
□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□ゲスト：国際ロータリー第２７１０地区

ガバナー 藤中秀幸様（岩国中央ＲＣ）

随行幹事地区副代表幹事 長濱僚昭様（岩国中央ＲＣ）

Ｇ９ガバナー補佐 福島偉人様（三原ＲＣ）

補佐幹事 田坂 潤様（三原ＲＣ）

□会員数：３２名（免除者：３名）

□出席者：２６名 □欠席者： ３名

□メイク： ３名 □出席率：９３．５５％

□特別スマイル

・藤中秀幸ガバナー様

・福島偉人ガバナー補佐様

・ようこそ、ガバナー御一行様。フォーラム宜しく

お願い致します。 (鴨宮弘宜）

幹事 井上 盛文

・第二回竹原市キャリア・スター

ト・ウィーク実行委員会案内

・竹原市共同募金（街頭募金）

運動の実施について

会長 鴨宮 弘宜

本日はガバナーの公式訪問

となっております。

藤中ガバナー、ご遠方のと

ころ竹原ロータリークラブ

に訪問頂きまして有難うご

ざいます。この後の卓話、

フォーラム等宜しくお願い

致します。

また、随行幹事、地区副代表幹事の長濱様、ガバナー

補佐福島様、補佐幹事の田坂様ようこそおいで頂き

ました。会員を代表し歓迎いたします。

さて、本日は公式訪問についてお話をさせて頂きた

いと思います。私たちは、慣例行事として毎年公式

訪問を行っておりますが、この機会に一度公式訪問

とはどういうものなのか再確認したいと思います。

ロータリー情報ハンドブックによりますと

『ガバナー公式訪問 (Governor's Official Visit)』

ガバナー公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各Ｒ

Ｃを個々のクラブまたは複数のクラブのグループと

して以下のような目的をもって訪問するものである。

○ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせる

○弱体クラブあるいは問題を抱えたクラブに特別な関心

を払う

○奉仕活動参加へのロータリアンの意欲をかきたてる

○クラブの定款と細則が、ロータリーの組織規定順守し

ていることを確認する

○顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガバナー

自ら表彰する

～以下、ロータリーハンドブックＰ86～

本日は、佐藤会員への米山功労者第６回マルチプル

の表彰をガバナーに行って頂きました。この後行わ

れる、フォーラムにおきましても公式訪問の意義に
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ９月２８日 次週のプログラム １０月５日

職 場 例 会
広島県栽培漁業センター

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

【 ２０１７年 ９月２１日 第２５８３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
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沿って実りある充実したものになります事を願い

