
MONTHLY REPORT
広島安佐ロータリークラブ

例会日／毎週木曜日 例会場／リーガロイヤルホテル広島

会 長／長神 憲一 幹 事／道垣内 文夫 Vol.526

＜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！」

7月2日(木) 第760回 「会長・理事就任挨拶」

会 長 長神 憲一 会員
2015－2016年度 会長を務めさせていただきます長神憲一です。

奥芝直前会長と同じく二度目の会長職です。一年間どうぞ宜しくお願い致します。

私は平成16年7月2日、奇しくも今日2日が11年前の入会日になります。主なロータリー歴は平成18年～

19年の黒田年度に幹事・平成20年～21年に会長・平成25年～26年の三宅年度にも二度目の幹事をさせて

頂きました。

職歴は多いのですが、ロータリー活動がマンネリにならないように、今年度、会長として精一杯努力

して務めさせていただきます。

例年より本年度は活動状況が活発で行事内容も多くなっております。代表幹事が道垣内幹事に回って

まいりました関係で、合同事務局の委員長・14ロータリー親善親睦ゴルフ大会のホストが回って参りま

した。大会の実行委員長に谷会員・副委員長に八條会員にお願い致しまして、副幹事を石丸会員・谷口

会員に奥芝直前会長の三名体制で頑張っていきたいと思います。

本年度、事業計画書に一年間の行事予定をほぼ決めさせて頂きました。会員の皆様のスケジュール表

に記入をお願い致します。後は会員の皆様の助けが必要となっております。行事へのご参加、宜しくお

願い致します。ロータリアンの一人ひとりが額に汗して行ってこその奉仕です。

一年間のご支援、ご協力を宜しくお願い致します。

幹 事 道垣内 文夫 会員
今期は幹事を務めます。幸か不幸か代表幹事のお役も巡ってきましてこの1年が何

事もなく平穏に進んでくれることを心から念じております。幹事の仕事は会長を支

えながら安佐ロータリークラブが澱みなくスムーズに運営・活動されるよう仕切ら

ねばと決意しております。また当クラブの特色であるアットホームな楽しい会を念

頭に置き1年という短い期間ですが頑張りますのでよろしくお願いいたします。

この度、広島安佐ロータリークラブ・SAAを拝命致しました山口洋充でございます。

大役を仰せつかり身の引き締まる思いですが、使命を全うすべく、全力を尽くす決意で

ございます。

皆様のお役に立つ仕事をさせて頂こうとの意欲は十分にございますが､何分､広島安佐

ロータリークラブに入会させて頂いた月日も浅く、不勉強な点多々ある未熟者でござい

ます。今後とも、皆様方のお力添え、ご指導ご鞭撻を心からお願い申し上げます。

S.A.A. 山口 洋充 会員

会員増強 浮田 収 会員

この度入会2年目で，会計担当の役を仰せつかりました。諸先輩方の普段の活動を

念のため事後にチェックする役割ですが，ローラリークラブの活動を勉強しなが

ら，果たしていきたいと考えています。よろしくお願いいたします。

安佐RCの会員増強委員の浮田です

世の中に、様々な会、団体がありますが、長い歴史の中で全て順風満帆なグループは、

なく苦労＆努力＆その継続により今があると思います。二年続きで この役目の拝命、

会の皆様の気持に答える事が出来ず、大変申し訳なく思っています。時間の取り方を再

調整致してジャンルの分析致し、新会員、新職種の会員増強に務めます。

会 計 西丸 洋平 会員
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長神会長の方針に従い、自分の立場で出来る事をしっかり協力し、実行していこう

