライオ

ンズは1917年です。ロータリーは12年先輩にあたる

わけです。ライオンズクラブはアメリカテキサス州

のＲＣの会員ジョーンズさんがロータリーを退会し

て作ったクラブです。ロータリーはポール・ハリス

とその仲間、4人でシカゴで任意でできたクラブで

す。ライオンズはロータリーの元会員が興したとい

うのが違いの一つです。

二番目は、会員の構成状態が違います。最近は一業

種5人までとなっていますが、ロータリーは一業種

一人の大原則があります。これを守られる方が良い

と私は思います。自分の同業者を代表してロータリ

アンになっているのだと教えられました。三番目は、

出席の違いです。ロータリーは出席を非常に厳しく

言われます。例会は出席義務であります。

四番目は例会の数です。ロータリーは毎週例会があ

ります。五番目は、奉仕の仕方が違います。ロータ

リーは職業奉仕です。職業奉仕がロータリーの奉仕

の一番の目的です。ライオンズはしっかり稼いでしっ

かり社会に寄付したり奉仕するという考えのようで

す。最近はロータリーもライオンズ化していると言

われますが、基本的には職業奉仕がロータリーの基

本的な考え方です。

ロータリーは一業種一人、業界を代表して入ってい

る、例会出席が義務である、奉仕のやり方が違う、

と今度聞かれた時にはそのように申し上げてみたい

と思っています。

(

1月22日例会分)

新しい年を迎えて

ロータリー情報委員会

委員長 藤 中 保

「一年の計は元旦にあり」とい

われますが、新しい年を迎えて

皆さんにはそれぞれにこの一年

がどのような年であってほしい

とか、どのような年にしたいか

という未来志向と希望に満ちた思いがおありのこと

と思います。ロータリー活動についても同じで、20

14－15ロータリー年度もいよいよ後半がスタートし

ましたので、ロータリアンの皆様におかれてはこれ

から後半のロータリーライフについて色々な思いが

おありのことと思います。

新年を迎えたこの機に気分を一新し、より明るくよ

り楽しいクラブの創造を目指してみんなで力をあわ

せて頑張りましょう。

さて１月はロータリー理解推進月間でもあり、また、

例会はロータリー情報委員会の担当でもあるので、

よりロータリーの理解を深める上で必要と思われる

若干の事柄についてお話をさせていただきたいと思

います。

まず第一点は、ロータリアンの三大義務についてで

あります。それは、

１．会費の納入義務（クラブ定款第12条3節）

２．例会出席義務（同４節）

３．ロータリー雑誌の購読義務（同第14条）

の三点であり、これを総称してロータリアンの三大

義務と呼ばれています。

このうち１,２はよくご承知のことと思いますが、

問題は三つ目でありましょう。この雑誌については

クラブ定款の定めるところにより、クラブは毎半年
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ごとに雑誌代の前払い金を徴収し、「ロータリーの

