
□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□４つのテスト：山根幹事

□ゲスト：国際ロータリー第2710地区

グループ９ガバナー補佐 三宅 宏 様

□会員数：２４名（免除者：３名）

□出席者：１７名 □欠席者： ６名

□メイク： １名 □出席率：７８．２６％

スマイルボックス

□会員誕生日 …木村、吉岡

□配偶者誕生日…三好

□事業所創立 …中川、鴨宮

□傘寿スマイル…木村

□特別スマイル

・Ｇ９ガバナー補佐 三宅 宏様

・三宅ガバナー補佐のプレ公式訪問歓迎致します。

(宮本和彦）

幹 事 報 告 幹事 山根 積

・９月ロータリーレート１＄＝１０６円

・令和元年８月九州北部豪雨災害義捐金 について

本日のプログラム ９月１２日 次週のプログラム ９月１９日

誕生月該当者会員卓話
ガバナー公式訪問

（広島空港RC合同）

【２０１９年９月５日 第２６７０回 例会記録 】
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木村安伸会員、傘寿を迎えられました。

おめでとうございます。



会 長 の 時 間 会長 宮本 和彦

本日はプレ公式訪問の日

でございます。

尾道東ロータリークラブ

より2710地区グループ９

ガバナー補佐を務められ

ておられます三宅宏様を

お迎えして、来る９月１

９日のガバナー公式訪問

に備えて、クラブの概要説明、地区への要望、私達

が今年度活動しております中で、各委員会が抱える

課題の解決策であったり、或いはクラブ全体での問

題点をリストアップしてガバナーに指導を仰ぐこと

であろうかと思います。効果的なクラブであるため

の皆さんの活発なご意見を期待しております。

この後、三宅ガバナー補佐の卓話を頂きまして、例

会終了後に活動計画の目標と問題点について報告し

て頂きます。

会長、幹事でガバナー補佐と公式訪問の打合せを行

いますが、今回は広島空港ロ―タリークラブと竹原

ロータリークラブとのガバナー公式訪問合同例会と

して、当クラブがホスト役ということで行いますの

で宜しくお願い致します。

プレ公式訪問 ガバナー補佐卓話

国際ロータリー第2710地区

Ｇ９ガバナー補佐 三宅 宏 様

皆様こんにちは。本日は、プレ公式訪問として来さ

せて頂きました。お時間を頂きましたので、私自身

のお話しと、公式訪問に向けて考えていることをお

話しさせて頂きます。先ずは５５周年おめでとうご

ざいます。

私が入会したのは平成４年ですが、私の入会当時は

分区代理という役職でした。それがガバナー補佐と

なり、ガバナー補佐としての役割が定められており、

忙しい日々を送っています。ガバナーに於かれまし

ては、私どころではない使命感と忙しさだろうと思

いますので、合同の公式訪問を楽しみにして頂きた

いと思います。合同公式訪問は、昨年吉原ガバナー

の時に尾道ＲＣと尾道東ＲＣが行いました。それが

Ｇ９の最初です。今年は竹原ＲＣと広島空港ＲＣ、

三原ＲＣと瀬戸田ＲＣ、尾道ＲＣと尾道東ＲＣが合

同で行います。因島ＲＣは単独です。メイクアップ

に行かれる方はご存じだとは思いますが、同じロー

タリークラブと言いながら、例会の進行、話す内容、

行っていることが全部違います。

私自身がロータリークラブというものを知ったのは、

実は私の職業分類は今は鮮魚配布になっていますが、

尾道に帰って来るまでは、あるゼネコンに勤めてお

りました。ロータリークラブを知ったのは、Saint

Vincent and the Grenadines（セントビンセント及

びグレナディーン諸島）という国があります。カリ

ブ海、西インド諸島の一つで、人口が約９万人の国

です。

そこへ何をしに行っていたかと申しますと、当時は

日本も世界捕鯨協会に入っておりまして、その国が

捕鯨をやっていることで、調査捕鯨等に賛成して頂

くために、水産無償という形で冷凍庫をつくったり

冷蔵庫をつくったり、実際には駅前の再開発の様な

その町のど真ん中に大きな魚市場を作るという仕事

をしに行っていた時です。

ですから、尾道に帰って入会した時は、少し英語が

話せる、一級建築士を持った、魚屋さん、という自

己紹介をしました。

セントビンセントは約９万人の国ですので大使館は

ありません。トリニダード・トバゴに大使館があり
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今後の例会・行事予定

