
□点 鐘

□ソング：それでこそロータリー

□ゲスト：三井金属(株)竹原製煉所 加賀夢人様

□会員数：３７名 □出席者：２６名

□欠席者： ４名 □免除者： ４名

□メイク： ３名 □出席率：８８．５７％

□会員誕生日 藤中 保 久藤 孝仁

下山 生修 堀越 賢二

板場 英行

□結婚記念日 藤中 保 土居 敏昭

□配偶者誕生日 橋田 浩司 西岡 一道

□事業所創立 田中 幸俊 尾野 剛章

□特別スマイル

・西岡様、入会おめでとうございます。スポンサー

の夜船会員に感謝致します。 （本庄純夫）

・たけのこ会ゴルフコンペで優勝しました。有難う

ございました。 （久藤孝仁）

・先日の聖恵文化祭では大変お世話になりました。

有難うございました。 （川崎俊和）

会長 久藤 孝仁

皆さんこんにちは、先ほどの入会式において西岡会

員に入会していただき、本日で37名になりました。

大変喜ばしいことです。会長幹事も含め推薦者の方々

には新会員へのアドバイス等宜しくお願い申し上げ

ます。

先日の23日には聖恵文化祭に、会員及び家族、計18

名の方々にボランティアを頂きまして有難うござい

ました。例年に増して多くの入場者が有った様に感

じ、川崎会員のご心労をお察し致します。ご苦労様

でございました。また、当日は佐藤会員から飲み物

の提供を頂きまして、有難うございました。

先ほどご紹介がありました様に、本日は加賀夢人様

にライラの報告をお願い致しております。２日間ご

苦労様でございました。後ほど宜しくお願い致しま

す。

また本日のプログラムでは、年次総会を予定致して

おりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

三井金属(株)竹原製煉所

加賀 夢人様

11月14日,15日とRYLAに参加さ

せて頂きましたので簡単ではあ

りますが、お時間を頂きご紹介

させて頂きます。

先ずそもそもRYLAとは、青少年

指導者養成プログラムという名称で、それぞれの地

域からの参加者と共にプログラムに取り組み、絆や

情報交換をしていく中で心と体を高めていくといっ

たものです。今年度については、「至誠～原点に立

ち戻りリーダーシップを学ぼう～」ということで山

口県萩市にて開催されました。内容としましては、

お手元にお配りしましたRYLAのタイムスケジュール

の通り盛りだくさんの内容で、主には二つ(基調講

演が二つ、グループワーク）から構成されておりま

す。

先ず基調講演については、松陰神社の宮司であられ

る上田様から「吉田松陰と塾生たち」といった題目
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で、講演を拝聴いたしました。

