
□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 吉原 久司様（尾道RC）

随行幹事 瀬尾 暁史様（尾道RC）

Ｇ９ガバナー補佐 村上 光様（因島RC）

補佐幹事 幡地 康永様（因島RC）

□会員数：３２名（免除者：４名）

□出席者：２５名 □欠席者： ５名

□メイク： ２名 □出席率：８７．１％

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

□特別スマイル

・ガバナー 吉原久司様

・Ｇ９ガバナー補佐 村上 光様

・第2710地区吉原久司ガバナー及び随行の皆様方の

御来訪を歓迎致します。本日の例会、フォーラム、

宜しくお願い致します。 （板場英行）

幹事 尾野 剛章

・平成３０年度共同募金(街頭募金)運動の実施に係

る協力について(お願い)

吉原ガバナーにプレゼンターをして頂きました。

＜板場英行会長 ベネファクター受賞＞

会長 板場 英行

本日９月２０日は秋の彼岸

入りです。暑さ寒さも彼岸

までと言われるように、厳

しかった残暑も和らいでい

る現今です。ガバナー公式

訪問として御来訪いただき

ました国際ロータリー第２

７１０地区ガバナー吉原久

司様、グループ９ガバナー補佐村上光様、ガバナー

随行幹事瀬尾暁史様、ガバナー補佐幹事幡地康永様

には、お足もとの悪い中御来駕いただきありがとう

ございます。例会での卓話、例会後のフォーラムで

お世話になります。ロータリーの抱える問題と課題

に対し、貴重なご見解を拝聴できれば幸いです。

今日投開票の自民党総裁選挙、セリーグ３連覇地元

胴上げに気持ちが高ぶる日ですが、ガバナー公式訪

問の最重要イベントの日であります。会長の時間は、

手短に終え、吉原ガバナーによる卓話の時間を充分

に充てたいと考えます。

本日９月２０日は、全国老人クラブ連合会が主唱す

る「全国社会奉仕の日」です。全国の老人クラブが、
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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２７日 次週のプログラム １０月４日

がん予防啓発推進委員会担当例会
誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

【 ２０１８年９月２０日 第２６２８回 例会記録 】

会 長 板場 英行
会長エレクト 宮本 和彦
副 会 長 久藤 孝仁
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 吉本きよ子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子
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副 Ｓ Ａ Ａ 高橋 靖彦
直 前 会 長 鴨宮 弘宜
管 理 運 営 山根 積
会 員 組 織 荒谷 隆文
奉 仕 西岡 一道
広 報 市川 重雄
Ｒ財団米山 小坂 啓子
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「仲間と集い、高齢者の元気な姿を示そう」をスロー

