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＜本年度会長テーマ＞ 「子供たちにプレゼントをしよう！奉仕を楽しもう！」

10月1日(木) 第771回

「復興まちづくりビジョンについて」

広島市役所

復興まちづくり担当課長

佐々木 尚之様

75名もの貴重な人命が失われ、4,700棟以上の

住家等に被害が発生した、平成26年8月20日に発

生した豪雨災害からの復興に向け、「復興まち

づくりビジョン」を平成27年3月25日に策定・公

表しました。

ビジョンは、防災・減災のための施設整備な

ど地域のまちづくりの骨格とその実現に向けた

実施方針を示すものであり、対象地区は、安佐

南区の八木・緑井地区、山本地区、安佐北区の

可部東地区、三入南・桐原地区、大林地区の5地

区としています。

また、対象期間は、災害発生から概ね10年間と

し、当初5年間を「集中復興期間」として位置づ

け、被災家屋等の再建支援及び防災・減災のた

めの基盤施設となる、砂防堰堤や避難路、雨水

排水施設等の緊急整備に国や県と連携して取り

組み、その後の5年間を「継続復興期間」として

引き続き施設整備等を推進します。

本年4月からは、被災地に近い佐東出張所の2

階に復興工事事務所を設置し、復興事業に全力

で取組んでいます。

お客様、ようこそおいで下さいました。本日卓話

をして頂きます、復興まちづくり担当課長の佐々木

尚行様、専門員の清水由明様、「復興まちづくりビ

ジョン」についての卓話を楽しみにしております。

広島南ロータリークラブの 原田博夫 様 ごゆ

っくりして行って下さい。

新入会員の桂 秀夫様、中村 和人様、後ほどお二方

の入会式がございます。宜しくお願い致します。

さて､日曜日･月曜日と二日間に渡り､東京への職

場訪問例会にご出席いただきました11名の参加者の

皆様､本当にお疲れ様でした｡例会前夜の親睦会は､

江戸前の屋形舟から見る東京の高層ビル群の上に､

ひときわ輝いた大きな中秋の名月が浮かび上がり｡

幻想的な光を放った素晴らしい夜景の中で、楽しむ

ことができて、最高の親睦の時間を過ごせました。

若い方々はその後、森本会員と夜の街へと、くり

だされ一層の親睦と更なる楽しいひと時を過ごされ

て良かったのではと思います。

そして翌日は参議院議員会館と国会議事堂に行

き、森本会員の東京事務所にお伺いして、例会を行

う事が出来ました。

会議場、赤じゅうたん、議事堂の内装には圧倒さ

れました。そして大下会員のご配慮と、（社）広島

県洋菓子協会会長 バイエルンの生田義信様のご好

意でご手配頂きました「2015 JAPAN CAKE SHOW

TOKYO」では、素晴らしい沢山のスイーツを観る

という、楽しむ機会を頂きました。

「トップ・オブ・パティシェ・イン・アジア2015」

ではアジア７カ国の代表選手が技術を競う第2回ア

ジア大会を見る機会にも恵まれました。ご案内頂き

ました皆様に感謝です。

10月は経済と地域社会の発展月間です。東京の街

並は緑の多いすばらしい都市です。それにしても、

どこに行っても広島の祭りの｢とうかさん｣か｢えべ

っさん｣かと思える程の人、人の多さには圧倒され

2015年10月1日(木）第771回

32階「ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間
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ました。地方は人口減少が進んでいますが、東

京ではこんなに人が住まれているのかとうらや

ましく思いました。「JAPAN CAKE SHOW

TOKYO」の会場でも若い学生さんから関係者の方

々の熱気に圧倒され、経済・地域社会の発展が

どうした等とは無縁の盛り上がりを感じまし

た。でもここから離れれば現実に引き戻される

のかな…と思いながら、広島に帰りました。

空港に降り立つと今年最大の明るい満月、ス

ーパームーンが夜空に浮かんでいるはずでした

が、雲に隠れておりました。カープが勝った頃

にやっと、雲の合間に大きな十六夜の月を垣間

見ることが出来、次の日の朝六時には西の空に

まんまるい月が輝いておりました。やっぱりス

ーパームーンは大きいなと思いました。

先週は修道院の乳児院への地区補助金を使っ

ての紙パンツと木製のおもちゃの寄贈の贈呈式

と職場訪問例会と二つの行事が無事に終わりま

した。本当にありがとうございました。

今月は広島陵北ロータリークラブの小川嘉彦

ガバナー補佐が来られますクラブ協議会に 東

良輝ガバナーの公式訪問、宇部で開かれます

地区大会、１８日に開催されます広島安佐北区

女性剣士親善剣道大会と行事が目白押しです。

何かとお忙しいとは存じますが、万障お繰り合

わせのうえ、ご出席の程、宜しくお願い致しま

す。

本日のプログラム

「復興まちづくりビジョンについて」

広島市役所

復興まちづくり担当課長

佐々木 尚之様

幹事報告

１.BOX配布物

・第15回女性剣道交流大会のご案内を配布。

10月18日(日)8:30～(安佐北区スポーツセンター)

