
□点 鐘

□ソング：奉仕の理想

□会員数：３５名 □出席者：３０名

□欠席者： １名 □免除者： ３名

□メイク： １名 □出席率：９６．８８％

□ゲスト：ＲＩＤ２７１０ガバナー 東 良輝様

随行幹事 地区副代表幹事 有田幸一様

Ｇ９ガバナー補佐 市川重雄様

補佐幹事 木村安伸様

会長幹事会 １１：３０～１２：００

例会 １２：３０～１３：３０

集合写真 １３：３０～１３：４０

フォーラム １３：４０～１５：１０

□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

□事業所創立…井上

□特別スマイル

・ガバナー東良輝様

・お陰様で津軽三味線が終了しました。有難うござ

いました。 （円山啓壮）

・東ガバナー、有田地区副代表幹事の訪問、誠に有

難うございます。 （久藤孝仁）

・ベネファクター1名、マルチプルポールハリスフェ

ロー1名、ポールハリスフェロー1名、有難うござ

いました。 （大森 寛）

・東ガバナーをお迎えしての公式訪問例会宜しくお

願いします。 （市川重雄）

・たけのこ会で優勝しました。年間目標を達成しま

したので後は参加するのみです。 （宮本和彦）

幹事 井上 盛文

・采谷記念ラビットクロカンＩＮ大久野島協賛金の

お願い

開催日 11月8日(日)

場所 大久野島

会長 久藤 孝仁

本日は、東ガバナーの公式訪問です。ガバナーのご

訪問を心より歓迎致します。東ガバナー、有田地区

副代表幹事、市川ガバナー補佐、木村補佐幹事、本

日はよろしくご指導頂きますようお願い致します。

また、例会の前にガバナーを交えた会長幹事会を行っ

て頂き、増強に関わり、ロータリーのメリットの話

を聞き、個人倫理感を高めロータリアンとしての信

用、信頼を分かち合う事の出来るロータリアンに参

加してもらう事の喜びを新入会員候補に話し、会員

40名を目標に努力して行こうと目標を高く掲げよう

と思います。現実的には純増１名を確保し、長い目

で40名の目標に近づくよう全員で頑張りましょう。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

会 長 久藤 孝仁 副 Ｓ Ａ Ａ 佐渡 文武
会長エレクト 菅 義尚 直 前 会 長 夜船 正昭
副 会 長 鴨宮 弘宜 管 理 運 営 佐藤 守幸
幹 事 井上 盛文 会 員 組 織 土居 敏昭
副 幹 事 三好 静子 奉 仕 荒谷 隆文
会 計 田中 幸俊 広 報 堀越 賢二
Ｓ Ａ Ａ 宮本 和彦 Ｒ財団米山 大森 寛
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先日22日には、円山会員及び円山医院の主催によ

ります第４回目の津軽三味線による広島土砂災害

チャリティーコンサートを開催され、1000名強の

超満員の集客をなされ無事に閉会致しました。円

山会員及びコンサート開催にご協力された会員の

皆さん、本当にご苦労様でございました。

ロータリーでは「入りて学び、出て奉仕せよ」と

言う言葉がございますが、まさに、その言葉通り

竹原市民に感動と喜びを与え、また同時に、土砂

災害の被災者にも多額のご寄付を頂く機会を作っ

て頂き、社会奉仕の良き手本を実践されました。

公式訪問に際し、是非ご紹介をさせて頂きたいと

思い紹介させて頂きました。円山会員改めてご苦

労様でした。ありがとうございました。ロータリー

クラブの広報をもさせて頂きありがとうございま

した。大変お疲れの事とお察し致します。

各委員会におかれましては、本年度の年間活動計

画を早期に実行いただき、奉仕活動を通し、地域

に活性化や思いやりの心を根付かせていきましょ

う。

国際ロータリー第２７１０地区

ガバナー 東 良 輝 様

本日は久藤会長はじめ皆様から温かいご歓迎を頂

き有難うございます。これはロータリーの友情の

証だろうと思います。本当に有難うございます。

○2015-16年度RI]会長テーマ

「Be a Gift to the World!」

「世界へのプレゼントになろう」

○RI会長の強調事項（会長賞）

１．会員の増強と維持

２．財団への寄付

３．オンラインツールの利用

４．人道的奉仕

５．新世代奉仕

６．公共イメージと認知度の向上

○ガバナー信条と地区運営方針

１．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」

○地区重点項目

１．会員基盤の充実

２．充実した奉仕プロジェクト

３．公共イメージと認知度の向上

４．財団への寄付と地区補助金の積極的な活用

５．米山奨学生事業への理解と支援

６．地区とクラブ・クラブ間の円滑な情報伝達

７．リーダーの育成

私は今年度地区運営基本方針として「ロータリー

の基本に戻ろう」としました。ロータリーは常に

進化しております。ロータリーの創始者であるポー

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

ガバナー公式訪問例会

国際ロータリー２７１０地区
ガバナー 東 良輝様 随行幹事 地区副代表幹事 有田 幸一様

Ｇ９ガバナー補佐 市川 重雄様 Ｇ９ガバナー補佐補佐幹事 木村 安伸様
会長幹事会 １１：３０～１２：００ 例 会 １２：３０～１３：３０
集 合 写 真 １３：３０～１３：４０ フォーラム １３：４０～１５：１０

市川ガバナー補佐はベネファクター賞、久藤会長はポー

ルハリスフェロー賞、吉本会員はマルチプルポールハリ

スフェロー賞を受けられました。



ル・ハリスも「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、時に革命的にならなけ

ればなりません」という教訓を残しております。

ロータリーが常に進化するためには、ロータリー

の基本をしっかり認識したうえで、常に新しいプ

ロジェクトに挑戦し、ダイナミック組織であり続

けなければなりません。そのために、RIではロー

タリー戦略計画を打ち出しました。これはロータ

リンの願いや、希望を取り入れながら、常に進化

していくものです。これを実践するにあたり、3つ

の優先項目と5つの中核的価値観をうたっています。

優先項目では「クラブサポートと強化」人道的奉

仕の重点化と増加」「公共イメージと認知度の向

上」です。

また、戦略計画を立てる上において、ロータリア

ンが何を優先させ、どのような行動をとるかの指

針として5つの中核的価値観、「奉仕」「親睦」

「多様性」「高潔性」「リーダーシップ」を挙げ

ています。各クラブではそれぞれ特徴ある戦略計

画を立てられ、輝かしい未来の礎を築かれんこと

期待しております。よろしくお願いします。

例会終了後、東ガバナー、市川ガバナー補佐、有

田随行幹事、木村ガバナー補佐幹事、久藤会長、

鴨宮副会長、菅会長エレクト、井上幹事、円山、

佐渡、原田、大森、坂田、藤中、本庄、佐藤、吉

岡、土居、中川、荒谷、夜船、下山、堀越、宮本、

田中、尾野、板場、山根会員 計28名出席により

クラブフォーラムを開催しました。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか


