
□点 鐘

□ソング：我等の生業

□ゲスト：RYLA参加者

三井金属鉱業(株)竹原製煉所 加賀夢人様

□会員数：３５名 □出席者：２６名

□欠席者： ２名 □免除者： ３名

□メイク： ４名 □出席率：９３．９４％

□結婚記念日 大森 寛 佐藤 守幸

宮本 和彦 尾野 剛章

□配偶者誕生日 堀越 賢二

□特別スマイル

・50年連続出席地区大会で祝って頂きました。

(円山啓壮）

・出席44年、丈夫な身体をくれた両親と家族と会員

の皆様のお蔭と存じます。これからも宜しくご指

導下さい。 （菅 義尚）

・市川ガバナー補佐を含み11名で地区大会に参加し

てきました。 （久藤孝仁）

・この度、防犯活動に対する功績が認められ中国管

区警察局長の表彰状を受賞いたしました。有難う

ございました。 （藤中 保）

・第378回たけのこ会コンペで優勝しました。

（土居敏昭）

・10月25-26日の地区大会ご出席ご苦労様でした。

又一つ仕事が済みました。 （市川重雄）

・10月25日地区大会からの帰りのバス内で宮本SAA

に財布拾って頂きました。感謝します。

（木村安伸）

三井金属鉱業(株)竹原製煉所

加賀 夢人様

このたび11月14,15日に行わ

れます青少年指導者育成プ

ログラムRYLAへ参加させて

頂くこととなりました。

いろんな方と積極的に交流

をもって、地域の垣根を越

えた交流をして成果をもっ

て帰って参りたいと思います。宜しくお願い致しま

す。

（地区大会表彰）

円山啓壮会員 50年100％出席及び卒寿

菅義尚会員44年100％出席
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幹事 井上 盛文

・例会変更 因島ＲＣ

11月 5日(木)職場例会 因島ゴルフセンター

11月19日(木)職場例会 尾道市立図書館

・例会変更 広島空港ＲＣ

11月 8日(水)職場例会 広島空港

12月16日(水)→12月19日(土)

