
□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：吉岡会員

□ゲスト：G9ガバナー補佐 澤井一徳様

補佐幹事 鶴田幸彦様

□会員数：１７名（免除者：１名）

□出席者：１４名 □欠席者：１（うち免除１）名

□メイク： ２名 □出席率：１００％

スマイルボックス

□会員誕生日 …木村、吉岡

□結婚記念日 …久藤

□配偶者誕生日…三好

□事業所創立 …中川、鴨宮

□特別スマイル

・G９ガバナー補佐 澤井一徳様

・プレ公式訪問ご苦労様です。（久藤孝仁）

本日のプログラム ９月１０日 次週のプログラム ９月１６日

記念日該当者会員卓話
クラブアッセンブリー

ガバナー公式訪問
於：フォレストヒルズガーデン
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記念日代表者謝辞

９月 木村安伸 会員

幹 事 報 告

副幹事 吉本きよ子

・９月ロータリーレート

１＄＝１０６円

会 長 の 時 間

会長 久藤 孝仁

本日は、来る９月１６日の公

式訪問に向け、澤井ガバナー

補佐、鶴田ガバナー補佐幹事

にお越しいただきまして、誠

にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症対

策に伴い、時間を少々短縮し

た形式にて開催いたしますが、卓話の後にはクラブ

協議会を開催し、活動計画の目標や公式訪問時の質

問等を整理させていただきたいと思っております。

ガバナーから３議題の提案を受けております。

１．会員基盤強化について

２．新型コロナウイルスに対応するクラブ運営の在

り方について

３．ロータリー財団寄付について

会員増強を会員全員で取り組んでおりますが、いま

だ増強に至らず。今後の重要課題として取り組でお

ります。

卓話、協議会と時間がございますので、短いですが

会長の時間を終了いたします。

プレ公式訪問

国際ロータリー第2710地区

2020-21年度G９ガバナー補佐 澤井一徳様

私は、今年度グループ９のガバナー補佐を務めさせ

ていただく、広島空港ロータリークラブの澤井です。

どうぞよろしくお願いいたします。

まずは「ロータリーとは何か？」を考えてみます。

「ロータリーの原点」という本の中には、「人を支

えようとする人の集まりであり、良い友人が多く出

来る集まりである」ということが書かれています。

何千人のロータリアンに聞けば何千通りの答えが返っ

てくると思いますが、もしロータリーがより寛容で、

より他の人の良さを認め、より他の人と親しく交わ

り助け合うようにしてくれるなら、人生の美しさと

喜びを発散し伝えるようにしてくれるなら、それが

我々の求めるロータリーのすべてであると思います。

それでは、簡単に自己紹介をさせていただきます。

職業分類はプラスチック製造業です。マツダの部品

を作っています。昨今のコロナの影響で３月末から

現在に至るまで、生産調整がかかっています。従業

員には休業をお願いせざるを得ません。４月・５月

は２割程度の就業、８割の休業でした。従業員の中

には技能実習生（中国・ベトナム）がおり、同じく

休業です。実習期間は３年です。実習が終了した子

は飛行機が飛ばないので帰国できず待機状態です。

これから日本に来る予定の実習生もベトナムにて待

機状態で人数も膨れ上がっています。今日の新聞で、

雇用調整助成金の申請期間が９月から１２月に延び

る可能性の記事がありました。６月・７月・８月と

生産が徐々に回復の兆しを見せていますが、今後、

コロナの感染状況でどうなるかは全く不明です。

ここでベトナムについて、少しお話しておきます。

ベトナムの給料は約２万円/月、平均年齢３０歳、面

積も人口も日本の８割くらいで9000万人です。因み

に、日本は平均年齢が４８歳です。ベトナムの技能

実習生は、現在約３０万人程度。面接では学科試験

（中学校の数学）と集団と個人の面接を行います。

決め手は笑顔です。技能実習の期間は３年ですが＋
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本日（９/３）のスケジュール
１２：００ 会長・幹事会
１２：３０ 例会開始
１３：００ 例会終了
１３：０５ クラブアセンブリー
１３：３０ 終了