出欠のご回答は回覧にてお願い致します。

・来週のクラブ協議会にご参加される方は、事業

計画書を必ず持ってきてください。合わせ

て、各理事･委員長の方はクラブ協議会での事

業計画説明のお願い文書を配布しております。

２.例会変更

・広島東RC 「広島安芸RCとの合同夜間例会・

懇親会」

日時：10月21日(水）18：30～20：30

場所：ホテルグランヴィア広島4Ｆ「悠久」

・広島安芸RC 「広島東RCとの合同夜間例会・

懇親会」

日時：10月21日(水）18：30～20：30

※10/20(火)変更

場所：ホテルグランヴィア広島4F「悠久

入会式

桂様

中村様
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☆ ニコニコ箱

￥25,000 累計￥223,000

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆ

っくりして下さい。本日は桂様と中村様の

入会式です。宜しくお願い致します。本日

卓話をしていただきます復興まちづくり担

当課長佐々木尚之様、楽しみにしておりま

す。日の月と東京での職場訪問例会にご参

加下さいました会員の皆様お疲れ様でし

た。それにしても楽しかったですね。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。卓話

をして下さいます復興まちづくり担当課長

佐々木尚之様、専門員清水由明様お話を楽

しみにしております。本日は目出度い新入

会員入会式。中村･桂両会員、おめでとう

ございます。お気の毒に♪東京例会、楽し

かったようですね。満月の夜を･･･。

☆ 浮田 収 様

中村様、桂様、安佐RC入会ようこそ！お待

ち致しておりました。様々なジャンルの会

員ですが、大変エンジョイ且つ素晴らしい

会です。今後とも宜しく！

☆ 遠藤 暢彦 様

先日の9月25日に広島修道院にてみなさま

の浄財と地区補助金から約37万円分の木の

おもちゃと紙オムツのプレゼントを行うこ

とが出来ました。セレモニーの様子を回覧

致しておりますので、ご覧いただけました

らと思います。プレゼントを手にした児童

のハニカム笑顔が心に残っています。

☆ 谷口 泰富 様

今週、日の月の東京職場訪問例会参加の皆

様お疲れ様でした。大変楽しく有意義な時

間を過ごさせていただき、お世話をいただ

きました森本さん、浮田さん、ありがとう

ございます。今度は近場の異国訪問ありま

したら、宜しくお願いします。

追伸：キャリーパミュパミュに会えなかっ

たのが残念です。

☆ ニコニコ箱

会員記念日（10月）
☆誕生日おめでとうございます。

・三宅 恭次会員（S19.10.3）

生涯現役、生涯青春、生涯勉強･･･そし

てピンピンコロリ！をモットーに!!こと し4

月から放送大学大学院でひとコマと って勉

強しています。論文提出、参考書 持込不可

のペーパーテスト･･･学生時代 気分を少し味

わっています。

・岡本 忠文会員（S27.10.11）

☆結婚記念日おめでとうございます。

・松岡 與吉会員（S45.10.11）

いつだったか忘れてました。

☆パートナー誕生月おめでとうございます。

・長神 憲一会員（長神 ちづ様：13日）

いつまでも宜しくお願い致します。

崇徳学園ＩＡＣ募金
・青木 幹丸

多留くんのお話に感銘を受けたの

で､少し多めにドネーションします。

・道垣内 文夫

合計6,000円
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グループ6ガバナー補佐の小川でございます。

本日は10月22日の東ガバナー公式訪問準備のクラ

ブ協議会で訪問させていただきました。

例会での卓話のご依頼がございましたが、

2015-2016年度RI会長のテーマや、地区運営方針

は公式訪問時に東ガバナーより詳しく説明があり

ますし、私が何を話せば良いか悩みました。広島

安佐RCの職業分類に私の所属である衣料配布がご

ざいませんので、衣料について話させていただこ

うと思います。

「株式会社いとや」は昭和25年2月広島市中区

本通に設立し今年で65年を迎えます。

主な取扱品目は、学校のユニフォーム、企業のオ

フィスユニフォームや作業服、介護や看護のユニ

フォーム、イベントのユニフォーム等を企画・販

売をしています。少し前までは社内で縫製も行っ

ておりましたが、ユーザーの多様化したニーズ

や、より良い品質を、ともに追いかけてくれる素

材メーカーや商社や縫製メーカーに役割の分担を

お願いしています。

洋装店から量販店までの衣料品販売は、個々の

お店が売れそうな品を用意しお客様が気に入れば

お買い求めになられますが、わが社はユーザーが

求める機能をユニフォームとして提供していま

す。

ユニフォームの要素として、まずは象徴性があ

ります、企業や学校や団体やイベント等のイメー

ジを発信しています。警察官のように見ただけで

どんな人か解る服装なのです。次が機能性です、

雨に着るレインコート、火災現場の消防隊員の着

ている防火服、寒い時に着る防寒着、近年のヨー

ロッパでは運送業での可視化も進んでいます。そ

して審美性、集団になった時の美しさです。オリ

ンピックの入場行進をする選手団を思い出してく

ださい。

さらに充分な耐用性と汎用性を持つことで、経済

性を備えています。

皆さんもよくご存じのＴシャツですが、そもそ

もはフランスの農民が着ていたシャツを、第一次

世界大戦でヨーロッパに進攻したアメリカ陸軍兵

士が、買って着用したら実用性・着脱性に優れて

いると持ち帰ったら、形状からＴシャツのネーミ

ングで労働者等の下着として普及したようです。

街着として着られるようになったきっかけは、

1951年の「欲望という名の電車」でマーロン･ブ

ランドが､1955年の「理由なき反抗」でジェーム

ス･ディーンが着たことによるようです｡革ジャン

の下にＴシャツを着てバイクをとばすという風潮

になり､Ｔシャツの胸や背中にグループ名などを

書きなぐったのが、今日の文字や図柄入りＴシャ

ツの始まりであり、ジーンズの上着となってきま

した。そして各種イベントやキャンペーンに社名

やロゴのＴシャツが作られるようになりました。

つたない話をお聞きいただきありがとうございま

した。

10月8日(木) 第772回

国際ロータリー第2710地区

グループ6 ガバナー補佐

小川 嘉彦 様

クラブ協議会
10月1日（木）3階「安芸の間」
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2015年10月8日(木）第772回