クリスマス家族例会 広島エアポートホテル

12月23日(水),30日(水)→休会

・第2710地区米山学友会賛助会員入会の御願い

会長 久藤 孝仁

本日は、今年度のRYLAに出席して頂きます加賀様

にお越し頂いております。三井金属の永瀧会員に

は、RYLA参加に早々のご快諾を頂き誠にありがと

うございます。地域のリーダーを育てるとの意味

あいの勉強会でございます。地域で又、三井金属

での今後のお仕事の中で少しでも意義ある時間が

過ごせられることを期待申し上げます。二日間お

忙しいとは思いますが有意義にお過ごし頂けたら

幸いでございますので宜しくお願い致します。

24,25日は、地区大会にて宇部の地へ行って参りま

した。後ほど幹事共々報告をさせて頂きます。

市川AG、木村AG幹事、佐藤会員、鴨宮副会長、宮

本SAA、土居会員、荒谷会員、中川会員、吉本会員、

井上幹事それに久藤が参加しました。参加会員に

於かれましてはお忙しい中ご苦労様でございまし

た。

また26日には竹原市教育委員会の主催の会議がご

ざいましたが、少々多忙でございまして、参加出

来ませんでした。後日会議の中身をお聞きしまし

たら、今年度の竹原市キャリスタートウイークへ

の協力の御礼の会合でした。会員の中にも中学生

のキャリア体験にご協力頂きまして大変ありがと

うございました。次年度も開催の予定だそうです

ので引き続きご協力をお願い致します。

最後になりましたが、26日にも会員の皆様にご報

告致しました様に、板場会員のお母様のお亡くな

りになられ通夜葬儀がなされたそうです。ちょう

ど地区大会の最中の事で、確認が遅れまして月曜

日には弔意を表す電報を打たせて頂きました。板

場会員が竹原にお帰りになられましたら、改めて

ご弔意を申し上げます。ご冥福をお祈り申し上げ

ます。補足でございますが、生前には内閣総理大

臣から100歳のお祝いを頂いたそうです。

以上、ご報告をさせて頂きまして会長の時間とい

たします。

クラブ細則3条により臨時総会を開催致します。

議長には細則に基づき会長が務めますので宜しく

お願い致します。議題は、次年度役員の指名です。

クラブ細則第3条第１節により、竹原ロータリーク

ラブ次年度役員指名委員会の設置をお願い致しま

す。

指名委員会には次次年度の会長、幹事、会計そし

て理事5名の指名を求めます。指名委員会はクラブ

細則により、直前会長と、遡るパスト会長4名、計

5名で編成し、直前会長を委員長とします。

従って、委員長には夜船会員、委員と致しまして、

木村会員、荒谷会員、下山会員、佐々木会員、以

上の5名です。以上ご承認頂けますでしょうか。

夜船委員長は、11月26日の年次総会にて指名委員

会の結果をご報告頂きますようお願い申し上げま

す。

これを以って、臨時総会を終了致します。

□国際奉仕委員会 委員長 福本 博之

11月7-8日広島商船高等専門学校留学生2名の方の

ホームステイを行います。ラオスのラオリーさん、

カンボジアのスマイさんです。宿泊先は荒谷会員

宅です。この機会に国際交流、文化交流を深めた

いと思います。

幹事 井上 盛文

10月24日(土)14時より国際ロー

タリー第2710地区2015-16年

度地区大会本会議/会長・幹

事会へ参加しました。

主に一時間余り行われたRI会

長代理江崎柳節さんの基調講

演の内容について報告させて

頂きます。

まず、世界の会員数と日本の会員数の比較。（先

のガバナー月信8月号にて、その数字を参照下さい。）

日本における会員数がここの数年微増であるが、

なかなか増えない要因が考えられる。その要因と

してクラブの制度疲労があるとされ、以下の９つ

の点を指摘。

□クラブの制度疲労

1）全員被紹介者でありながら紹介者にはなってい

ない。

2）Adapt or Perish（変化に適応するか、滅び

るか）。

3）極めつけの指導者集団でありながら、IT Divi

de（情報格差／IT格差）。

4）極上のリーダー集団が変化を好んでいない。

5）理解が耳学問だけの伝承になっていないか。

6）新入会員の憧憬に応える研修がされているか。

7）職業分類の今日化に対応できているか。

8）味方の銃撃で味方が殺されていないか。

9）決意して入った奉仕が、実践できるクラブであ

るか。

私なりにまとめれば、

1は、会員増強の話。

2及び4のキーワードは、「変化」。

3及び4のキーワードは、「リーダー」。

5及び9は、知識と実践の話。

6は、研修機能を備えること、から、情報共有、リー

ダーシップ研修など。
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7は、変化する職業分類への対応。

8は、多様な価値を認めつつ、クラブとして一つの

事業を行っていく際の例。

特に印象に残った言葉として、以下のものがある。

・人は毎年年を取るので、新しい人を入れないと、

平均年齢が上がっていく。

・仲良しクラブになっていないか。

