
□ソング：我等の生業

□食 事：洋食の日

□会員誕生日 円山 啓壮 大田 嘉弘

大森 寛 坂田 武文

本庄 純夫 荒谷 隆文

鴨宮 弘宜 福本 博之

□結婚記念日 原田 一平 本庄 純夫

佐々木秀明 木村 安伸

大成 義彦 田中 幸俊

川崎 俊和

□配偶者誕生日 大森 寛

□事業所創立 円山 啓壮 大田 嘉弘

原田 一平 久藤 孝仁

夜船 正昭 三好 静子

宮本 和彦

□会員誕生日…朝比奈

幹事 佐々木 秀明

・第60回郷賢祠例大祭の執行についてご案内

会長 夜船 正昭

皆様こんにちは。3月22日PETS＆地区チーム研修セ

ミナーへのご出席ご苦労様でした。お疲れのこと

と思います。後程報告をお願い致します。

さて、3月はご存じのとおり、識字率向上月間でご

ざいます。日本では、身近ではないので関心が薄

いと言われることが多いのですが、世界人口の4分

の1以上が読み書きができないと言われているそう

です。この問題は発展途上国に限らず、先進国で

も深刻な問題になっています。

世界の非識字者の3分の2は女性と言われています。

機能的非識字者の人は失業して職に就いていない

人が多く、文字が読めない為健康的なケアが出来

ず、またコミュニケーションを取ることもできな

い為毎日何百万人の赤ちゃんが命を落としている

と言われています。私たちに何が出来るのかわか

りませんが、クラブに合った活動が出来ればよ良

いと思います。

本日は社会奉仕委員会担当例会が控えております

ので会長の時間を終わります。

□3班家庭集会 リーダー 朝比奈勝也

３班家庭集会を本日19時より竹原シーサイドホテ

ルに於いて開催します。

会長エレクト 久藤 孝仁

3月22日(日)ホテルグランヴィア広島で開催されま

したPETS＆地区チーム研修セミナーに出席して参

りましたので報告致します。各地区委員、パスト

ガバナーの紹介の後、「次年度RIテーマと地区運

営方針」のテーマの研修から始まりました。

先ず、RI会長はK.R.ラビンドラン氏コロンボRC(ス

リランカ)です。次年度RI、K.Rラビンドラン会長

のテーマは『Be a Gift to the world』〈世界へ

のプレゼントになろう〉です。

ビンドラン会長の要点としまして、

①「ロータリーの栄光はまさに（中略）人生で本

当に大切なことに目を向け、私たち自身が世界へ

の贈り物となる方法を見つけることで、より充実
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した意義ある人生を送れるよう、私たちを導いて