3階「瀬戸の間」

会長時間

お客様、ようこそおいで下さいました。ごゆっく

りとくつろいでいって下さい。広島ロータリークラ

ブ松井敏様、ごゆっくりして下さい。

本日は例会後にクラブ協議会がございます。

2015－2016年度国際ロータリー第2710地区グループ6

ガバナー補佐 小川嘉彦様 補佐幹事の瀬川信良様

クラブ協議会でのご指導の程、宜しくお願い致し

ます。

10月は米山月間に指定されています。日本のロー

タリー独自のプログラムですが、これを機会にこの

プログラムについて再認識し、色々な問題を把握

し、明日のロータリー米山奨学事業を考えていかな

ければなりません。

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は勉学･研

究を志して、日本に在留している外国人留学生に対

し、日本全体のロータリアンの寄付金を財源として

奨学金を支給し､支援する民間では国内最大の奨学団

体です。｢米山基金｣の構想は1952年東京ロータリー

クラブが発表した日本と世界を結ぶ｢架け橋｣から生

まれ､｢将来の日本の生きる道は平和しかない｡その平

和日本を世界に理解させるためにはアジアの国々か

ら一人でも多くの留学生を日本に迎え入れて､平和日

本を肌で感じてもらうしかない。それこそ日本のロ

ータリーに最もふさわしい国際奉仕事業ではないだ

ろうか」と二度と戦争の悲劇を繰り返さないため

に、国際親善と世界平和に寄与したい･･･という当時

のロータリアンたちの強い願いから生まれました。

他の奨学金との違いは、世話クラブカウンセラー

制度といわれる奨学生一人ひとりに地域のロータリ

ークラブが｢世話クラブ｣となり､ロータリーとの交流

の起点となり、さらに世話クラブ会員の中から｢カウ

ンセラー｣が選ばれて奨学生の日常の相談役となり、

顔の見える交流を大切にしている点です。

事業規模の大きさは年間の奨学生採用数は役700

人、事業費は12億7000万(2013年度決算)と外国人留

学生を対象としては国内最大で、これまで支援をし

た奨学生数は累計で18648人(2015年7月現在)その出

身国は世界123カ国と地域に及びます。

2014-15年度の寄付金収入は14億1473万円と過去5

年間で最高額となり、奨学金や補助金などの事業費

は12億4350万円で前年度に比べて1億円以上減少いた

しましたが、それは昨年4月から採用数を800人から

700人に縮減したことによるものです。基本財産と特

別積立財産合わせて75億円ありますが、それは不測

の事態に備え、奨学金を保証するために必要なもの

で、事務費や人件費などの管理費、支出は資産の利

子収入で賄っています。

☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。本日

はクラブ協議会です。RI第2710地区グルー

プ6ガバナー補佐 小川嘉彦様、例会での卓

話にクラブ協議会とご教授宜しくお願い致

します。ガバナー補佐付幹事瀬川長良様、

大変なお仕事ありがとうございます。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。国際

ロータリー第2710地区グループ6ガバナー補

佐 小川嘉彦様、補佐付幹事瀬川長良様、お

待ちいたしておりました。小川ガバナー補

佐卓話を楽しみ～にしております。9月20日

に開催いたしましたピアノコスモスコンサ

ート。皆様のお陰で大大盛会でした。タイ

の女子児童への教育援助金30,000円を託し

ます。感謝♪青木住職から東京みやげアメ

ノミックスいただきました～♪

☆ 奥芝 隆 様

本日は国際ロータリー第2710地区グループ

6ガバナー補佐 小川嘉彦様、補佐付幹事瀬

川長良様、どうか宜しくお願い致します。

また、小川ガバナー補佐様には多方面にお

いて、ご指導いただき感謝の一言です。あ

りがとうございます。

☆ 岡本 忠文 様

本日は、小川ガバナー補佐、瀬川ガバナー

補佐付幹事様、お忙しい中ありがとうござ

います。小川様には卓話もお願いしてお

り、貴重なお話を期待しております。末永

く安佐RCをよろしくお願い致します。

￥4,000 累計￥227,000

本日のプログラム

国際ロータリー第2710地区グループ6
ガバナー補佐 小川 嘉彦 様

幹事報告

１.ＢＯＸ配布物

・｢クラブ協議会｣の冊子を配布。

２.例会変更

・広島西南RC 「職場訪問例会」

10月27日(火)12：30～（大師寺）

・広島陵北RC 「職場訪問例会」

10月28日(水)12：30～(熊野町 筆の里工房)

・広島南RC 「職場訪問例会」

10月23日(金)12：00～（中国電力(株)本社)

３.休会のお知らせ

・10月26日（月） 広島中央RC
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10月15日(木) 第773回

先週はクラブ協議会にご出席の皆様、お疲れ様

でした。

本日は、先週国際ロータリー第2710地区ガバナ

ー、東良輝様をお迎えしたクラブフォーラムにつ

いての議題についてお話ししたいと思います。そ

れと少しばかりお時間を頂きまして、これからの

クラブ運営についてのお話しをさせていただけれ

ばと思います。

まずはフォーラムの議題です｡いつも会員増強

と退会防止ばかりではと思いますので､クラブの

為には何が良いのかを考えまして､先週の小川ガ

バナー補佐がいらっしゃいましたクラブ協議会に

おきまして､少しお話しさせて頂きました事案で

す。それは(1)意義ある業績賞を頂くための良い

方法があるか､(2)会長賞の為の方策について､(3)

退会防止･更なる会員増強についてあげたいと思

います｡

意義のある業績賞につきましては､2012-2013年

度の森本会長の時に､平和教育として語り継ぐ－

高校生による被爆者証言取材プロジェクト－DVD

製作について始められ､ロータリー世界平和フォ

ーラム広島において世界に発信するブースを設け

る事ができました｡その事により、田中作治国際

ロータリー会長にも我がクラブの例会にご出席頂

き、我がクラブの名誉会員もなって頂きました。

そして2013-2014年度三宅会長の時には、全国の

高校に配布して平和についてとロータリーがこん

な事をしているという事を知っていただく為と思

い、2013-2014年度、国際ロータリー標準公共イ

メージ（PI）補助金を申請するもこれは奉仕活動

だと言われ、却下されました。全国に配布致しま

したが、一部地区において平和教育に対する認識

の低さからか興味を示されない所があり、配布で

きない地域が約15％ございました。ただ救いとし

ては、配布いたしました地域の中学校や小学校か

らの問い合わせがあり、配布できたことが十分に

目的を達成できたと思っております。

それと2710地区のロータリークラブへの配布

に、今回は最終の成果として先日、我がクラブに

おいて、広島市教育委員会学校教育部指導第一課

長 島筒篤様において、広島市の特色ある教育へ

「ひろしま型カリキュラム」と「平和教育」につ

いて卓話をしていただきました折、広島の小学校

･中学校に平和教育の一環として｢語り部｣のDVDを

配って、平和教育に使っていただけることになり

ました。これを議題にしたいと思います。

それと会長賞は皆様に是非ともして頂きたいこ

とがありますので、手法は道垣内幹事よりまたお

知らせいたします。

クラブ運営について、次年度、次々年度、10年

先、20年先に広島安佐RCが存続する為に大変重大

な案件がございます。それは一般会計における資

金のショートです。以前から不安視しておりまし

たクラブ財務ですが、前年繰越金が2007-2008年

度クラブ最大7,332,875円ありましたが、本年度

2015‐2016年度繰越金は539,830円です。

☆前年度繰越金前年度との差額☆

2006-2007年度－6,191,345

2007-2008年度－7,332,8751,141,530

2008-2009年度－5,143,606 ▲2,189,269

2009-2010年度－4,811,305▲ 332,301

2010-2011年度－4,068,059▲ 743,246

2011-2012年度－4,433,006364,947

2012-2013年度－2,768,275▲1,664,731

2013-2014年度－2,511,543▲ 256,732

2014-2015年度－1,904,369▲ 607,174

2015-2016年度－539,830▲1,364,539

私が2006-2007年度黒田会長の時に幹事をさせ

て頂きました翌年度から、事務局員さんはクラブ

雇用となり、合同事務局費が頭割りになりまし

た。大きなクラブが合同事務局を作った時の創立

時の考え方を翻り、クラブ員の為になるかを追求

した結果だと思います。ただそれから数年間、合

同事務局さんからの会計委託や広島陵北RCからの

援助に甘んじて、自クラブの再生活動に目を向け

なかったことにより、当初危惧いたしておりまし

た年数より約3年長く維持できました。しかし、

ついに本年度、クラブ基金に手を付ける事になり

ました。このままですと次年度、岡本会長の時に

はクラブ基金の不足の事態になり、クラブの解

散、他クラブへの吸収、会費の増額をしないと3

年後になりました20周年を迎えることができない

状態になりました。現在は桂会員、中村会員と2

名の増強は致しておりますが、是非とも他クラブ

との会費格差を少なくするために35名のクラブ会

員の増強をお願い致します。

私も一生懸命、新規会員入会の為の足がかりと

して紹介はして来たのですが、思わしくありませ

ん。本当にお一人がお一人を紹介して頂きご入会

にこぎつけましたら、この素晴らしい広島安佐が

20周年を迎え、30年40年と次世代に引き継いでい

ける足がかりになると思います。

是非とも宜しくお願い致します。

「クラブフォーラム」

会長 長神 憲一 様
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☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。今日

