
□ソング：それでこそロータリー

□ゲスト：RYLA参加者

アヲハタ株式会社 髙井 洋平様

□会員誕生日…大成

□結婚記念日…金澤

□事業所創立…坂田

□特別スマイル

・先日のIMでG9全クラブに顔見せが出来ました。

いよいよ始まったなと感じます。今後とも皆様

のご協力宜しくお願い致します。 （市川重雄）

・IMのご参加有難うございました。 （夜船正昭）

・折たたみ傘が無事ありました。有難うございま

した。 （金澤節生）

幹事 佐々木 秀明

・G9IMお礼状 G9ガバナー補佐 森崎正治

・RYLAお礼状 ガバナー 金子克也

・竹原市手をつなぐ育成会講演会お礼状

・東良輝ガバナーエレクトを囲む会2015-16年度会

長幹事懇談会ご案内

次年度G9ガバナー補佐 市川重雄

・ロータリアンの行動規範が改正されました。

吉本きよ子会員『第

２回米山功労者』本

庄純夫会員『第４回

米山功労者』を受け

られました。

会長 夜船 正昭

皆様こんにちは。去る3月7日(土)、8日(日)呉市で

開催された第2710地区2014-15年度RYLA（ロータリー

青少年育成プログラム）に参加されたアヲハタ株

式会社の髙井洋平様をお招きしております。二日

間大変お疲れ様でした。後程研修内容のご報告を

お願い致します。

次に、3月14日(土)フォレストヒルズガーデンに於

いて国際ロータリー第2710地区G9IM（インターシ

ティ・ミーティング）が多くのご参加を頂いて盛

大に開催されました。第一部の基調講演では南園

パストガバナーをお迎えして「ロータリーの原点

と職業奉仕」と題しての講演を頂きました。ロー

タリーにおける職業奉仕の重要性など丁寧なご指

導をいただきました。皆様も職業奉仕への理解を

一層深められたことと思います。

第二部の記念講演では、「かなたからのひかり」

と題して、広大な宇宙について広島大学教授・前

国立天文台台長の観山正見様に講演を頂きました。

天体望遠鏡で見る銀河や星の数々がスクリーンに

写し出され、実際に宇宙に飛び立ったかのような

錯覚を覚えました。参加された皆様には改めて深

く御礼申し上げます。

次に三原RC主催による第16回4クラブ合同親睦ゴル
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PETS&地区チーム研修セミナー報告
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誕生月該当者会員卓話
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フコンペが4月26日(日)三原C.Cで開催されます。