くれるのです。≪奉仕の理想の実践≫

また私たちの人生の価値は、どれほど得たかでは

なく、どれほど与えたかによって判断されるので

す。苦しんでいる人から目を背けずに、その苦し

みを和らげてあげましょう。同情の言葉を掛ける

だけでなく、実際に何かをしてあげましょう。社

会から享受するだけでなく社会に貢献しましょう。

②私たちが求めている友人とは必ずしも自分と似

通った人ではなく、自分にないものを持っている

人、自分のいいところを引き出してくれる人です。

私はロータリーがその特徴を備えていると思いま

す。≪ロータリーは他業種の集まり≫

③ロータリーは私たちの資質を引き出し、それを

人生に生かす道を教えてくれます。≪職業奉仕、

ロータリーの行動規範、ロータリーの基本理念≫

④わたしたちの価値はどれほど得たかではなく、

どれほど与えたかによって判断されるのです。

≪超我の奉仕、最も良く奉仕する者、最も多く報

いられる≫

⑤2015年～16年度の私たちのテーマは「世界への

プレゼントになろう」です。地位や身の上にかか

わらず、才能、知恵、努力、そして、献身と熱意

など、誰でも与えることが出来る何かを持ってい

るはずです。これらを世界にプレゼントすること

で、誰かの人生に、そして世界に、真の変化を起

こすことが出来るはずです。≪貧困・教育・環境

等、エンド・ポリオ・ナウ、世界の平和≫

◎2015－16年度東ガバナー地区運営方針は、基本

目標『ロータリーの基本に戻ろう』。ガバナー信

条『ロータリーの原点に立ち戻り、輝かしい未来

の礎を築こう』です。

◎ロータリーの変革について、「If Rotary hopes to

advance its aims, it must be evolutionary always an

d at times revolutionary.」（ポール・ハリス）

ロータリーがしかるべき運命を切り開くには、常

に進化し、時には革命的にならねばなりません。

ロータリーは如何に改革が進んでも、創立時の精

神を忘れなければ、ロータリー以外の物に変化す

ることはない。（ロータリーの基本を忘れてはな

らない）

◎ロータリー創立の精神（ロータリーの心）

・友情と親睦

・寛容の精神とサービス（奉仕）

・職業奉仕と職業分類

◎次年度地区重点項目は、

・会員基盤の充実

・充実した奉仕プロジェクト

・公共イメージと認知度の向上

・財団への支援と地区補助金の積極的な活用

・米山奨学会事業へのの理解と支援

・地区とクラブ、クラブ間の円滑な情報伝達

・リーダーの育成

◎会員基盤の充実

会員増強（純増１名）で、会員の維持や若い人の

ロータリーへの理解。

◎充実した奉仕プロジェクト

・クラブ奉仕（例会の充実、出席率の向上、炉辺

会合、同好会の充実等）

・職業奉仕（職業分類の見直し、ロータリー行動規範）

・社会奉仕（地域ニーズに沿った活動、若者を巻

き込んだ奉仕活動）

・国際奉仕（ポリオプラスへの協力、青少年交換留学

生、グローバル補助金の活用）。ポリオ撲滅へあ

と一息で、ナイジェリア、アフガニスタン、パ

キスタンの3ヶ国でほぼ終結を迎えそうである。

・青少年奉仕（RYLA，青少年交換等）。

新世代という言葉の使い分けもあります。

◎公共イメージと認知度向上

・イメージとブランド認知を調和させる。

・行動を主体とした奉仕を推進する。

・中核的価値観を推進する。

・職業奉仕を強調する。

・ネットワークづくりの機会、ならびにクラブ独

自の活動について広報するようクラブに奨励する。

◎ロータリー財団への支援

・財団への寄付

・ポリオプラスへの支援活動／35＄以上/１人

・年次基金／150＄以上/1人

等、ロータリーカードへの理解と普及、地区補助

金の積極的な活用、グローバル補助金の活用

◎米山奨学事業への協力

・米山奨学会への寄付／16,000円/ 1人

◎地区内主要行事／5月17日に広島国際会議場にて

地区研修セミナー開催。その時には各委員長へそ

れぞれ次年度の方針を説明します。

その後、大之木パストガバナーによる、「増強は

ロータリアンとクラブ強化から」との話が有りま

した。世界のロータリアンの推移はほぼ横ばいで1

20万人、しかし日本では多い時では13万人から201

3年現在では、87,436人（－4万人）である。2710

地区では3,221人と減少しつつある。会員減少の原

因として、①不可避の退会（死亡、疾病、退職、

転勤、高齢5～10%）②前例踏襲主義による運営の

マンネリ化 ③ロータリーの魅力の希薄化 ④単

位クラブの規模縮小化 ⑤クラブ内における対応

の不備にまとめられると思う。特に前例踏襲主義

による魅力の希薄化が気になるとのことでした。

また、増強の為のアプローチとして、社会奉仕を

説くまえに職業奉仕を説くこと。職業奉仕はロー

タリーの心で、職業奉仕を実践すれば、必ず儲か

るんだよと、興味をそそる。

ラビンドラン次期会長は、会員増強を図る上で、

若い世代を重視すると共に、経験豊富な退職者に

も入会して貰う必要があるとも言われています。

また人材の多様性を尊重する「職業奉仕」はロー

タリーの基本システムであるとも言われています。

増強に今一度各クラブに合った方法でお願いしま

す。

最後に、ポール・ハリスの言葉の中に、ロータリー

は時代の変化と共に常に変わっていかなければな

らない、クラブに魅力がなければ会員は退会して

行くとの言葉で終わられました。

参考までに、竹原クラブでは当クラブの職業分類

数108のうち。74が未充填となっております。また

会員の入会年数では、1-3年が9名、3-5年が2名、5

-10年が8名、その他が18名です。10年未満が19名、

10年以上が18名ということは、ベテラン、新人が



約半数で上手く推移しているように思います。ち

なみに平均年齢は67,13才です。

長くなりましたが、充実した実りの有る研修会で

あった様に思います。今後は、各委員長をはじめ、

会員全員にご協力をお願いし、次年度が活動の年

度に成りますようお願いをいたしまして、報告と

させていただきます。

社会奉仕委員会 委員長 堀越 賢二

2014-2015年度の社会奉仕委員会の活動計画を、

“「ロータリーの目的」「四つのテスト」を実践

しながらも、地域のニーズに柔軟に対応した奉仕

活動をする”としています。

自分自身それぞれが実践されているのか今一度今

回の卓話をすることで自分に問いかけてみると、

自身への甘えからなかなか実践できていません。

四つテストに関しては、これを実践すればすべて

の事柄が優しくそしてスムーズに進んでいくので

はないかと思います。

四つのテストの中のひとつに、真実かどうか と

あります。

事実とは現実に起こった事柄のことだけであって、

真実はそれまでの経緯やそれに携わった人たちの

思いであり、切り取りだけの事実ですべてを語る

事はできないと私は考えています。切り取りの事

実だけ見ていると虚実を事実と見誤り、真実から

程遠い事柄になり、自身が過ちを犯す結果に繋がっ

ていくのではないでしょうか。

今一度自分自身、四つのテストをしっかりと実践

し生活をしていかなければと思います。

2014-2015年度も残り少なくなってまいりました。

活動計画もまだまだ未達でありますので、もう少

し暖かくなって皆さんと共に奉仕活動をしたいと

思いますのでご協力宜しくお願い致します。

□日時 平成27年3月26日(木)

□議題

①新宅透典会員(広島市信用組合竹原支店)

退会の件及び後任入会者の件 承認

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名２６名 ３名 ６名 ２名 91.89％