は32階です。素晴らしい展望をお楽しみ下

さい。先週のクラブ協議会にご参加下さい

ました会員の方々、大変お疲れ様でした。

本日はクラブフォーラムです。宜しくお願

い致します。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。本日

は、フォーラムです。

広島ロータリー大野様、ようこそ。陵北ロ

ータリーメークアップレギュラー南條様、

ようこそ。新会員の中村様、桂様どうでし

ょうか。

￥2,000 累計￥229,000

幹事報告

１.BOX配布物

・25日にあります地区大会のご案内を再度配布。

・クラブフォーラムのお願い文書を配布。次週、

事業計画書をお持ち下さい。

２.休会のお知らせ

・広島南RC 10月30日（金）

３.お知らせ

・18日（日）8時30分から安佐北区女性剣士剣

道大会が開催されます。ご出席の方は忘れずに

時間厳守でお願いします。

・来週の22日(木）は､ガバナー公式訪問となって
おります｡忘れずに事業計画書をお持ち下さい｡

本日のプログラム

「クラブフォーラム」

会長 長神 憲一 様

2015年10月15日(木）第773回

32階「ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆっくりし

ていって下さい。広島RC大野徹様、広島陵北RC南條

泰様、32階の眺望をお楽しみ下さい。

本日は来週のガバナー公式訪問に向けてのクラブフ

ォーラムです。宜しくお願い致します。

今日は「ロータリーソングについて」話をしてみた

いと思います。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ロータリ

ーにおいて、一世紀を超えて今なお､

｢歌を歌うということ｣が続いておりますが､始めた方

は､1905年にロータリーが創立したとき、最初の会員

となった四人に次いで､5番目にロータリーに入った

方､ハリー･ラグラスという方です｡シカゴロータリー

クラブの会員になったハリーは､ポール･ハリスの評

によると一見無愛想で､クラブ入会の紹介時には｢果

たしてクラブに入って､ロータリーの友好を実現でき

るのだろうか｣と内心危ぶまれたほどの方だったそう

です｡

産声をあげたばかり､1905年のロータリークラブの

秋の夜の例会について｢奉仕の一世紀、国際ロータリ

ー物語｣(P30)には以下のように記されています｡

｢1905年のある秋の夜の例会で一時的な静寂が訪れ

た｡会話のざわめきが突然止んだ｡警告もなく､ハリー

･ラグラスが自ら立ち上がって『おい、みんな、歌お

う！』と当時流行していた歌を何曲か音頭を取って

歌った｡以来､例会での合唱はロータリーの伝統とな

った｡｣これがロータリーの例会で歌を歌った最初の

シーンです｡しかし､このとき歌われた歌は､いわゆる

ロータリーソングではなく､当時の流行歌でした｡

例会という集いの中で定期的に歌を歌うことを積極

的に続ける形式は、当時、新鮮なものでした。深い

意識はなかったかもしれませんが、シカゴロータリ

ークラブのハリー・ラグラスの行為は歌という親睦

に偉大な効果を発揮する微妙な統合剤を提供したこ

とになりました。

日本での最初のロータリークラブは1920年、創立の

東京ロータリークラブですが、始めの頃は「ロータ

リー・ソング」として、英語のまま歌っていたそう

です。当初はアメリカ人会員Ｅ・Ｄ・バートンが会

員に歌を歌わせようとして指導したものの皆、「児

戯に類する…」としてあまり乗り気でなかったよう

です。彼は日本におけるソングリーダーの草分け的

存在でしたが、その努力は1926年頃になって、よう

やく、認められ、1927年のインターシティー・ミー

ティングのときには、会議中にも、会議後の観光

バスの中でも会員の家族が中心となってロータリ

ーソングが歌われ、会員もやっと歌うことが親睦

の源であると理解したと東京ロータリークラブの

記録にあります。家族は、日本のロータリーに歌

を歌うことを推し進める大きな力となりました。
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安佐北区女性剣士親善剣道交流大会
10月１８日（日） 安佐北区スポーツセンター

選手宣誓

お弁当
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ただいまご紹介をいただきました、広島安佐RCの

会長をしております長神憲一です。安佐北区女性剣

士親善剣道交流大会が今年で15回を迎えます。当初

からご参加の皆様、初めて参加された皆様もいらっ

しゃると思いますが、本当にありがとうございま

す。それと審判をしていただいております先生方、

子供達と一緒に準備をして大会を盛り上げていただ

いております御父兄、競技役員の皆様に、各道場の

方々感謝でいっぱいでございます。

私も第5回から参加させていただいております。初

めの頃は、お昼は父兄の皆様が作っていただきまし

たおむすびにカラアゲ、ウィンナー等、手作り感の

ある大会でした。今も同じですが、子供達と一緒に

輪になって食事をして、初心者で子供達と竹刀を交

えた事が楽しくてしょうがありませんでした。今年

も子供達、小学校一年生から一般の方々、役員の方

々140名の皆様のお陰で、本大会を開催することが出

来ました。ケガなく今日一日を楽しく心に残る意義

ある一日になりますよう宜しくお願い致します。

会長挨拶

反省会

①お弁当の件

・子ども向きにしていただいたら良いのでは。

・カラアゲとかが良いみたいです。(子どもの声)

②国旗と大会旗の接続の仕方

4ｍの物差しを来年2本用意すること

③石丸会員より新しい国旗にしていただきたい。

④上級者の試合があれば･･･

☆ 審査員

①応援の声が小さい。

②流れがつかめない。

③申し込み試合を増す。

④ポリオの案内をやめにしてほしい。

☆ 総務

①コーンの案内 5台分

参加者･･･長神会員・石丸会員・遠藤会員
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「ガバナー公式訪問」