・10％ルールは救済手段として例外的措置であり、

原則は１業種１人である。

・職業分類について、今日的価値のある職業を探

すことが大切である。

さらに、情報共有に関し、例えば多くのロータリー

会員は、RIの戦略計画を知らない。会員に伝えて

いない、共有していない。会員の矜持すべき高い

倫理基準も、４つのテストでは足りず、５つの中

核的価値観も確認されている。（が、これも知ら

れていない。）

次に「変化」しなければならないものとして以下

の３つがある。

①奉仕活動の実践

②クラブ管理運営

③新しい対応の試みへの挑戦

この３つの変化をしていくためにクラブ運営に必

要な委員会を５つ設置。これは各クラブの委員会

となっている。実は、この委員会は以下の戦略計

画の項目にそれぞれ対応していると指摘。

◎ロータリーの戦略計画（ROTARY STRATEGIC PLAN）

・クラブのサポートと強化

・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

さらに、優れた会長について、６つの点を挙げら

れた。入念な準備／聞く耳／経験・知識／人を励

ます／新しいリーダーを育てる／ぶれない

また、「リーダー」につき、以下のように指摘。

□ロータリーに於けるリーダーシップ

・物事を正しく実行するのが管理であり、正しい

事を実践するのがリーダーシップである。

・リーダーの役割とは、多くのフォロワーでなく、

多くのリーダーを育てることである。

・リーダーとは、道を知り、道を示し、道を行き

人である。

これらに関し、ポピュリズムの危険性などについ

ても言及。

この他、青少年奉仕が出来たことにより、新しい

国際奉仕活動が混乱している状況などを説明。

2018年はポリオ撲滅になるとの観測。

次に、10月25日(日)9時30分より国際ロータリー第

2710地区2015－16年度地区大会本会議（午前の部)

へ参加しました。

ガバナー挨拶、RI会長代理挨拶について前日と同

様のご挨拶でしたので、来賓の挨拶を少しご紹介

したいと思います。

宇部市長である久保田キョウコ様の挨拶の中で、

「緑と花と彫刻のまち」宇部市の話が印象に残っ

た。戦後復興の合言葉に、緑と花を植えて町を活

気づけようとの意思があった。また、宇部に来れ

ば彫刻。また、芸術には、新しいものをつくる力

がある。それらから「緑と花と彫刻のまち」宇部

である。

宇部商工会議所会頭 安部研一様の挨拶では、２

日目の会場でもあった宇部市渡辺翁記念会館にま

つわる内容が印象的であった。宇部は石炭を海底

から掘り出すことで、明治以降、産業興してきた。

この石炭もいつかは枯渇するとの予測し、まちの

インフラ造り、産業の転換へと舵を切って今に至っ

ている。この会館もそんな思いの中で造られてい

る。

因みに、前日宿泊しましたANAクラウンプラザホテ

ル宇部が入居している宇部興産ビルと、この会館

は、昭和を代表する建築家・村野藤吾氏によるも

ので、彫刻のまちに相応しいものであった。

また、ときわ公園内にある石炭記念館を見学して、

長年にわたり多くの方々のご苦労があったことを

感じた。

会長 久藤 孝仁

地区大会二日目の報告を致

します。

先ずは、個人表彰をお受け

になった円山会員、菅会員

のおかれましては、おめで

とうございます。益々健康

にご留意され公私共にご活躍頂きますよう、ご祈

念申し上げます。

本会議、午後の部では、米山奨学生の方々の中で、

4名の方が報告をされました。中身の濃いしっかり

とした発表に、会員一同関心致しました。最近の

若者はとかネガティブな発言を耳にしますが、そ

れを撥ね退ける立派な発表、体験で今後の活躍を

期待致しております。

続いて、筑波大学名誉教授、村上先生の「遺伝子

オンにして可能性を引き出す」との演題の講演を

拝聴致しました。遺伝子の不思議な力をユーモワ

交え、会員全員を引き付ける楽しい講演でした。

一言で説明出来るものではございませんが、人間

の遺伝子の98％は休んでいるようで、2％の活躍で

我々は生活しているようです。環境の変化では休

んでいる状態の物を少しでも活性化させていける

ようです。皆様のご活躍を期待致します。

次年度の地区大会は広島中央RCをホストクラブに

広島での開催です。多数のご参加をお願い申し上

げます。閉会行事の後、懇親会を過ごし午後10時

頃には無事帰ってまいりました。地区大会参加総

人数、1830数名だそうです。

参加会員の皆様、あらためましてご苦労様でござ

いました。

(補足)2018年にはポリオ撲滅を宣言出来そうです。

□日時 平成27年10月29日(木)

□議題

①新会員推薦の件 承認

広島市信用組合竹原支店 橋田様

②広島商船高等専門学校留学生ホームステイの件

日程 11月7日(土)、8日(日)実施 承認

荒谷会員宅宿泊
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