吉田松陰とはどんな人物であり、何故ここまで数

多くの偉人たちを松下村塾から輩出したのかを説

明頂きました。吉田松陰は下田踏海及び江戸の取

り調べから行動力、その行動に対して自首をする

という偽らない心を見せ、その後長州萩藩に戻さ

れてからの野山獄での囚人への教育、松下村塾で

の教育に多くの偉人を輩出しました。 吉田松陰と

いう人物は、志を持ち、積極的な行動を自ら見せ、

塾生たちに「人としてどう生きるべきか」、「日

本人としてどう生きるべきか」といったことを主

軸に教育行動をした方だということで大和魂をもっ

ていたという話がありました。大和魂の語源は、

源氏物語に最初に登場し、和魂漢才という意味合

いになります。つまりは、海外から得た知識を基

礎として取り入れ、それを日本の実情に合わせて

応用的に発揮することということで、それが現代

についても必要なことだという講和でした。

併せて、その後に松陰神社の見学では普段は入る

ことのできない松下村塾に上がらせて頂き、さら

に詳しい話もして頂きました。

萩博物館特別学芸員の一坂先生からも同様に吉田

松陰の生い立ちや、吉田松陰が持っていた国防と

いう思想の説明と共に吉田松陰の言葉の紹介をし

て頂きました。

グループワークについては、「リーダーシップ像」

というテーマで8人のチーム編成で取り組み、夜遅

くまで皆で討議を交わして、翌日の15日に発表を

致しました。私たちのチームは上田宮司様の講和

でもあった大和魂ということを主軸にし、具体的

にはどういった能力や思いを持つべきなのかを考

え発表しました。初めましての人たちと共にグルー

プワークを行うのは、就職活動以来でなかなか上

手に進まない点等もありましたが、多くの視点や

考え方に触れることで、新たな発見などができ、

今後の職業人生活においても広い視野や個々人の

意見の重要さ、多様さを再認識することができま

した。

この二日間を通じ、職業人として日本人としてど

う今後生きていくべきなのかを考えることができ

たプログラムであったと感じております。

簡単ではありますが、以上でRYLAの報告を終わら

せて頂きます。本当に貴重な機会を与えて頂き有

難うございました。

竹原ロータリークラブ細則第5条第1節により年次

総会を開催しました。指名委員会委員長夜船会員

より次のとおり報告が行なわれ、承認されました。

2016－17年度理事役員

会 長 菅 義尚

副 会 長 板場 英行

会長エレクト 鴨宮 弘宜

直 前 会 長 久藤 孝仁

幹 事 宮本 和彦

会 計 田中 幸俊

理 事 坂田 武文

本庄 純夫

吉本きよ子

堀越 賢二

福本 博之

□Ｇ９ガバナー補佐 市川 重雄

12月3日(木)18時30分より大広苑においてＩＭ実行

委員会を開催します。□次年度幹事 宮本 和彦

例会終了後、次年度理事役員会をこの場で開催さ

せて頂きますので宜しくお願い致します。

□親睦活動委員会 委員長 尾野 剛章

例会終了後、親睦活動委員会を開催致します。

会員 佐々木秀明

私がロータリークラブ入会に

至りましたのは、スポンサー

の方々の何度も入会を勧める

熱意に負けたからであります。

初めての例会出席の時は、私

の父親世代の方が居られ、こ

のような場所で務まるのか大

変不安な中での出発でした。例会を続けていくう

ち、徐々にではありますがロータリーの仕組み、

ロータリーの良いところ等も知り、入会しなけれ

ば出来なかった経験をしたり、いろいろな方々と

の出会いが有ったりと、今ではスポンサーの方々

に感謝しております。

入会して21年目、こんなに続きましたのも諸先輩

方はじめ皆様のおかげです。家族の協力、健康な

どのおかげです。感謝いたします。

私には気になることがあります、ある方の講演の

中で、「ロータリーは奉仕団体ではない。ロータ

リー運動は倫理運動です。ロータリークラブは寄

付団体でも慈善団体でもボランティア団体でもあ

りません」と言われ、早速倫理とは何かを調べて

みました。

倫理とは、人として守り行うべき道、善悪、正邪

の判断において普遍的な規準となるもの道徳モラ

ル。倫理運動それはそれで解ります。しかしロー

タリーに入会して先輩方が奉仕活動、ボランティ

ア活動、慈善活動をやってこられ、それをロータ

リーは奉仕団体ではないと言われ、これには何か

訳があるのかずっと悩んでおりました。

ある方が親睦と奉仕のことを書いておられました。

親睦を目的として出発したロータリーも長く真摯

な議論を重ねながら大きな変貌を遂げてきました。

その結果、現在のロータリーの定款・細則の中か
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ら親睦の文字を見つけ出すことが難しく、僅かに

親睦活動委員会の項目にその痕跡を留めているに

すぎません、もはやロータリー・ライフの中で親

睦は不必要になってしまったのでしょうか。ロー

タリーの二本柱としてロータリアンの殆どは親睦

と奉仕を挙げていますし、新しい年度が始まって

新会長挨拶には決まって親睦と奉仕という言葉が

述べられます。親睦と奉仕がロータリー・ライフ

を支える二本の大きな柱であることは疑いのない

事実だと思います。奉仕とボランティアは同意語

でしょうか、で終わっています。

ボランティア、自主的に社会活動などに参加し奉

仕活動をする人のこと。また日本では奉仕活動そ

のものを指すこともある。

奉仕は、利害を離れて国家や社会などのために尽

くすこと。

奉仕とボランティアは同意語です。今日の入会式

でも久藤会長がロータリーの理念は親睦と奉仕で

ありとここでも親睦と奉仕を言われています、ま

た共に手を携え、明るい豊かな郷土のため、さら

には平和な国際社会実現を目指し、お互いに頑張

りましょう。とこれも奉仕活動です。50年間続い

た竹原ロータリークラブの奉仕活動を私達が引き

継いでいきたいと思います。

□御 名 前 西岡 一道

□事業所名 (株)西岡石油

□職業分類 石油販売

＜御挨拶＞

本日は晴れやかな気持ちでこ

の場に参加させて頂きました。

今後ともご指導を宜しくお願

い申し上げます。
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11月23日(月)聖恵文化祭ボランティア、参加された
会員・御家族の皆様大変お疲れ様でした。