ガンに、各地で「花のある町、ゴミのない町」を目

指した美化・環境活動に取り組んでいるものです。

高齢でありながらも地域社会に対する感謝と地域の

担い手としての活力を示すねらいで実施されていま

す。本年度も、「きれいな地球を子供たちへ」のス

ローガンで、奉仕・ボランティア活動が展開されま

す。自分の居住地は今朝からの降雨で明日に順延と

なりましたが、ロータリーの社会奉仕に連携する活

動であり紹介させていただきました。

□親睦活動委員会 委員長 山根 積

11月15日(木)、16日(金)親睦旅行例会を行います。

行先は高知県です。費用は一人当たり34,000円を予

定しています。最低15名以上集まらない場合は再検

討の予定です。皆様奮ってご参加くださいますよう

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 吉原 久司 様

皆様こんにちは。2018-19年度国際ロータリー第271

0地区のガバナーを拝命いたしました吉原と申しま

す。本日は、公式訪問に際しまして友情溢れる温か

い歓迎に接しまして感謝申し上げます。

先ず以って北海道胆振東部地震、また当地区に起き

ましては西日本豪雨災害で被災された方、並びに被

災された地域の皆様方に対しまして、お見舞い申し

上げますとともに、一刻も早い復興を願っておりま

す。

『ゴールデンゴング』について紹

介します。このゴールデンゴング

は、日本のロータリー100周年を

記念して、ロータリー日本事務局

と東京ロータリークラブが共同で

開発されました。３４地区日本に

ありますので、３４個ゴングを作

り、すべて地区にこのゴングを寄

贈されています。本来ならば東京クラブが承認され

たのは1920年100周年は再来年の話しです。ですか

らこのゴングは今年だけでなく来年もこちらに参り

ます。来年が終わりましたら３４個のゴングを東京

に集めて溶かし、大きなゴングにして東京オリンピッ

クに使われるということです。

ガバナーは地区におきまして国際ロータリーの唯一

の役員です。さて今年のＲＩ会長のテーマは、「BE

THE INSPIRATION」です。日本語訳は「インスピレー

ションになろう」です。日本のロータリーはこれを

日本語に直していません。ということで同期の３４

名のガバナーと喧々囂々と議論をしました。私の地

区は「鼓舞する人」、又は「感化し自信を取り戻さ

す人」とさせて頂きました。

同時に国際ロータリーは１月の国際協議会で「ロー

タリーのビジョン声明」を採択されました。『私た

ちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自

分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、

人びとが手を取り合って行動する世界を目指してい

ます。』

奉仕における持続可能性をロータリーでの合言葉と

しましょう。真剣にそう思うのなら、１０年後、２

０年後、３０年後、又は100年後の世界、私達の活

動が終わった後、この世を去った後までも永く続く
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●月見例会