まして、会長の時間とさせていただきます。

□職業奉仕委員会 委員長 市川重雄

９月２８日(木)は職場例会

です。広島県栽培漁業セン

ターに訪問させて頂きます。

１２時３０分～大広苑に於

いて例会・食事を行い、１

２時５０分にバス又は自家

用車で出発して、１３時よ

り一時間ほど視察させて頂

きます。宜しくお願い致します。

国際ロータリー第２７１０地区

ガバナー 藤中 秀幸様

皆様こんにちは。温かいお出迎えを頂きまして有

難うございます。先ほど会長・幹事懇談会を行い

ました。まさに懇談でいろんなお話をさせて頂き

まして、竹原の地域が分かったような気がしてお

ります。私自身は山口県岩国市の郊外になります

けれども、そこで税理士の事務所を開業していま

す。

さて、竹原ＲＣは１９６４年１２月３日に創立さ

れ現在の会長は５４代目ということで歴史と伝統

のあるクラブです。そこで、活動計画書の中に是

非皆様方の実績を載せて頂けると、会員増強の際

に役立てれるのではないかと思います。次年度以

降に検討して頂ければと思います。

私は１９５０年２月８日の生まれで６７才です。

竹原には私と同じ世代の方が沢山おられて嬉しく

思います。シニア世代は社会の担い手であります。

これからも若手を育てるということで頑張ってほ

しいと思います。今年の会長・幹事さんは若い方

ですので、しっかりとフォローして頂ければと思

います。

竹原ＲＣの昨年の平均出席率は９２．３３％、こ

の高い出席率を見ることで、例会をどんなに大事

にされているのかということが知ることが出来ま

す。出席率を上げる為にメイクアップの充実をし

て頂きたいと思います。ホームクラブへの出席は

とても大事ですが、どうしても出られない時は、

他クラブへメイクアップして下さい。他クラブへ

のメイクをすることで、他クラブを知り、他クラ

ブの活動、例会運営、そういったことを知ること

が出来ます。そして他クラブの良い所を自分のク

ラブへ持ち帰って頂き、例会が楽しくなるよう、

皆さんの為になるようにして頂ければ、一段と違っ

た例会ができるのではないかと思います。

今年度のイアン・ライズリーＲＩ会長のテーマは

『Rotary Making A Difference ロータリー：変

化をもたらす』、地区ガバナー信条は「時代の変

化の先頭に立とう!!ロータリーの心で地域創生を!

!」クラブの元気が地域の元気になるんだと訴えさ

せて頂いております。

今年の１月、サンディエゴで開催された国際協議

会に出席して参りました。そこでは世界各国から

５３９名のガバナーエレクトが参加しておりまし

た。うち女性は１０３名、１９．１％でした。

いま世界的に女性会員は約２０％です。ガバナー

エレクトの女性の数は世界的な標準なのだという

ことを目の当たりにすることが出来ました。

ライズリーＲＩ会長は、一番最初の全体会議に於

いて「Rotary Making A Difference ロータリー：

変化をもたらす」をテーマとして掲げられること

を発表されました。

変化をもたらす、どのような変化をもたらすのか。

ロータリアンが一生懸命困っている方の手助けを

する、そうすれば地域も良くなり、そういった方々

の人生も変わる…そういったロータリークラブは

非常に良いことをしているのだ、ロータリアンに

とってみれば嬉しいこと、誇らしいことです。

でも考えてみると、それだけではないんです。

自分たちが奉仕活動をすることにより、自分たち

自身の心も変化する。ライズリーＲＩ会長の「ロー

タリー：変化をもたらす」のテーマの裏には、我々

自身の心が大きく変わるということではないでしょ

うか。ロータリーの素晴らしさ、活動の幅広さ、

奥深さ、これを一生懸命活動することにより理解

して頂きたい、そうすることでもっとロータリー

活動の素晴らしさがよくわかり、奉仕をする心が

開門されるのではないでしょうか。そういうこと

をＲＩ会長が言われているのではないでしょうか。

国際協議会へ日本から３４名のガバナーエレクト

が参加して分科会はＲＬＩ方式で行われました。
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そして自分はこのテーマについてどう思うかとい

