
□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□ロータリアンの行動規範

□会員数：３２名（免除者：３名）

□出席者：２８名 □欠席者： ４名

□メイク： ０名 □出席率：９０．３２％

□会員誕生日 …市川、川崎、山根、西岡

□配偶者誕生日…土居、宮本

□事業所創立 …菅、本庄

□就任スマイル…菅、鴨宮、板場、尾野、久藤、

宮本、三好、井上、山根、吉本、西岡、佐藤、

市川、佐渡、木村、中川、夜船、荒谷、堀越、

本庄、大森、土居、吉岡、小坂、川崎、金澤、

大成

□１００％出席…菅、佐渡、宮本、中川、木村、

井上、荒谷、金澤、鴨宮、大森、吉本、板場、

佐藤、土居、久藤、市川、吉岡、本庄、尾野、

三好、堀越

□古希スマイル…川崎

川崎 俊和会員

幹事 井上 盛文

・第１４回ロータリー韓日親善会議ご案内（ソウル）

・竹原市まつり協会会費納入のお願い

・例会終了後定例理事会開催

会長 鴨宮 弘宜

今月より、2017―18年度がスタートいたしました。

井上幹事、また会員の皆様と一緒に一年間歩を進め

て参りたいと思いますので、何卒よろしくお願いい

たします。基本的に、第一例会の会長の時間では、

「ロータリーの友」の中から私の独断で選ばせて頂

いた記事等を読ませて頂くことにしたいと思ってお

ります。ロータリークラブでは、「ロータリーの友」

の精読を奨励されております。皆さんも、是非タン

スにポンではなくお時間のある時に精読されること

をお勧めいたします。じつは、私自身「タンスにポ

ン」でしたので、大きなことは言えないのですが、

会長の職を頂き、改めて目を通させて頂きました。

各所に考えさせられることや、為になる文書があり、

これを機に精読に励みたいと思います。

お手持ちの「ロータリーの友」の80ページ、友愛の

広場をお開き下さい。福井あじさいRC中村様の寄稿

文「これからのロータリークラブ、不易流行」を拝

読させて頂きます。この寄稿文を選ばせて頂いたの

は、私の運営方針と共鳴するところが大であるから

であります。時代がどう進もうとも、変えてはなら

ないものと、どのような素晴らしい伝統や慣例等が

あっても生き生きと存続し、後世にさらに伝承し続

けられるために、あえて変化を恐れずチャレンジし

ていく大切さを改めて考えさせられました。

この一年、未熟者故、皆様に多大なご迷惑等をおか

けいたしますが何卒よろしくお願い致しまして会長

の時間とさせていただきます。ご清聴有難うござい

ました。
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ７月１３日 次週のプログラム ７月２０日

各委員会計画発表（会長発表）
クラブアッセンブリ―

クラブ管理運営委員会担当例会

【 ２０１７年７月６日 第２５７３回 例会記録 】

会 長 鴨宮 弘宜
会長エレクト 板場 英行
副 会 長 宮本 和彦
幹 事 井上 盛文
副 幹 事 木村 安伸
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 山根 積

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

副 Ｓ Ａ Ａ 西岡 一道
直 前 会 長 菅 義尚
管 理 運 営 尾野 剛章
会 員 組 織 三好 静子
奉 仕 宮本 和彦
広 報 久藤 孝仁
Ｒ財団米山 大成 義彦
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会長 鴨宮 弘宜