日 時 １０月１１日（木）１８時３０分より

場 所 瀬戸内ゴルフリゾート

登録料 会 員 ５，０００円

配偶者 ３，０００円

●地区大会

日 時 １０月２１日（日）

場 所 びんご運動公園

交 通 バス

登録料 ６，０００円

出席者 板場、尾野、本庄、吉本、荒谷、久藤、

市川、菅、佐渡、金澤、吉岡、木村、

中川、宮本、夜船、西岡 計１６名

●親睦旅行例会

日 時 １１月１５日（木）～１６日（金）

行 先 高知県

費 用 一人当たり ３４，０００円（予定）

（身近な情報を投稿してください）

『板場年 最大関所 無事通過』

『平成の 最後の夏は 忘れない』

『大白鵬 時代は未踏 １０００勝』 金澤節生

『Vカープ カレンダー見ながら 丸をする』

『昼に来て 朝夕かえる 今年の残暑』 市川重雄



変化を生みましょう。私達が決して会うことのない

人、最愛の人を含め、子や孫たちの世代の人に対し

ての変化を生みましょう。

ＲＩ会長はバハマ人で、日本と同じように島国です。

国土の約８０％が海抜１メートル以下の島で、諸説

ございますけれども、２１００年までに海面が２ｍ

上昇すると、バハマや日本の様な多くの島、世界中

の湾岸都市が水没してなくなると心配され、地球温

暖化を中心とする環境問題にも非常に力を注いでお

られます。

バリー・ラシンＲＩ会長の優先項目は、

優先項目１「クラブのサポートと強化」に関する目標

①現会員を維持する

②クラブの会員数を増やす

③新クラブを結成する

④女性会員、40歳未満の会員、ロータリーに入会する

ローターアクターの数を増やす

優先項目２「人道的奉仕の重点化と増加」に関する目標

⑤ポリオ撲滅活動への現金寄附と地区からのDDF寄付

を増やす

⑥DDFを利用した地元や海外での地区補助金ならびに

グローバル補助金を増やす

⑦インターアクトクラブとローターアクトクラブが地

元のロータリークラブや地域社会と一緒に、奉仕プ

ロジェクト(環境関連プロジェクトを含む)に参加す

るよう促す

⑧年次基金への寄付を増やし、2025年までに20億2500

万ドルの恒久基金を達成する

優先項目３「公共イメージと認知度の向上」に関する目標

⑨ポリオ撲滅におけるロータリーとロータリアンの役

割の周知を図る

⑩ロータリーへの認識を高め、「世界を変える行動人」

キャンペーンを推進する

⑪ロータリーショーケースとアイデア応援サイトを利

用したり、クラブ史を記録することでロータリーク

ラブのプロジェクトに対する認識を高める

内、④についてですが、世界で約２６％が女性会員

です。１月にガバナー研修でサンディエゴに行きま

して、６日間、朝８時半から１７時まで、昼食の１

時間をはさみホテルで缶詰め状態で研修を受けまし

た。世界の中で同期のガバナーが約５００名います。

うち、女性ガバナーは１６７名いらっしゃいました。

ところが日本では女性会員は６％です。当地区では

５.14％です。ここ竹原クラブは女性会員が多くホッ

としています。女性は男性にない能力を持たれてい

ます。しなやかさ、華やかさ、辛抱強さ、粘り強さ

を持っています。今後も会員増強を宜しくお願い申

し上げます。

さて、公共イメージと認知度の向上ということで、

国際ロータリーの最優先事項はポリオ撲滅でありま

す。ポリオ撲滅という言葉で世界中のロータリアン

を一つの旗のもとに集めているわけでございます。

一昨年が３７例、昨年が２２例、今年が１４例、数

年後には撲滅宣言が出る可能性が強まってまいりま

した。ところがなかなか撲滅宣言が出ないんです。

やはり平和が来なければ、ロータリアンが入ってい

けない地区が地球上にまだあります。紛争が収まら

ないと撲滅宣言が出来ないのが現状です。今、ロー

タリー財団並びに各国政府はポリオ撲滅のために２

００億ドルを毎年使っています。撲滅宣言が出まし

たら人類は期せずして２００億ドルのお金を毎年手

に入れることが出来るわけです。この２００億ドル

をどこに使うか、国際ロータリーは真剣に検討して

います。環境問題にいくのか、がん撲滅なのか、認

知症予防なのか、色々あるそうですが、近々中に国

際ロータリーからアンケートが届くと思いますので

宜しくお願いします。

さて、地区の話しになります。私のガバナー信条は

「輝こうロータリー ふたたび！」、基本目的は

「仲間を増やそう、すべてはそこから始まる」とさ

せて頂きました。重点運営方針は、クラブの活動計

画書に掲載されていますので参照してください。

今年はがん予防強化三か年の最後の年となります。

ぜひもう一度皆様方にお願いしたいのは、がんとい

うのは自分は関係ないと思わないように、今年もが

ん検診に行ってください。がんは治る病気です。是

非がん検診をよろしくお願いします。

さて、地区から各クラブへお願いすることは、会員

増強に関しましては、会員５１名以上のクラブは純

増２名以上、会員５０名以下のクラブは純増１名以

上。ロータリー財団寄付は、ポリオプラス一人当た

り３５ドル以上、年次寄付一人１５０ドル以上、恒

久基金(ベネファクター)一名以上です。米山記念奨

学会の支援は一人16,000円以上です。ここ数年間変

わっていません。宜しくお願いします。新たなお願

いとしては、米山梅吉記念館５０周年への寄付とロー

ターアクトクラブへの御協力のお願いです。

次は地区大会のお願いでございます。１０月１９日

(金)記念ゴルフ大会、２０日(土)本会議第一日目尾

道国際ホテル、２１日(日)本会議第二日目びんご運