国際ロータリー第2710地区

ガバナー 東 良輝 様

10月22日(木) 第774回

2015-16年度の第2710地区ガバナーを仰せつか

りました東でございます。所属は宇部西ロータリ

ークラブです。今年度微力ながら、皆様とともに

ロータリー活動の普及に全力を捧げて参りたいと

思いますので、ご支援、ご協力の程よろしくお願

い申し上げます。

また､本日は公式訪問に際しまして温かい歓迎

を賜り､感激をしているところでございます｡これ

こそが､ロータリーが創立時から大切にしてきた

友愛の証であると思い､深く感謝申し上げます｡

さて、今年度のRI組織でございますが、既に、

「ロータリーの友」7月号に掲載され、皆様よく

ご存じのことと思いますが、ここで改めて紹介し

ます。今年度のRI会長はK.R.ラビンドラン氏（コ

ロンボRC、スリランカ）です。彼の下に、ジョン

F.ジャーム会長エレクト（チャタヌーガRC、アメ

リカ・テネシー州）、グレッグE.ポッド副会長

（エバーグリーンRC、アメリカ・コロラド州）、

以下17人の理事で構成されており、日本からは杉

谷卓紀氏（玉名RC、熊本）が昨年度に引き続き選

任されております。また、事務総長は昨年度に引

き続きジョン・ヒューコ氏（キエフRC、ウクライ

ナ）が就かれておられます。

ロータリーの組織につきましては、RIの下に直

接各ロータリークラブが所属しており、ガバナー

はRIの役員として所属し、地区では会員の研修が

主な役割となっております。また、ガバナーはRI

からの通達を各クラブに伝えると同時に、各クラ

ブからの意見をRIに伝えるメッセンジャーの役割

も担っております。

そこで、本日の公式訪問では、今年1月にアメ

リカ・サンディエゴで開催されました国際協議会

で提示されたRIテーマおよびラビンドランRI会長

のメッセージをお伝えし、その「テーマ」に沿っ

て、私が立てました地区運営方針についてご説明

したいと思います。

この度、ラビンドランRI会長が示されたテーマは

「Be a gift to the world」「世界への贈り物に

なろう」です。その意図するところについて、ラ

ビンドランRI会長は講演の中で「生まれると同時

に、私たちはいろいろなものを授かります。最初

に授かるものは命です。そして、愛、思いやり、

家族を授かり、教育、健康を授かり、学びを通じ

て才能と能力を授かります。人生において、親、

友人、伴侶、子ども、生計手段、物質的な豊かさな

どは、どれも私たちに授けられたプレゼントです。

（中略）皆さんはこう思いでしょうか。この様な有

り難いプレゼントに、一体いくつ恵まれてきただろ

うか、と。私は自分に、そして皆さんに、次のよう

に問います。どうしたらその恩返しができるでしょ

うか？」と語られています。

また、私たちが今やるべき最重要課題は「ポリオ

の撲滅」であると強調されました。その理由として

「25年以上前に私たちがポリオ撲滅の誓いを立てた

とき、125か国にポリオが常在し、毎日1,000人以上

の子どもがポリオによる麻痺障害を患っていまし

た。現在、ポリオ常在国は3か国、昨年の統計ではポ

リオ症例数はわずか333名となりました。そのほとん

どがパキスタン一国からの報告です。この国で私た

ちが闘う相手はポリオウイルスだけではありませ

ん。無知、残忍さ、抑圧の力です。私たちの課題は

ワクチンを子供たちの口に届けるだけでなく、殺戮

者たちから予防接種従事者を守ることにあります。

（中略）私たちは闘い続け、必ず勝利します。なぜ

なら私たちは、ポリオのない未来をプレゼントする

と世界の子どもたちに約束したからです。私たちは

必ずこのプレゼントを子供たちに贈ります」と強い

口調で強調されました。

さらにロータリーの現状についても厳しく指摘さ

れており、「ロータリーは膨大な可能性を秘めてい

ます。しかし、多くのクラブや地区の現状に目を向

けるとロータリーのあるべき姿が映し出されていま

せん。当組織を形作った基本に立ち返る方法を見つ

ける必要があります。それは人生のあらゆる場で倫

理基準、そして、各クラブに会員の多様性をもたら

す職業分類です」と職業倫理の確立と職業分類の重

要性を強調され、さらに「今日ロータリーを一世紀

前と同じように語りながら、それと同時にロータリ

ーの成長を期待することはできません。私たちは、

今、新しい現実に生きています。プランディングの

新たな取り組みは、確かに必要なことです。世界の

多くの地域で薄れつつあるロータリーのイメージを

あらためて明確に打ち出す必要があります」とロー

タリーの改革と公共イメージの向上についても述べ

られました。

ロータリー財団に対しても｢ロータリー財団への寄

付をもっと奨励し､もっと多くの善いことを行いたい

と考える一方で､しつこくお願いをしたり､あまりの

高額な寄付をお願いすれば会員は離れてしまいます｣

とその在り方にも言及され､贈り物についても､高価

なものでなく、思いやりのある、心のこもった贈り

物の方が貴重であるとも強調されています。
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以上より､ラビンドランRI会長の演説の意味す

るところは ①ポリオ撲滅 ②ロータリー誕生時の

基本に立ち返る(特に職業倫理、職業分類) さら

に､③ロータリーが更なる発展を遂げるためには

現状に合った変革も必要 ④財団への協力 ⑤公共

イメージ向上等であると思われます｡

私はこれらのRI会長の強調事項を踏まえて､

2015-16年度の第2710地区の運営に際しまして､そ

の基本方針として｢ロータリーの基本に戻ろう｣と

し､ガバナー信条を｢ロータリーの原点に立ち戻

り､輝かしい未来の礎を築こう｣と致しました。

ロータリーの原点とはどのようなものでしょう

か｡私が察するところでは､ロータリー創立の精

神､即ちロータリーの心ともいえるもので ①友情

(友愛)と親睦 ②寛容の精神と奉仕 ③職業奉仕と

職業分類 と思っています｡このロータリーの心を

肝に命じながら､地区運営に邁進したいと思いま

す｡よろしくお願いします｡

○2015-16年度 地区運営の重点項目

① 会員基盤の充実(例会の充実､出席率の向上､

退会防止､会員増強特に女性､若い人への勧誘)
②充実した奉仕プロジェクト(クラブ､職業､社会､
国際､青少年奉仕等)

③公共イメージと認知度の向上

④財団への寄付と地区補助金の積極的な活用(ポ
リオプラス基金､年次基金､恒久基金への寄付､地

区補助金､グローバル補助金の活用等)
⑤米山奨学会事業への理解と支援(米山奨学会へ
の寄付、奨学生の受け入れ等）

⑥地区とクラブ､クラブ間の円滑な情報伝達(MY
ROTARYへの登録､Webの活用等)

