
□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：鴨宮弘宜会員

□会員数：１７名（免除者：２名）

□出席者：１４名 □欠席者：２（うち免除１）名

□メイク： １名 □出席率：９３．７５％

スマイルボックス

□会員誕生日 …宇都宮

□配偶者誕生日…堀越

□結婚記念日 …大森、宮本

□特別スマイル

・郵便局を新築する運びとなり、今日、地鎮祭を執

り行いました。 （宮本和彦）

クライングボックス

・担当例会時に欠席、申し訳ありませんでした。

久藤会長には財団のお話し、福本幹事には卓話の

ピンチヒッターお世話になりました。ありがとう

ございました。 （堀越 賢二）

記念日代表者謝辞

１１月 大森 寛会員

幹 事 報 告

幹事 福本 博之

・１１月ロータリーレート

１＄＝１０４円

・竹原商工会議所新年互礼会案内

日 時 令和３年１月５日（火）

場 所 文化創造ホール

・４クラブ合同例会ご案内 三原RC

日 時 令和３年２月１６日（火）12：30～13：15

場 所 三原国際ホテル

登録料 ２，５００円

本日のプログラム １１月１９日 次週のプログラム １２月３日

年 次 総 会
誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話
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・大広苑様より、皆様にカレンダーを頂きました。

・例会終了後定例理事会開催します

会 長 の 時 間

会長 久藤 孝仁

北海道では２００人越えのコ

ロナの感染者ということで、

第三波が見え隠れしておりま

す。皆様、健康には十分ご留

意下さい。

委 員 会 報 告

□次年度指名委員会 委員長 宮本 和彦

次週が年次総会の予定ですが、現在まだ結論が出来

ていないのが実情です。宜しくお願い致します。

理事会報告（11月）

□日 時 令和２年１１月１２日（火）

□場 所 ホテル大広苑

□出席者 ７名

□議 題

①１２/１０(木）忘年例会の件 承認

会員へ記念品をお渡しする。登録料はなし。

ジャム等詰め合わせセット ２，５００円

食事はお弁当お持ち帰りとする。

食事の内容、通常例会食事費用より金額UP…UP分

は親睦予算より支出する。

②１２月例会の件 承認

引き続いて、例会時間短縮・お弁当とする。

③お見舞いの件 三好静子会員へ 承認

④竹原商工会議所新年互礼会の件 承認

日 時 令和３年１月５日（火）

場 所 文化創造ホール

（飲食なし、各事業所１名まで） 久藤会長出席

⑤４クラブ合同例会の件 承認

日 時 令和３年２月１６日（火）

１２：３０～１３：１５

場 所 三原国際ホテル

登録料 ２，５００円

昼間の開催です。会食なし、お弁当お持ち帰り。

登録料２，５００円はクラブ負担とする。

各自集合する（交通費支給なし）。

⑥クラブ事務所移転の件 承認

大広苑外にある建物 ライオンズ事務所の隣

家 賃 税込み ４４，０００円

水道料 不要

⑦新年互礼会の件 承認

日 時 令和３年１月７日（木）

夜ではなく、昼間の開催とする。

誕生月該当者会員卓話

皆さん、本日は誕生月のお

祝いをいただき、誠にあり

がとうございました。

２日前に無事誕生日を迎え

６１歳になりました。皆さ

んの中ではどちらかという

とまだ若手の部類かもしれ

ませんが、これからもいろ

いろと勉強させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

さて本日は「卓話」の機会をいただきましたので、

初めてのことではありますが、私が現時点で考えて

いることを少しお話しさせていただきたいと思いま

す。

私は今年の６月から皆さんの仲間に入れていただき

ましたが、実は会社からロータリーのメンバーにな

るよう指示を受けるまでは、竹原ロータリークラブ

がどのような目的で、どんな活動をしているのか等

ほとんど知らなかったというのが実情です。

その時点であらためて当クラブのホームページを確

認しましたが、残念ながら定型的な情報が中心であ

り、具体的な目標や方針および活動状況などがすぐ

には理解できませんでした。

そこで、まずはすべての例会に出席してできるだけ

皆さんと会話し、さまざまな情報に触れることで

「ロータリーのメンバーとして何を目的に、どのよ

うな方針で、どう行動するのがよいのか」というこ

とを考えることにしました。前任者から引き継いだ

資料をすべて読み、ロータリーに関するインターネッ

トの資料や日本国内の他地域のロータリーの活動な

どもいくつか調べました。

そして先日の脇ガバナーのお話や過去のガバナー通

信などを読み起こしながら、「竹原ロータリークラ

ブの魅力とは何か」ということについて考えはじめ

るようになりました。

というのは、このところの例会において久籐会長を

はじめ、皆さんが声を揃えて訴えられている「会員

増強と基盤強化」について、私なりに何をすればよ

いのかを考えていたところ、やはり外部から見た魅

力づくりが大切ではないかと思うようになったから

です。ほぼ毎週の例会出席や月々の会費納付につい

ても結構な負担ではありますので、やはりメリット

というか「魅力」が分かりづらいと新規の会員獲得

においても難しいのではないかと思います。

一方、私の会社での職務はCSRつまり企業の社会貢

献および近年話題になっているSDGsの推進です。こ

のSDGsは17項目の取り組み課題から成り立っていま

すが、実はロータリーが掲げている奉仕活動の6つ

の重点目標と極めて親和性が高いのです。
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（ロータリー奉仕活動６つの重点目標） （SDGsの取り組み課題）

①平和と紛争予防 平和と公正をすべての人に

②疾病予防と治療 すべての人に健康と福祉を

③水と衛生設備 安全な水とトイレを世界中に

④母子の健康 貧困をなくそう

⑤基本教育と識字率向上 質の高い教育をみんなに

⑥経済と地域社会の発展 働きがいも経済成長も

このようにロータリーの奉仕活動の目標のほぼ全てがSDGsの課題と一致していますので、例えばこのSDGs

に取り組むことが魅力づくりのひとつになるのではないかと考えました。

というのは、 近、世界中の政治家や経営者に対して、地球の将来に対する責任ある行動を求めて自ら発

信を続けているスウェーデンのグレタさん（高校生です）のように、若い世代や女性の関心も強いテーマ

ですので、これからを担う世代に対しても興味を引く活動になるような気がしています。

そこで日本国内の他地域のロータリー活動をインターネットで調べてみると、すでに東京の丸の内RC、神

奈川の本厚木RC、栃木の宇都宮RCなどが、このSDGsを取り入れた活動を展開し始めていることがわかりま

した。

・丸の内RC → https://www.tokyomarunouchi-rc.com/sdgs

・本厚木RC → https://honatsugi-rc.jp/?p=1459

・宇都宮RC → https://www.u-rc.gr.jp/SDGs.html

ただし１７の項目全てに取り組むわけにもいきませんので、少ない人数と時間と予算で可能な課題を絞っ

て活動を始められたらと思います。

まずは１０月のガバナー月信に取り上げられていた「環境すなわちプラスチックごみ問題」や「子どもの

貧困」などをテーマとして、ここにおられる皆さんの豊富な職業経験や人脈を持ち寄って検討してみては

どうかと考えています。

例えば、プラスチックごみ問題に対して、竹原市の名産である「竹」を活用したプラスチック代替品の開

発や竹を活用した新しい生活シーンの提案を行うこと、また子どもに対しては現在文部科学省や広島県が

進めている食育活動でもある「朝ごはん推進モデル事業」の地域ボランティアなどをバックアップするな

どの活動が考えられます。（この朝ごはん推進モデル事業は、県内の小学校を対象に学校内で朝食を無償

提供するものですが、地元では竹原西小学校がすでに開始していて、食事の提供などを地域のボランティ

アが担当しています。）

そしてこれらの活動内容をSNS等を活用してしっかりと外部へ発信することができれば、当ロータリーク

ラブの魅力を知ってもらえるきっかけになるのではないでしょうか。

これらはあくまでも私案ですので、実際には例会の時間を活用して皆さんでテーマ選定を含めたいろいろ

な議論ができれば活気も出てくるように思います。

以上、勝手なことを申しましたが、少しでもお役に立てればと思いますのでご指導のほどよろしくお願い

いたします。
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