う方法で研修が進みました。

３４名のガバナーエレクトの皆が、やはり変化を

もたらすということは、我々の心に大きな変化を

もたらすのだろう、という結論になりました。

現実に私も日本に戻り、青少年交換のお世話をさ

れた方の話を聞く機会がありました。

「これまでロータリー活動をあまりしていなかっ

たが、やむを得ずお世話係を引き受けた。それに

よって青少年交換の活動の素晴らしさを感じるこ

とが出来ました。これからもロータリー活動を一

生懸命やっていきたい。」

これも心に大きな変化をもたらしたことだと思い

ます。これがライズリーＲＩ会長の言われている

ことだと思います。

先ほども申し上げましたが、今年度ライズリーＲ

Ｉ会長の一番大きな目標は女性会員です。

１９８９年の規定審議会でロータリーは女性会員

の入会を認めました。それから２８年経過しまし

た。

しかし女性会員は約２０％です。ちょっと少ない

のではないか。

そして女性会員だけでなく、３０代の若い会員は

５％にも満たない。これでロータリーが本当に生

き残っていけるのだろうか、持続可能性はどうな

のか、そういったことが国際ロータリーとしての

大きな課題となっているというお話をされました。

従いまして、私もあちらこちらで女性会員を増や

しましょうとお話しをしています。竹原クラブに

は女性会員が沢山いらっしゃいます。そうした面

ではかなり先駆的なクラブだと思います。

２０１６年規定審議会で、クラブ運営の柔軟性が

大胆に認められました。鴨宮会長からは本当にそ

れでよいのだろうか、不易流行、残すべきものは

残さなければならない、変えるべきものは変える、

変える勇気が必要だ。いろんな面でクラブの活動

を棚卸して、ロータリーとはどんなものかという

ことを再確認したいというお話しを頂きました。

８月に開催した地区指導者研修セミナーでクラブ

運営の柔軟性ということで各クラブからアンケー

ト調査をさせて頂きました。

規定審議会では、例会は月に二回以上やればよい

ということになりました。アンケート調査の結果

はどうかと申しますと、二回にしているところも

ありますが、それはほんの僅かです。

あるクラブでは、理事会で経済的負担を減らしク

ラブの財政をしのぎたいとの理由で、例会を二回

にすると提案されましたが、総会に於いて、その

ような理由でなぜ減らすのかという意見で理事会

の提案が否決され、これまで通りの開催になった

クラブもあります。

最後になりますけれども、皆様方はロータリー情

報については、ロータリーの友を読まれていると

思いますが、マイロータリーの登録をお願いしま

す。竹原ＲＣは３人の方が登録されています。

７３クラブ中５９人です。マイロータリーにはい

ろんな情報が入っていますので、是非ともマイロー

タリーへの登録をお願いします。

皆様方のクラブは長い歴史と伝統があります。さ

らに力を入れて活動され、若い方を育てて、竹原

の地が活性化するように、皆様方地域のリーダー

でありますので、健康に気を付けながら活動して

頂ければと思います。

日 時：９月２１日(木)１３：４０～１５：１０

出席者：藤中ガバナー、福島ガバナー補佐

長濱随行幹事、田坂ガバナー補佐幹事

鴨宮、井上、宮本、板場、菅、佐渡、

市川、藤中、本庄、佐藤、吉岡、土居、

中川、吉本、木村、夜船、三好、小坂、

尾野、山根会員 以上２４名

（司会進行：福島ガバナー補佐）

１．開会

２．配布資料確認 フォーラム次第 席次表

３．会長挨拶 鴨宮会長

４．ガバナーご挨拶 藤中ガバナー

５．出席者自己紹介

６．協議（フォーラム）

テーマ “クラブの元気が地域の元気”

Ⅰ．元気なクラブをめざして

①2016年規定審議会で決定されたクラブ運営の柔

軟性に関する規定の活用について

②クラブ戦略計画の立案、改定

Ⅱ．連携と共感（ＲＬＩ卒後プログラム）

①ロータリークラブ間の連携

②他の民間奉仕団体、ＮＰＯ法人との連携

③行政、福祉法人、公的機関との連携

④地域の任意奉仕活動団体との連携

Ⅲ．ＲＡＣ、ＩＡＣの育成

Ⅳ．ガン予防の推進 青少年に対する取り組み

Ⅴ．ＲＩ会長提唱

地球の持続可能性 “会員1人１本の植樹を”

Ⅵ．その他

７．講評 藤中ガバナー

８．謝辞 鴨宮会長

９．閉会
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＜他クラブ例会変更お知らせ＞

１０/０４(水)広島空港ＲＣ→１０/０７(土)月見家族例会

１０/１０(火)三原ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１０/１１(水)瀬戸田ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１０/１８(水)広島空港ＲＣ→１０/１４(土),１０/１５(日）本郷町商工祭り

１０/２５(水)広島空港ＲＣ→１０/２９(日)地区大会

１０/２５(水)瀬戸田ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１０/３１(火)三原ＲＣ→２９日(日)地区大会

１０/３１(火)尾道東ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１１/０１(水)広島空港ＲＣ→休会

１１/０１(水)瀬戸田ＲＣ→休会

１１/２２(水)広島空港ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１１/２２(水)瀬戸田ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１１/２９(水)瀬戸田ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１２/１３(水)瀬戸田ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１２/２０(水)広島空港ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１２/２０(水)瀬戸田ＲＣ→夜間例会

１２/２６(火)尾道東ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１２/２７(水)広島空港ＲＣ→１２/２３(土)クリスマス家族例会

１２/２７(水)瀬戸田ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

１/３,１/１７,１/３１(水)瀬戸田ＲＣ→休会(定款第８条第１節)

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

佐藤守幸会員は米山功労者第６回マルチプルを受賞

されました。藤中ガバナーから表彰状を授与して頂

きました。