友」を一括購入して毎月会員に配布しているので、

会員のお手許には確実に届いていますが、購読義務

どおり読まれているかどうかは別問題であります。

目的は購読であって購入ではないので、購入者だけ

ではなく読む人つまり購読者になっていただきたい

と思います。

ロータリーの友については、バックナンバーを１年

分精読するとロータリーの精通者になれると言われ

ているように、ロータリーの一年分の出来事がすべ

て解説つきで掲載されており、ＲＩの動向をはじめ

１クラブの出来事・ロータリアンの意見や主張等ま

で掲載されており大変参考になるものであります。

是非ロータリーの友を読み、ロータリーの友に親し

み、真にロータリーの友になるように努力しましょ

う。

次に「ロータリーデー」についてですが、ＲＩのゲ

イリー・ｃｋ・ホアン会長は、今年度地区やクラブ

でロータリーデーを開催するよう呼びかけています。

ロータリーデーって何をすればいいの？ どういう

目的があるの？という質問も多いようです。その答

は「友」2004年9月号24ページにあります。それに

よりますと、ＲＩ理事スティーブンＡスナイダー氏

は次のようにいっています。

現在世界には200万以上の非営利団体があり、寄付

やボランティアの時間その他のリソースをめぐって

競合しています。ロータリーにはすでに素晴らしい

ストーリーがありますから、それをシンプルに一貫

した形で人々に紹介する必要があります。ロータリー

とは何か？他団体との違いは何か？を明確かつ一貫

性を持って伝えるのです。ロータリーは人々がクラ

ブに入会して「リーダーのネットワーク」に参加し

「アイデアを広げ」「行動する」ようになってほし

いと願い、「ロータリーの活性化」を行っています。

ロータリーは一般企業と違って広告に巨額の資金を

費やせません。私達が行う数多くの人道的活動やよ

い行いは広報にもつながるのです。

これまでロータリーは自分たちの活動を自慢するこ

とが得意ではありませんでした。近年は公共イメー

ジの向上のためのメッセージを発信するようになり

ましたがもっと多くの人々にロータリーの活動を知っ

てもらうには、まだ改善が必要です。200以上の国

と地域に120万人の会員がいるという強みがありな

がらロータリーのロゴやテ－マはあまり知られてい

ません。この素晴らしい組織についてもっと知って

もらうために私たちに何ができるでしょうか。そう

考えたときホアン会長（当時エレクト）がこのアイ

デアを提案されました。それはロータリーを紹介す

るイベント「ロータリーデー」です。そこで私たち

は社会貢献という共通の関心の下にお互いの絆を深

め、自分の時間、才能、資金を注いで活動するグルー

プであることを紹介します。私たちは行動の人であ

り同様の目的意識をもつ人々と協力して地域社会が

直面する問題を解決しようと努めていること、また、

自分と同じくらい地域社会のことを考えている人々

を見つけたいと願っていることを伝えます。

またロータリーデーは最終的に次のようなインパク

トをもたらすことが期待されます。

・世界全体で会員を増加させる。

・何千もの地域社会でロータリアン以外の人々にロ

－タリーを紹介する。

・人道的プロジェクトを推進する。

・ロータリーを聞いたことのない人、ロータリーを

よく知らない人にもロータリーの新しいロゴを認

識してもらう。

全世界で明確かつ一貫した形でロータリーを紹介す

るまたとないチャンスです。皆さんのクラブ・地区・

地域の参加をぜひともお願いします。

私たちはロータリアンとして、率先して地域社会の

ために活動していることを皆に知らせましょう。私

たちロータリアンは「超我の奉仕」を実践します。

そして私たちはロータリアンであることを誇りに思

いながら活動しています。

昨年の9月25日の例会はガバナー公式訪問の例会で

ありました。そのとき何か質問をということだった

ので私はこのロータリーデーについて効果的なよい

企画であると思われるので、その目的とか狙いとす

るところ或は内容等について、地区内の開催事例

（方法、内容）等を広報していただきたい旨を要望

しました。それに対しガバナーも実施クラブの例は

他クラブの参考にもなると思うので周知できるよう

考慮したい旨回答されました。そしてこの願望に応

えていただくかのように「友」の2014年9月号から

「ロータリーデー」の開催クラブ、イベントの内容

と期待される効果等につき広報されることになりま

した。大変参考になるので是非参考にして我がクラ

ブでも効果的な「ロータリーデー」のイベントがで

きるよう検討していただきたいと思います。

そしてそのイベントが会員増強の手がかりになるよ

う頑張りたいものです。

第37回竹原ロードレース大会が、2月1日(日)バンブー公園

に於いて開催され、『ぜんざいときな粉餅』を参加者へ振

舞いました。参加された会員、奥様、御家族（総勢31名）

の皆様、寒い中大変お疲れ様でした。

準備した70㎏のもち米、ぜんざい用お椀 850個、きな粉餅

用皿 2,000枚すべてなくなりました。