会長の時間でも、お話しさ

せて頂きました。

「不易流行」の精神で一年

間を進めさせて頂きたいと

思います。6月に「長期戦略

計画委員会」も立ち上げる

ことになりました。大変喜

ばしいことだと思います。

当初は、私の独断でいわゆる入会金の減額、無料

化。またはスマイルの減額、無料化、各事業のゼ

ロベースでの見直し等を考えていましたが、理事

会などで話し合いを継続する中で、「長期戦略計

画委員会」設置のご意見を頂くことになりました。

この一年間、基本は皆さんと共に「何を変え、何

を守るのか」しっかりと例会等を通して話し合い、

協議させて頂く中で、板場次年度会長年度に、新

しい竹原ロータリークラブの姿が少しでも形となっ

ていることができれば幸いであります。

既に、事業計画、プログラムも出そろっています

が、各理事、委員長におかれましては「不易流行」

の精神で変化を恐れずチャレンジしていただきた

く思います。また、できるだけ皆様との協議の場

を設けたいと思いますので、多少のプログラムの

変更もあり得ますので、予めご了解いただきたい

と思います。プログラム委員長、ご理解のほど宜

しくお願い致します。

「不易流行」と「試行錯誤」、そして「親睦の充

実」が運営方針の柱の一年になります。親睦委員

会の予算のみ、独断で増額させて頂きました。協

議と親睦の楽しく充実した一年になりますようご

協力のほど宜しくお願い致しまして、運営方針の

説明とさせていただきます。

ご清聴ありがとうございます。

幹事 井上 盛文

①会長方針・方向性に従い会

長の補佐に務めます。

②コミュニケーションを深め、

納得に至るまで何度も議論す

る環境作りに務めます。

③その為に、その前提として

厳しいご意見は私にお伝えく

ださいませ。

④「変化」をキーワードとしておりますが、「変

化」することが目的と言うことではないことを

確認しています。

⑤明るく楽しいロータリークラブになるよう最善

を尽くします。

皆様の御協力を宜しくお願い致します。
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「こころに残る言葉」

会員 西岡 一道

本日は「こころに残る言葉」

として、職業上で少しは関

係があったと思えるお二人

の言葉として2～3紹介しま

す。

一つは、Ｔ岡田家の昔から

言い伝えられている家訓、

「大黒柱に車をつけよ」というものです。大黒柱は、

屋台骨として「どっしりと動かないもの」というの

が普通の捉え方ですので、これが歴史ある商家の家

訓というのですから驚きです。

「伝統や過去の成功体験にあぐらをかくことなく、

お客様に良かれと思えることには果敢にチャレンジ

せよ」ということでしょう。

同じ題名で本も出版されており、企業風土を学ぶ良

い教材として何回となく読んだものです。

当然のことですが、Ｔ岡田はオリックスの選手では

なく、イオングループの創業者の岡田卓也氏です。

念のため！

次は「海賊の言葉」を紹介します。

一つ目は、「順境に悲観し、逆境に達観せよ」とい

うもので、「事業が順調なときは気持ちを引き締め、

逆境の時はむしろ楽観な視点から打開策を見出して

ゆく」ということでしょう。

もう一つは、「人、人を呼ぶ」というものです。あ

る彫刻家から「物、物を呼ぶ」、それは例えば五枚

ある皿が何かの都合で別れ別れになっているとき、

一枚を非常に愛していると、あとの四枚が自然に集

まってくるような出来事を指すと教わります。「物、

物を呼ぶ」という体験を数多くするうちに美術品だ

けでなく、人にも当てはまることに気付くのですね。

いい人がいい人を呼んで、いい人のグループが出来

るということを！

もうお気づきでしょうが失礼にも「海賊」と紹介し

たのは、出光興産の創業者の出光佐三氏です。岡田

つながりですが、Ｖ６の岡田准一さんが映画「海賊

と呼ばれた男」で演じた役のモデルの人物です。

映画の影響は大で、出光興産、出光佐三氏に関する

本も何冊か出版されましたが、「短めの言葉で、記

憶の残るもの」を紹介させて頂きました。

カッコを埋める形のレジメを用意しようとも思いま

したが鴨宮会長から「俺のパクリか」とお叱りを受

けそうで口頭だけにしました。

貴重な時間を頂き、望外の喜びです。これは将棋の

藤井四段の「パクリ」です。ご清聴ありがとうござ

いました。

□日 時 平成２９年７月６日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 ９名

□議 題

①新会員推薦の件 承認

広島市信用組合竹原支店 勇崎 浩太郎様

②芸南学童水泳大会新記録賞トロフィー購入 承認

１０個 １６，６３２円

③第11回あきつふれあい夏まつりの件 承認

日時 平成２９年８月１９日(土)

場所 安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター

内容 子育て支援（授乳・おむつ交換）

風船配布

風船３００個名入れ＠１２０円３８，８８０円

ヘリウムガス２７，０００円

④納涼例会の件 承認

日 時 平成２９年８月２４日(木）１８時

場 所 竹原シーサイドホテル

登録料 会員・配偶者 ３，０００円

⑤竹原市まつり協会会費納入の件 承認

１０万円

⑥長期計画戦略委員会の件 承認

委員長 鴨宮会長

副委員長 板場会長エレクト

⑦坂田武文会員退会の件 ６月末 承認
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