たけのこ会メンバーの皆様、是非ご参加下さいま

すようお願い致します。

PETS&地区チーム研修セミナーが3月22日(日)に開

催されます。これに、市川G9次年度ガバナー補佐

と久藤会長エレクトが参加されます。大変お忙し

い中ご苦労様です。次年度に向けて準備等が大変

だと思いますが、健康には十分にご自愛ください。

以上会長の時間を終わります。

□クラブ管理運営委員会 委員長 大成義彦

4月11日(土)花見例会開催。例会終了後、クラブ管

理運営委員会を行います。

□幹事 佐々木秀明

4クラブ合同例会の収支報告（2月19日(木)グリー

ンスカイホテル竹原）

□青少年奉仕委員会 委員長 三好静子

第37回竹原ロードレース大会ぜんざいサービス費

用報告

□親睦活動委員会 委員長 吉本きよ子

家庭集会の開催をお願いします。各班リーダーが

日程等決めて下さい。

アヲハタ株式会社

経営本部 経営管理部

経営管理室 高井 洋平様

皆様こんにちは。RYLAへ参加し

て参りましたので学んできたこ

とをご報告申し上げます。

先ず、RYLAとはいったい何なの

か、自分なりに調べました。RYLAの目的は次世代

のリーダーを育成するということで、それならば

自分もそこに行くのならば、今後リーダーとして

何をするべきなのかを学びたいと思い、それを参

加の目的とさせて頂きました。

ライラの内容についてですが、期間は3月7日(土),

8日(日)、 会場はグリーンピアせとうち・江田島・

呉国立病院へ行きました。参加人数は、約120名で

半数以上が30歳までの若い世代でした。スケジュー

ルは、先ず呉阪急ホテルでオリエンテーションを

行い、江田島にある海上自衛隊幹部候補生学校で

副校長さんの講義を聞きました。次に呉国立病院

で災害派遣医療チーム「DMAT」について、東日本

大震災や広島の土砂災害の時に緊急派遣された医

療チームの方々の経験談を聞きました。次に、竹

田恒泰さんの講義を聞き、その後グループに分か

れてディスカッションを行いました。二日目もディ

スカッションをし、総評・まとめがあり、現地で

解散しました。RYLAは内容が濃くて、いろいろあっ

たのですが、特に印象深かった二点について述べ

たいと思います。

先ず一つは、竹田恒泰さんの講義です。竹田さん

は明治天皇の玄孫にあたる方で、普段はコメンテー

ターとか作家をされています。竹田恒泰さんの講

義テーマは『日本の良さを海外に発信するために』

だったのですが、「日本の良さ」を発信するため

には、日本について学び、世界のことをとことん

知るということでした。ここで私が印象に残った

のは、竹田さんが日本の良さは、おもてなしの文

化だとおっしゃっていましたが、例えば、おもて

なし文化がどのように日本に根付いたかを邪馬台

国とか古代の時代に遡って纏められて、知識がと

ても豊富ですごく説得力あるお話しでした。同様

に世界のことも日本同様にご存じで、世界の文化

などを古代ローマ時代とかの繋がりからお話しさ

れました。この二つのことから、日本の良さを海

外に発信する為には、日本のおもてなしの文化は

こういう歴史だから…こうだというように、発信

をされていたので、日本の良さを発信するという

事だけでなく、全体として考えた時に、他人に物

事を伝えたいときには、『伝えたいことをしっか

り理解し、相手の状況を知らなければならない』

ということを竹田さんの講義で学びました。

もう一つ印象深かったのは、ディスカッションで

す。『大和魂を世界に発信するための方法』とい

う議題で10人のグループで夜の19時30分から翌朝5

時くらいまで熱烈な討議を行いました。受信者を

意識する（文化などの違いを知る）、大和魂を根

本から知る（歴史から学ぶ）、RYLAなどのメンバー

を使い複数で発信する。この三つを意識して発信

すると良いという結論に至りました。

今回のディスカッションで学んだことは、チーム

リーダーだけの力では何もできないということが

印象に残っています。今回リーダーをされた方は

僕のリーダー像の真逆の方でした。リーダーは明

確に目標までの道すじが見えてそれに人を巻き込

んで走っていくイメージでしたが、今回の方は凄

い腰の低い方で、例えば、字が汚いので書いて下

さいませんかとか、自分は話しが苦手なのでお願

いしますという方でした。でもそういう方を見る

と皆でリーダーを支える必要があるのではないか

という空気になり、それがディスカッションでは

良い方向に動いたのでは思っています。チームリー

ダーというのはカリスマ的な方でなくて、身近に

いるような、そして腰の低い方でもできるのだと

学びました。

もう一つ、今回「大和魂」の発信という難しい課

題でしたが、それは一人では絶対にまとまらない

と感じていましたが、それでもメンバーと意見を

共有したら答えがちゃんと出たので、チームが足

並みをそろえば、一人の力が何十倍になるのだと

思いました。

それを踏まえて今回のRYLAで学んだことは、意見

の発信には、『それの元になる知識を幅広くかつ

深く持つ（自分の言いたいことに説得力を持たす）』

『メンバー間の意見・意志を共有させる』『周り

に支えられるような魅力を持ち合わせる』という、

この三つがリーダーとして必要なのではと感じま

した。更に、この三つの能力を高める為に、『自

己啓発などで自己を磨き続けるべきである』と思

いました。（人間的な魅力を高める、知識を増や

す）『人とのつながりを大切にする』（自分を支

えてくれる人を作る・円滑なコミュニケーション



をとる）普段のつながりを大切にしてコミュニケー

ション能力を高めていくことが必要だと感じまし

た。

ご清聴ありがとうございました。

会員 宮本 和彦

3月14日(土)フォレストヒルズガーデンに於いて開

催された国際ロータリー2710地区G9インターシティー

ミーティングについての報告が行われました。

2014-15年度 家庭集会班編成 （※リーダー）
□１班 ※大成、久藤、佐渡、小坂、吉本、中川、新宅、川崎、井上、永瀧、板場、佐藤、尾野
□２班 ※土居、菅、市川、金澤、藤中、吉岡、宮本、田中、大森、本庄、円山
□３班 ※朝比奈、福本、大田、坂田、堀越、原田、三好、木村、荒谷、鴨宮、下山
（会長・幹事は各班へ出席）

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名２６名 ７名 ２名 ２名 81.08％