⑦リーダーの育成（RLIへの参加等）

○2015-16年度 地区・クラブにおいて達成して

頂きたい数値目標

①会員増強 純増1人以上/クラブ

②ロータリー財団への支援

ポリオプラス基金 35ドル/1人､年次基金 150ド

ル/1人､恒久基金･ベネファクター1名以上、

または1,000ドル以上/1クラブ

ロータリーカードへの理解と支援

③米山奨学会への支援 16,000円/1人

これはあくまでも目標です｡各クラブはクラブ

の事情に合わせて目標を設置していただけば幸

甚です。

○ロータリーの戦略計画

・価値観を行動に

私たちは親睦を通じて生涯にわたる友情をはぐ

くみ、国や文化を超えた理解を促します。

私たちは高潔性をもって約束を守り抜き倫理を

守ります。

多様性を誇るロータリーはさまざまな考え方をつ

なぎ､多角的なアプローチで問題に取り組みます｡

私たちは奉仕を通じてリーダーシップと職業のス

キルを生かし、地域社会の問題に取り組みます｡

(中核的価値観 ①親睦 ②高潔性 ③多様性 ④奉仕

⑤リーダーシップ)
・戦略的目標

①クラブのサポート強化 ②人道的奉仕の重点化

と増加 ③公共イメージと認知度の向上

○各クラブの戦略計画

①各クラブに戦略計画委員会を立ち上げる

②戦略計画の立案を立てる

③将来への数値目標を立てる

④将来にわたり持続可能なプロジェクトを立案する

○2015-16年度 ロータリー財団の優先項目と具体的

目標

優先項目1：永久にポリオを撲滅する

優先項目2：ロータリー財団に対するロータリアン

の知識,参加､寄付を向上させる
優先項目3：財団の補助金と6つの重点分野を通じ

て､ロータリーの人道的奉仕の質と影響

を高める

優先項目4： ポリオプラスにおける成果と｢世界で

良いこと｣をしてきた100年の歴史に

特に注目し､財団によるこれまでの実

績に対するイメージと認識を高める

○RI会長賞への挑戦

①必須項目

・少なくとも15のクラブ目標をロータリークラブ

セントラルに入力する。

・7月の半期人頭分担金を、期限までに支払う

②会員の増強と維持（4項目から3項目達成）

③財団への寄付（4項目から2項目達成）

④オンラインツールの利用(4項目から2項目達成)
⑤人道的奉仕（7項目から3項目達成）

⑥新世代（4項目から2項目達成）

⑦公共イメージ（2項目から1項目達成）

○そのほかの地区、クラブに課せられている当面の

課題

①東日本大災害への支援活動

②ロータリー平和センターへの支援

・ロータリー平和センターへの寄付

・ロータリー平和フェローの育成（第2710地区

での人材探し）

○地区大会への参加のお願い

・10月24日(土) 大会諸委員会 歓迎昼食会

ANAクラウンプラザホテル宇部

・10月25日(日) 本会議 渡辺翁記念会館

・10月26日(月）記念ゴルフ 宇部72カントリー

クラブ 東コース
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幹事報告

１.BOX配布物

・｢クラブフォーラム｣の冊子を配布。

・9月個人別出席一覧表･10月理事会議事録配布。
２.例会変更

・広島陵北RC 「広島市小学生陸上教室」

11月7日(土) 12:00～ (ｴﾃﾞｨｵﾝｽﾀｼﾞｱﾑ）※11/4
・11月2日(月) 広島東南RC 休会

３.お知らせ

・25日は地区大会となっております。忘れずに
ご参加下さい。

本日のプログラム

「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー第2710地区

ガバナー 東 良輝 様

2015年10月22日(木）第774回

32階「ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間

ロータリークラブとは、ロータリーの奉仕哲学

を実践する代表的な職業人の集まりです。

良質な職業人で構成されており、1業種1会員を原

則としております。ロータリーの奉仕哲学とはそ

れぞれの職業を通じて、奉仕の理想の追求と実践

を目的とするものです。そのために各ロータリア

ンはそれぞれで職業倫理の確立に努力しなければ

なりません。（ロータリーの目的、ロータリアン

の行動規範）

第7代RI会長のレスリー・ビジョン氏はロータ

リーの第1の目標は各個人をその日々の仕事にロ

ータリーの哲学を関連させることにある。そのた

め、ロータリークラブはその会員をしてそれぞれ

の日々の仕事に奉仕の理念を体得するよう教育し

なければならないと同時に他方においては組織と

しての各ロータリークラブの力を強めるためにそ

れと違う異質の奉仕が必要だということを見逃し

てはならないと説かれ、キップリングの「ジャン

グルの法則」の中の「群れの力は狼の力である。

そして、狼の力は群れの力である」を引用され

て、ロータリアンならびに各ロータリークラブの

力の結集を強調されています。

私は今年度､各ロータリアンがそれぞれの職業

を通じて､奉仕の理念を追求、実践されるともに

各クラブはそれぞれのロータリアンの力を結集さ

せ､また､新たに素晴らしい大型のプロジェクトに

挑戦され､第2710地区のすべてのロータリークラ

ブがより力強く発展されることを願っておりま

す｡これを現実のものにするには、まずは会員増

強と出席率の向上です｡ご健闘をお祈り致します｡

本日は国際ロータリー2710地区ガバナー東 良

輝様をお招きいたしましての公式訪問です。東ガ

バナー ガバナー随行幹事 兼広三郎様 ご指導

の程、宜しくお願い致します。グループ6ガバナ

ー補佐の小川嘉彦様 クラブ協議会では大変お世

話になりました。宜しくお願い致します。

日曜日にございました、安佐北区女性剣士親善

剣道交流大会にご参加下さいました会員の方々、

朝早くからのお手伝い大変お疲れ様でした。反省

会まで出ていただきました遠藤会員に石丸会員ご

苦労様でした。

小学校一年生から中学生･高校生に一般の女性

剣士の方々･いつもお手伝いしていただきますご

父兄の方々･無償で朝の試合会場の設営から審判

と毎年して頂いております剣道連盟の先生方､本

当に有難うございます。感謝でいっぱいです。

それにいたしましても、総勢140名あまりのご参加

の皆様の終始笑顔につつまれた大会は、いつもなが

らに素晴らしいクラブ行事ですね。