２年の枠もあります。ベトナムでは、バイクが主な

移動手段で、２人乗りまではOKらしいのですがマッ

クス５人乗っているバイクを見ました。ホテルでは、

禁煙の部屋でたばこを吸うと罰金500万ドン（日本

円で\25,000）、ドリアンを持ち込むと500万ドン、

タクシーは１ｍ単位でメーターが上がる仕組みです

が、料金は日本の５～１０分の１５㎞で100円～200

円です。ただ、車の価格は日本の１.５倍します。

日本で200万円の車はベトナムでは300万円します。

そして、ベトナム料理は日本人にもよく合いそうな

料理が多いです。親日的で性格は穏やか、仕事に対

しまじめな印象です。日本との給料の差が大きいの

で日本に行きたい人が大勢います。

私のロータリー歴ですが、2007年入会しました。20

14-15年度、2018-19年度、２度、クラブ会長を務め

させていただきました。2015-17年度の２年間、米

山奨学生カウンセラーを行いました。

現在、2710地区クラブ平均会員数４０名ですが、こ

のコロナ禍の中、2710地区全体で１５０名のロータ

リアンが退会されております。竹原ロータリークラ

ブさんは、現在会員数１７名。ここ２年での会員数

の減少は寂しい限りですが、毎年行います４クラブ

合同例会では、竹原ＲＣの皆さんの仲のいい姿、そ

して笑顔の多さに感服しております。平均年齢67.8

3歳とクラブ高齢化が進んでおられますが、どうか

皆さんで協力して会員増強にご尽力いただければと

思います。

そんな中、来年度は、グループ９ガバナー補佐とし

て中川さんをご推薦頂きました。本当にありがとう

ございます。私自身もできるだけバックアップさせ

ていただきますので、会員の皆様方も中川さんをど

うぞお支え頂ければと思います。

昨年、ガバナー補佐の会議の際、ガバナー補佐の持

ち回りについて一つの提案をさせていただきました。

７クラブ（瀬戸田クラブを除くと６クラブ）の持ち

回りは、少人数クラブでは非常に厳しい。尾道・尾

道東・三原の３クラブが他のクラブの２～３倍の会

員数。「きっと、なりたくてもなれない方がいらっ

しゃるのでは？」と勝手に思い、ローテーションを

考え直してほしいと提案させていただきました。た

だ提案だけでしたが、グループ９の今後の問題とし

て考えざるを得ないことと思います。

さて、本日のこのプレ公式訪問の目的は、２週間後

に広島空港ＲＣと合同で開催されます公式訪問の準

備としての訪問です。ＲＩテーマとガバナー方針を

皆様にお伝えするとともに、皆様の活動状況や質問

事項を事前にガバナーに報告し、ガバナー公式訪問

の時の協議事項とさせていただくことを目的として

おります。

私のガバナー補佐としての役割は、ガバナーと各ク

ラブとの間の橋渡しをするとともに、グループ９全

体をとりまとめ、各種行事やの多いガバナーのバッ

クアップをするというものです。

地区ロータリー活動も１月２６日開催された第１２

期RLIﾊﾟｰﾄ１以降、地区会合もすべて延期、中止と

なっております。

唯一行われたRLIﾊﾟｰﾄ１、この勉強会は、私にとっ

て非常に役に立ち、会社運営にも参考になりました。

ガバナー補佐が各会長に対し順々に、またランダム

に意見を求めていく司会進行係です。タイミング、

時々のコメント、進行スピード、全員参加で全員が

勉強になる仕組みです。

前置きが長くなりましたが、これより今年度のＲＩ

テーマとガバナー方針について少し述べさせていた

だきます。

今年度のＲＩ会長は、ホルガー･クナークさんで、

ドイツのヘルツォークトゥム･ラウエンブルク･メル

ンロータリー所属の方で職業分類は、不動産業です。

ＲＩテーマは「Rotary Opens Opportunities」～

「ロータリーは機会の扉を開く」というものです。

2020-21年度第2710地区ガバナーは、防府ロータリー