９月１９日（木）ガバナー公式訪問

９月２６日（木）例会取消

１０月 ３日（木）通常例会 理事会

１０月１０日（木）通常例会

公式訪問（広島空港ＲＣと合同）

日 時 令和元年９月１９日（木）

場 所 大広苑

１１：３０～１２：００会長幹事懇談会

１２：３０～１３：３０ 例会

１３：３０～１３：４０ 集合写真

１３：４０～１５：１０ フォーラム

来訪者

２７１０ガバナー 晝田 眞三様（福山ＲＣ）

随行幹事 浅利 和男様（福山ＲＣ）

Ｇ９ガバナー補佐 三宅 宏様（尾道東ＲＣ）

補佐幹事 岸上 幸由様（尾道東ＲＣ）



ますので、その大使館から二等書記官を連れて、あ

る女性が来られました。その方は小さな旗を振りな

がらこのバナーを交換したいとお見えになりました。

私はバナーが何かも分かりません。二等書記官の方

に色々聞いたら、ロータリーのバナー交換をしたい

とのことでした。セントビンセントの首都にロータ

リーがありましたので、無事にバナー交換が出来ま

した。その女性は宇野宗佑さんという時の首相のお

嬢様でした。ということは、宇野首相はロータリア

ンだったんです。バナー交換を娘さんに託されたの

だと思います。その時に、日本の首相が入っている

ロータリーは偉いところなんだなという印象を持ち

ました。

ロータリーについていろいろ聞く中で、イギリスの

チャーチル首相、サッチャー、ジョンＦケネディ、

人類として月への第一歩を踏み出されたアームスト

ロング船長、ケンタッキーのカーネルサンダー、日

本で言えば松下幸之助さん、千玄室さん、凄い方々

がロータリアンです。ロータリーは政治とは一線を

画すというスタンスですから、首相であるから入っ

ているのではなく、既にロータリアンだった方が首

相や大統領になったということです。

メルビン・ジョーンズさんをご存知ですか。ライオ

ンズクラブの創設者で、元はロータリアンです。19

17年にビジネスサークルを一つに纏めて何かやりま

せんかと提案されて出来たのが始まりです。1958年

の国際大会でメルビン・ジョーンズさんが創設者に

決まったようです。なぜ創設者と云われるようになっ

たかというと、ロータリーに入られて奉仕の仕方に

ついてクラブで揉められたようです。ロータリーは

職業奉仕を中心に世界と繋がり、その中で奉仕を実

現しましょう。ところがメルビン・ジョーンズさん

は奉仕をするからには費用が必要でしょう。皆でお

金を集めてお金を使って奉仕しようと云われたそう

です。しかしロータリーの方々はそれは第一義では

ない、第二義だ、奉仕の方法論の意見の食い違いで

ロータリーをおやめになって、ライオンズを作られ

たそうです。御多分に漏れず、平成２年に尾道に戻

り、平成４年に父の友人の勧めでロータリーへ入会

しました。父はライオンズでした。ロータリークラ

ブに入って何がびっくりしたかと云いますと、初め

ての例会の時にゴングが鳴り、皆が起立して歌を歌

い始めることです。驚きました。

ロータリーの歴史を考えた時に、ロータリーが出来

たのは1905年です。日本は何をしていたかというと、

日露戦争です。そのような時代にアメリカでは４人

が集まり、仕事上で何か良いことをしよう、と考え

る人たちがいたということが凄いなと思います。

1905年、ポールハリスは３６歳。1868年明治維新の

お生れで、それから110有余年、今年度のロータリー

のテーマが世界を繋ぐです。文言読むとなるほどと

は思いますが、自分なりの解釈では、我々には社会

と繋がる色々なパイプがあります。小学校の頃は学

校と家庭を通じて社会と繋がります。社会人になれ

ば企業で社会と繋がり、地域社会では町内会で社会

と繋がり、家庭を通しても社会と繋がります。

ロータリーは世界を繋ぐのであれば、我々もロータ

リーを通じて世界と繋がることが出来るのだと思い

ます。ロータリーを通じて世界と繋がるとはどうい

うことなのだろうかと一年間で考えていきたいと個

人的には思っています。晝田ガバナーの信条は「ロー

タリーの未来を語り、礎を築こう」ですが、運営方

針の一番最後にある、クラブと地区運営の調和とい

うのが書かれています。実際に各クラブにお邪魔し

た時の温度差や感じ方の違いなどをこの一年を掛け

て調和できるようなことを思われているのではない

かと感じました。

最後に、今年尾道東ＲＣ、ＩＭの担当です。来年３

月２２日(日）会場はテアトロシェルネ、懇親会は

グリーンヒルホテルで行います。一生懸命おもてな

し出来るように頑張ります。全員登録して頂けるこ

とを期待しておりますので、宜しくお願い致します。

どうもありがとうございました。

クラブアッセンブリー

例会終了後、三宅宏ガバナー補佐、クラブ会員１５

名が出席してクラブアッセンブリーを開催しました。

１．会長挨拶

２．ガバナー補佐挨拶

３．会員自己紹介

４．委員会活動計画発表

５．ガバナー補佐講評

６．会長挨拶
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