当日は遠藤財団理事よりポリオについて､参加者の

皆様に説明があり､ポリオへの募金を35,901円して頂

きました。

10月24日は｢世界のポリオデー｣です｡日本時間24日

午前7時半にロータリー主催の｢世界ポリオデー:歴史
に1ページを刻もう｣イベントが開催され､ポリオ撲滅

に向けたロータリー活動にスポットライトが当てら

れます｡

毎年の剣道大会でのポリオへの募金はロータリー

に贈らせて頂いております。

それと､月曜日に呉工業高等専門学校のインターア

クトクラブ10月例会に崇徳高校のIAC顧問の鴨谷先生

と泊里先生に遠藤会員､四名で勉強の為に参加してま

いりました。IAC会長の環境都市工学科３年 山下す

みれさんの点鐘にはじまり、インターアクトの歌､お

客様のご紹介と私達と同じ例会形式でした｡

当日は呉東ロータリークラブの方々もご一緒で南

利次会長 以下､11名にインターアクト会員27名､呉工

業専門学校の山岡俊一先生に我々4名の出席で例会が

行われました。

内容は呉高専IAC創部50周年記念合同例会と呉東ロ

ータリークラブ創立55周年記念式典におけるモニュメ

ント除幕式(11月1日)に呉ローターアクトクラブとの
交流会(場所 清水ヶ丘高校)･職場訪問の議題でした｡
私達のクラブの崇徳高校インターアクトクラブも

このようになっていくのかと思うと嬉しくなってま

いりました。

20日にも三宅会員･石丸会員･崇徳高校のIACの顧問

の先生4名で清水ヶ丘高校に訪問させていただいてお

ります。
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☆ ニコニコ箱

☆ 国際ロータリー第2710地区
ガバナー 東 良輝 様 ￥10,000

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。本日

は東良輝国際ロータリー第2710地区ガバナ
ーをお迎えしての公式訪問です｡ご指導宜

しくお願い致します｡昨日長男の所に女の

子が産まれました｡これで孫が4名になりま
した。名前はあかねと決まっており､かわ

いい女の子でした｡昨日の夜から一人身で

す｡当分大変かも･･･大枚を出宝致します｡

☆ 岡本 忠文 様

お客様ようこそいらっしゃいました。

2015-2016年度国際ロータリー第2710地区ガ
バナー東良輝様、ガバナー補佐 小川嘉彦

様、随行幹事兼広三朗様、本日はフォーラ

ム宜しくお願い致します。また、東ガバナ

ーには卓話まで頂く事になっており感謝し

ております。今後とも安佐RCを宜しくお願
い致します。

☆ 佐藤 恭子 様

本日は、ガバナー公式訪問です。国際ロー

タリー第2710地区ガバナー 東良輝様、随

行幹事 兼広三朗様、お待ちいたしており

ました。宜しくお願い致します。

32階眺めがいいですね。
☆ 三宅 恭次 様

昨日檀家寺での永代経法要の法話を聞いて

電車で帰りました。ところが、その電車に

手帳を忘れました。ご利益もなかったのか

と思いながらJRへ電話したところ、ちゃん
と保管しておいてくれ、今朝手元に返りま

した。浄土真宗、大いに巧徳があります！

青木和尚さん！

￥23,000 累計￥252,000

★ 財団表彰 ★
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地区大会
10月24～25日

.

クラブフォーラム

平成27年10月24日～26日に山口県宇部市に

おいて地区大会が催されました。

24日は会長幹事会があり、2014-2015年度会

長賞、インターアクトクラブ設立賞、ロータ

リー財団年次基金人頭額賞第2位と表彰され、

壇上にて金子克也・直前ガバナーより授与さ

れました。その後、2015-2016年度国際ロータ

リー会長代理 江崎柳節ご夫妻歓迎晩餐会

に、国際ロータリー第3690地区總栽 吉光燮

(キル・グァンソブ)様他78名の会員の方々の

ご参加で、日韓交流パーティーが催され、道

垣内幹事・谷口副幹事と参加させていただき

ました。

25日は宇部市渡辺翁記念会館で本会議が行

われました。記念講演は、講師 筑波大学名

誉教授 村上和雄様による、演題「遺伝子オ

ンにして可能性を引き出す」でありました。

地区大会において、会長賞を受賞されていま

したのは12RCですが、その中でも広島安佐ロ

ータリークラブの活動実績は、2710地区では

トップクラスだと思います。これもすべて昨

年度の奥芝会長・岡本幹事他、会員の皆様の

お陰だと思います。

26日は青木会員が宇部72カントリークラブ

万年池東コースで催されました記念ゴルフ大

会にご参加されました。

三日とも終日晴天に恵まれ、無事に大会に

参加する事ができました。

ご参加頂きました青木会員・道垣内会員・遠

藤会員・石丸会員・谷口会員・浮田会員の皆

様に感謝です。
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呉工業高等専門学校のインターアクトクラブ10月

例会に遠藤会員と参加致しました。IAC会長 環境

都市工学科3年 山下すみれさん他会員27名出席で、

呉高専IAC創部50周年記念合同例会と呉東ロータリ

ークラブ創立55周年記念式典におけるモニュメント

除幕式(11月1日)(呉東ロータリークラブSAA委員長)､
呉ローターアクトクラブとの交流会(場所:清水ヶ丘
高校)についてのお話でした。
会長の点鐘に始まり、インターアクトの歌、お客

様のご紹介と私達と同じ例会形式でした。

報告はインターアクト地区大会8月8日(土)～9日

(日)に阿賀コスモス園車イス清浄活動､ロータリア

ンの企業訪問についてで､参加者一人ひとりが感想

を話されていました｡

呉東ロータリークラブの方々も南利次会長･石田副

会長･新田エレクト･阪井幹事･湯沢SAA委員長･イン
ターアクト委員会黒田委員長他､11名の御参加で例

会が行われており､崇徳高校のIAC顧問の鴨谷先生と
泊里先生も感心しておられ､例会終了後に呉高専の

山岡先生に色々とお話をお聞きされておられまし

た。

20日にも三宅会員･石丸会員と崇徳高校の顧問の先

生方が､清水ヶ丘高等学校におけるインターアクト

クラブの例会に出席させて頂くという機会を設けて

くださり、呉地区のロータリーの皆様に感謝です。

インターアクト

あしなが募金風景

清水ヶ丘高校IAC風景

呉高専IAC風景


