
□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□４つのテスト：吉本きよ子会員

□会員数：１７名（免除者：２名）

□出席者：１３名 □欠席者：２（うち免除１）名

□メイク： ２名 □出席率：９３．７５％

各会員各記念日（１１月）

□会員誕生日 宇都宮勝博

□結婚記念日 大森 寛 宮本 和彦

□配偶者誕生日 堀越 賢二

幹 事 報 告

幹事 福本 博之

・第二回2021－22年度ガバナー補佐会議ご案内

日時 １２月５日（土）

オンラインにより開催

・2023－24年度ガバナー推薦について

会 長 の 時 間

会長 久藤 孝仁

皆様こんにちは。

本日は、ロータリー財団委員

会担当例会ですが、堀越財団

委員長が急遽ご欠席のため、

会長の時間で代わってお話さ

せていただきたいと思います。

新型コロナウイルスは、まだ予断を許さない状況で

ございます。今後も感染予防に努めましょう。

皆様に、オリコのロータリーカードの申し込み用紙

をお配りいたしておりますので、同意いただきまし

た方は、是非、お使い下さい。

オリコの個人用（スタンダード）は、年会費無料、

ゴールドカードは年会費１１，０００円、法人は年

会費３，３００円です。スタンダードでは、利用額

の０.３％がポリを撲滅の資金に充てられます。

ゴールドカードは、年会費での寄付が３，０００円、

法人は、１，５００円年会費での寄付が充当されま

す。ポイントは付きますし、ポイントの１，０００

スマイルで財団へ５，０００円寄付もできます。他

には、ダイナーズ等あるようです。その基金ですが、

２０１８－１９年度の統計では、寄付総額が、１＄

１０５円で換算しますと、寄付総額、約４１５億円。

内ポリオプラスへの投入資金が約１５９億円。

ロータリー平和センターへは、４３か国出身の９４

名が研究を開始し、授与総額約５億２５００万円で

した。地区補助金は４９４件が承認され、約５億２

５００万円が授与されております。グローバル補助

金は、１４０３件で約９１億円が授与されています。

世界規模の金額ですので、大きな金額ですが、その

一歩にカードの利用額から、０.３％の寄付が自動的

に行われます。（１００万円の買い物で３，０００

円）それぞれの個人の趣向に合ったカードをお使い

だと思いますが、是非、ご検討をお願いいたします。

カードのご利用及びロータリー財団への個人寄付等

皆様のお気持ちで、寄付の増額が出来ますので、ロー

タリー財団へのご協力を今後共よろしくお願いいた

します。

臨 時 総 会

会長 久藤 孝仁

竹原ロータリークラブ細則第４条「役員および理事

の選任」に定める条項により、次年度役員および理

事の選任に係る臨時総会を開会致します。

□クラブ細則第４条第１項は本細則第６条に基づく

「年次総会前に次年度会長（会長エレクト）は、幹

事、会計、ＳＡＡを指名（任命）し、年次総会に於

いて会員の承認を得る」

本日のプログラム １１月１２日 次週のプログラム １１月１９日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

年 次 総 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
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□クラブ細則第４条第２項には、「指名委員会（直

前会長と遡る４名のパスト会長の計５名で構成し、

直前会長を委員長とする）は、次年度の副会長およ

び理事候補者５名を指名し、年次総会において会員

に諮り選任される」

指名委員会は宮本直前会長、板場パスト会長、鴨宮

パスト会長、木村パスト会長、久藤パスト会長で構

成され、指名委員長は宮本直前会長です。

第１項および第２項をそれぞれ議案とし上程し、会

員の承認を求めます。承認されましたので、福本会

長エレクト、宮本指名委員会委員長には１１月１９

日に開催されます年次総会に於いてそれぞれのご報

告をお願い致します。

これをもちまして、臨時総会を閉会致します。

会 員 卓 話

幹事 福本 博之

昨夕、堀越会員より急遽卓話

のピンチヒッターを依頼され

ました。

今日は私なりに取り組んでい

る職業奉仕といいますか、い

ろんな形で地域活性化で竹原、

この周辺が元気になることを願って、いろんな活動

をいろんな仲間とさせていただいています。そのこ

とについて少しお話ししたいと思います。

いろいろやっているのは多分ご存じの方もたくさん

いらっしゃると思いますが、先ず主だったところで、

中川会員の息子さんとも一緒に役員として入らせて

いただいているのが、“まちつくり会社いいね竹原”