動公園であります。メインゲストに阿川佐和子さん

をお招きして盛大に開催致します。ディスカッショ

ンも楽しいものをご用意しておりますので、どうぞ

多くの方々の参加をお待ち申し上げております。

さて、これからが本番でありますが、私は「輝こう

ロータリー ふたたび！」とガバナー信条を提案さ

せて頂きました。その心はですね、実は世界の中に

は３４のゾーンがあります。その内、第１ゾーンか

ら第３ゾーンまで日本人で独占しておりましたが、

阪神・淡路大震災、東日本大震災の影響もあり、日

本のロータリアンの数が激減し、この度の編成会議

でゾーン１の中にパキスタン、バングラディシュ、

インドネシア、この３か国が入って１bを形成しま

した。従いまして二年後から、ＲＩの理事は日本人

２人のところが１人に減員されます。それに伴いま

して国際ロータリーの役員、定員の削減があります。

それでなくても日本のロータリーの国際ロータリー

に対する影響力が非常に低下しています。

昨年の６月のＲＩ理事会で職業奉仕委員会が人道的

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



社会奉仕委員会の中に組み入れられることになりま

した。決して職業奉仕が終わったわけではありませ

んが、私達は今まで先輩から、ロータリーは職業奉

仕と社会奉仕、この２つの大きな車輪で真っ直ぐ前

へ向かって行くんだと教わりましたが、とうとう一

輪車になってしまいました。孫たちは一輪車にすい

すい乗れるのですけれども、我々じいじは一輪車に

は、よう乗れません。ということもありまして、本

年度私は個人負担で新会員に対しまして入会バナー

を差し上げることにしました。

さて、国際ロータリーは、近年会員数１２０万人前

後で伸び悩んでいます。めぼしい奉仕活動もままな

らない状態です。２０１６年規定審議会でクラブの

柔軟性を取り入れるという改革がありました。しか

し、会員減少に歯止めがかかっておりません。 ま

た大きな問題としましては、クラブ間格差が非常に

広がってきています。元気なクラブはどんどん元気

になるが、そうでないクラブは活動が低下している

ということです。そこで私は、やはりロータリーク

ラブというのは、ここを変えてはロータリーではな

くなるという課題と、これを変えなければ組織とし

て生き残れない課題があるのだと思います。その課

題をもう一度皆さんでしっかりお考え頂きたいと思っ

ております。変わってはいけない大きなものの中に、

ロータリーのポリシーと言いますか、考え方、哲学

があると思っています。その中にある哲学の一番大

事なものは、「決議２３－３４」ではないかと思っ

ています。人道的社会奉仕を表した「Service abov

e Self」という言葉、それから職業奉仕を表した

「He profits most who serves best」 というこの

二つは変えてはならないのではと思っております。

皆様方はロータリークラブへ入会されたのであって、

決してどこかの大きなＮＰＯ法人に入会されたので

はない。ぜひこれは変えてはならないと思います。

ただ変革に対しては、反対の意見が必ずあると思い

ます。反対の意見の中にあるのは、変えることに対

する不安があるのだと思います。

この壁の向こうには何があるのか、この山を登った

向こうにはどのような景色が見えるのか。それをク

ラブリーダーの方は真剣に戦略計画委員会をはじめ

真摯に検討してください。この壁の向こうにあるの

は竹原ロータリークラブの三年後の姿です。この山

を登った向こうに見える景色は竹原ロータリークラ

ブの五年後の目標です。それを皆さんで真剣に討議

をしてください。三年後の夢、五年後の夢を見て下

さい。それをドリームではなくてビジョンに変えて、

「インスピレーション」になってください。

我々の活動が終わった後、子や孫たちの世代までも

続くロータリー魂、すなわち、より良い世界への切

望、そして、より良い世界を作る事は可能だという、

ロータリアンの自信を取り戻してください。

皆様方にはＲＩ会長テーマとガバナー信条を十分に

御理解いただき、クラブの目標を達成されます事を

切に願っております。ロータリーは今、岐路に立っ

ております。あまりもう時間がないかもわかりませ

ん。どうぞ私と一緒に輝ける明日に向かって一歩前

へ踏み出して頂きたいと思っております。

ご清聴ありがとうございました。

日 時：９月２０日（木）１３：４０～１５：１０

出席者：吉原ガバナー、村上ガバナー補佐

瀬尾随行幹事、幡地ガバナー補佐幹事、

板場、尾野、久藤、宮本、佐渡、市川、

吉岡(一)、土居、荒谷、木村、鴨宮、小坂、

山根会員 以上１７名

司会進行：村上ガバナー補佐

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 板場会長

４．ガバナーご挨拶 吉原ガバナー

５．出席者自己紹介

６．協議（フォーラム）

１）ロータリークラブの公共イメージアップにマス

メディアの活用について

２）ロータリアン間の利益誘導の是非について

３）西日本豪雨災害義捐金の流れについて 、ロー

タリーとしての義捐金のあり方、義捐金の基準

について

４）クラブ例会のあり方について

５）国際ロータリーにおける職業奉仕についての考

え方について

６）その他

７．講評 吉原ガバナー

８．謝辞 板場会長

９．閉会

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