クラブ所属脇正典ガバナーです。1945年３月終戦の

年にお生まれになられました。職業分類は「幼稚園」

です。脇ガバナーが信条として掲げられているもの

は「不易流行」～楽しくなくてはロータリーではな

い～です。「不易」とは原点の確認です。「流行」

とは柔軟性です。併せて地区として大きな目標が会

員増強です。

脇ガバナーは、ロータリー信条の中で「楽しくなく

てはロータリーではない」とおっしゃっておられま

す。私もロータリーは楽しいからこそ、こうやって

ロータリーを続けております。日々の生活にとって

何の意味があるのか、仕事上で何の役に立つのか等、

考えてしまうと例会の出席が自然と遠のき、ロータ

リーにいることの必要性や価値が見いだせなくなる

と思います。クラブにいることで、そこでひとのぬ

くもりや温かさを感じ、職業奉仕や社会奉仕で人生

の豊かさを感じ、ロータリーにいることの機会を自

分の中で、どう考え、どう活かしていくかは、それ

ぞれ会員一人一人が考えなくてはなりません。

2020年３月現在、日本には2,248クラブ、88,431人

の会員がいます。私たちロータリアンは仲間です。

ちなみに、みんなで「手に手を」を繋いだら長さが

約９０㎞･･･すごい団体です。各クラブでも、夜間

例会をしたり、各種同好会を作ったり、趣向錯誤さ

れておられるようですが、自らのクラブに合ったク

ラブづくりをされ、皆さんが楽しいロータリー活動
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をされることを望んでおります。幸いなことにＲＩ

は、柔軟性を提唱し、各クラブが主体性をもって細

則を決めることを認めています。

最後に今後の地区行事についてご報告申し上げます。

新型コロナウイルス蔓延のため、PETS、RLI、地区

研修・協議会が開催できておりませんが、１０月２

４～２５日開催予定であった地区大会は延期され、

2021年５月１５～１６日、防府にて行うことが決まっ

ております。

また、グループ９のIMは、2021年３月２０日春分の

日の土曜日、広島空港フォレストヒルズガーデンに

て開催させていただく予定にしております。新たな

出会いと美味しいコース料理でおもてなしさせてい

ただきますので、ご参加を宜しくお願い致します。

ただ、今のコロナの現状を考えますと、どこまで予

定通りできるかは不明です。まずは私たち会員全員

の感染予防を徹底しましょう。また、厳しい経営環

境ですが、何とか巨大な嵐が過ぎ去るまで耐え抜か

れることを切に願います。

以上で私からのご報告、お話は終了させていただき

ますが、この後のクラブ協議会にて、皆様よりガバ

ナーへの色々なご意見、ご質問を承るようになって

おりますので、宜しくお願い致します。ご清聴、有

難うございました。

クラブアッセンブリー

例会終了後、プレ公式訪問クラブアッセンブリーを

開催しました。

①開会挨拶 久藤会長

②ガバナー補佐澤井様ご挨拶

③会長運営方針・委員会活動報告

④質疑応答

⑤謝辞 久藤会長

⑥閉会
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2020-21年度 脇 正典ガバナー公式訪問（広島空港RC・竹原RC合同）

日 時 令和２年９月１６日（水）

場 所 フォレストヒルズガーデン

ゲスト 国際ロータリー第2710地区ガバナー 脇 正典様（防府RC)

随行幹事 松原 博幸様（防府RC)

G９ガバナー補佐 澤井 一徳様（広島空港RC)

ガバナー補佐幹事 鶴田 幸彦様（広島空港RC)

ガバナー補佐幹事 三好 敏之様（広島空港RC)

スケジュール

１１：２０～１１：４０ 合同会長幹事懇談会

１１：４５～１２：２５ 合同フォーラム（会長・幹事・各ＲＣ発表者）

１２：３０～１３：１０ 例会