で、２０１６年９月に立ち上がりました。いろんな

機会を頂きまして、昨年８月には町並み保存地区の

中にある、NIPPONIA HOTEL 竹原製塩町を１０部屋

の客室と一つのレストランが開業することできまし

た。GO TOトラベルのおかげで連日満室が続いてい

るようでございます。これも行政が誘客してくれて

いるところがありますが、そういった形で竹原の魅

力を伝えられる施設が出来たかなと思っております。

去年の８月に海の駅の指定管理をはじめ、今年の４

月からは道の駅竹原の指定管理をしています。最近

の現状の売り上げは世の中的にはコロナで大変な状

況でありますが、前年同期比ちょっと上向きくらい

の売り上げになっているようです。

そして、仁賀の竹を使ったコスメシリーズを販売し

ています。道の駅や海の駅でも販売しています。こ

れが結構好評で、オーガニック化粧品で、洗顔、保

湿、化粧水、オイル、クリームなどの基礎化粧品シ

リーズを作って販売しています。これ全国で販売し

ておりまして、梅田の阪急でも販売しています。こ

の間、ディカバージャパンアワードという重みのあ

る賞をいただいたりしています。

これは竹原で作っているわけではなく、竹原からは、

竹だとか大久野島のウサギにあやかって吉名で取れ

た有機人参から有効成分を抽出して作ってたりする

んですけれども、そういった竹原発竹原の名前を冠

した瀬戸内T&Kハーブシリーズです。Tは竹原で、K

は姫路に香寺町というところがあって、ハーブを有

効活用することに長けた香寺ハーブガーデンがあり

まして、そこと一緒に共同開発しています。今後、

海外でも拡販していこうという動きがあります。日

本全国のみならず海外に向かっても竹原の名前を冠

した地域とのコラボレーションでやっている商品だ

ということをアピールしながら、世界へ発信する良

いツールだと思っています。その他にもいろいろと

ありますが、以上がいいね竹原で取り組んでいる内

容であります。

そして、仁賀の山の中で飲食店をうちの会社でやり

始ました。単純に飲食店をやりたかったというより

は、竹原には町並み保存地区や大久野島だけでなく

て、海も山も島もいろいろ魅力が沢山つまっている

ところだと思います。ここから車で１５分くらいで

行けるところにとても魅力的な里山があるんですけ

れども、あまり注目されていなくて、そういった所

のコンテンツの開発をしたり、去年の１月ぐらいに

フードトラックキッチンカーを導入しまして、県内

を中心にいろんなイベントに出店して竹原の名前を

売っています。音楽イベントにしてもスポーツイベ

ントにしても、イベントには食がないと成り立たな

いと思います。そういったコンテンツで竹原を元気

にする一つになればと個人的に思って活動していま

す。私自身の職業奉仕の解釈ですが、いろんな活動

をしております。

市役所の前の時計修理が無事終わりましたが、今期

ろくに奉仕活動的なことが出来ません。集まるなと

言われ、イベントもマラソン大会も中止。

ただ、やれることはあると思います。最近この夏ご

ろから仲間内でやり始めたのは、忠海の長浜の海岸

やそのすぐ近くに駐車場があるのですが、市役所が

管理されていないのでごみが放置され放題なんです。

我々仲間内で、やれる人が、やれる時に、やれるだ

け、掃除をしようと、ものの一か月しないうちに綺

麗になりました。これは集まらないですし、やれる

人がやれる時にする、そんなに無理もない。それを

Face bookで情報発信していくというような活動を

細々と始めたりしています。

こういったロータリークラブの看板を背負った我々

ロータリアンたちが、集まらなくてもできるような

ことをどんどんやっていけばよいのではと思います。

年関係ない、性別関係ない、職業も関係ありません。

それぞれがそれぞれの意識で、自分が出来ることを、

自分の家の前のごみ拾いでも良いと思います

ロータリーの看板を持った我々が一人一人の意識を

高く持ってやっていけば、このいろんな制約がある

中ですが、いろんな活動が出来るのではないかと思

います。やってやれないことはないと思います。

制約下だからこそいろんな工夫が出来ると思います。

みんなで力を合わせて、密にならず、コロナに気を

付けながら頑張っていきたいと思います。

ご清聴ありがとうございます。

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