と思っております。特に継続事業に関しても、積極的に参加し、活動いたします。

そして副幹事として、今年度は代表幹事に道垣内さんが就任され、私も全面的に支

え、合同幹事会、運営委員会も出席し、乗り切る覚悟です。幹事の支え役として一

年間頑張ります。

副幹事 奥芝 隆 会員

副幹事 谷口 泰富 会員
今年度副幹事ご指名いただきました、谷口でございます。青木会長、長神会長、森

本会長、今回再度、長神会長の御登板で4回目の副幹事の仕事となります。長神会長

のもと、道垣内幹事、奥芝副幹事、石丸副幹事の手と足となり、少しでもお手伝い

できればと存知ます。今後とも皆様のご指導、ご鞭撻をお願い致しまして就任の挨

拶とさせて頂きます。有難うございました。

この度、ロータリー財団理事長を拝命頂きました。

その責務の重大さと偉大な前理事長の佐藤会員の後を継ぐということで、身の引き

締まる思いを致しております。

脈々と続く安佐ロータリークラブのロータリー財団の歴史を損なうこと無く、しっ

かと紡いでいくよう努力いたしたいと思います。

まずは、今年度は修道院へのプレゼントというのを計画しておりますので詳細等決

まりましたら、アナウンスをさせていただきますので、会員の皆様のご協力を頂け

ますようよろしくお願いいたします。

副幹事 石丸 博昭 会員

広報・会報 青木 幹丸 会員

財 団 遠藤 暢彦 会員

ロータリーの公共的イメージを高めるような広報活動を、様々な機会を通じて試み

たいと思います。すでに取材を受けた継続事業でも、媒介を新しく開拓すること、

出し方の切り口を変えて新鮮さを加味することをもって、また可能性が広がるので

はないでしょうか。

内向きには、ロータリーの友誌熟読の勧めとか、月報の遅延なき記事収集などを強

く意識していきたいと考えています。宜しくお願い申し上げます。

昨年度・一昨年度と、親睦委員・ＳＡＡ・と担当させて頂き、この度副幹事の任

を頂きました。

諸先輩方の応援により一年間を全うすることが出来ましたこと、感謝です。

入会当初より何かしらの役を頂ける事はとっても良い事と思います。

安佐クラブには既に盤石なメンバーが揃っていますので、本年度副幹事といたし

ましては、昨年同様皆様に相談させて頂きながらこの一年を務めたいと思います。

宜しくお願い致します。

この度奉仕理事という大役を仰せつかった松岡與吉であります。

本年度の長神会長に安心いただけるお手伝いが出来ればと思っております。職協奉

仕でありますが、今年度も職場訪問例会を予定しております。社会奉仕は例年して

おりました安佐女性剣士親善剣道交流大会を実施、支援させていただきます。昨年

は土石流被害で中止いたしましたが、今回も「なでしこ剣士」のよりよい交流の場

としたいと思います。また１月には、都道府県対抗男子駅伝もあり、選手、役員の

支援を行います。４月には例年の比治山パークボランティアとして、段原中学校の

生徒さんに参加してもらって実施予定です。皆様のご協力をいただきながら進めて

参ります。宜しくお願い致します。

奉 仕 松岡 與吉 会員
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2015年7月2日(木）第760回

3階「安芸の間」

会長時間

皆様、こんにちは！お客様、ようこそおいで下

さいました。

入会予定の株式会社阪急交通社 西日本営業部

支店営業部 広島支店支店長 桂 秀夫様にお

越しいただいております。どうぞ、ごゆっくり

お楽しみ下さい。

改めまして、奥芝直前会長、岡本直前幹事のお

二人を始め、関係者の皆様には一年間大変ご苦

労様でございました。各会では、何事も準備周

到に対応され、全ての面で成果を残されまし

た。今日の例会から、ほんの少しですが、ゆっ

くりと皆様との会話を楽しみ、食事も楽しんで

いただけたらと思います。

さて、私にとって今日が最初の会長時間です。

本来、会長時間は会長が入会して以来、ロータ

リーについて勉強した事や実践してきた事など

を中心として話をするそうですが、私はそのよ

うな話で一年間は続きそうにありません。

従って、私なりに頑張ってする予定ではありま

すが、型にはめないでやらせて頂きたいと思い

ます。

今年度のRI国際ロータリーのＫ・Ｒ“ラビ”ラ

ビットラン会長のテーマは「世界のプレゼント

になろう」です。

ロータリーを通じて、私達は地位や身の上にか

かわらず、才能・知識・能力・努力そして献身

と熱意等誰でも与えることが出来る、これらを

世界にプレゼントすることで、誰かの人生に変

化を起こすことができます。その授かりものを

お返しし、ロータリーを通じて、私達も世界へ

のささやかなプレゼントになることが出来るの

ではないでしょうか。

その事を踏まえて、会員の皆様と一緒に「子ど

も達にプレゼントをしよう！奉仕を楽しも

う！」をテーマに広島安佐ロータリークラブの

活動に積極的に取り組んでまいります。

会員の皆様には、何卒ご支援・ご協力を宜しく

お願い申し上げます。

今年度、副会長の任を拝命頂きま

した、岡本でございます。

今年度RIのテーマ｢Be a gift to the world・世

界へのプレゼントになろう｣そして、東ガバナー

信条｢ロータリーの原点に立戻り、輝かしい未来

の礎を築こう｣と子供達の未来に責任あるビヘイ

ビアーを基本理念にされておられます。

そして、本年度会長方針｢子供達にプレゼントを

しよう！奉仕を楽しもう｣と子供達に少しでもお

役立ちができる奉仕の礎を築きたいと謳われて

おります。

私も、その方針の下、RI会長の言われる人生そ

のものがプレゼントになるにはほど遠いともお

もいますが、この機会に原点回帰そして輝かし

い子供達の未来の礎が築けたらとの思いでこの

一年精進して参りたいと思います。

ロータリークラブには、 “Service above
self”“One profits most who serves best”

この二つの大切な基本理念がありますが、今年

は、特に新世代を担う子供達にServiceというア

クションを実践し、具体的なプログラムとして

活動のベースができあがればと考えており、私

どもの様な小さなクラブが、彼らと一緒に活動

を共有化していくことでより大きなアクション

プログラムが築けるものと固く信じ最初のステ

ージ造りに努めて参ります。

特に、昨年大規模土砂災害を乗り越えてこられ

た人々、そのサポートに献身的な努力を継続し

てされている人々､この未曾有な出来事を糧に被

爆70周年という節目の年にインターアクトクラ

ブのメンバーと共に社会貢献という共通テーマ

に勤しむことが出来ることは当クラブにとって

もこれからの貴重な財産になってくるでしょう｡

一方、Enter to learn, go force to serve.

（入りて学び出でて奉仕せよ）という言葉で表

している職業奉仕とロータリーライフが実践で

きるようこの精神を常に心に刻み、職種の向上

と地域社会の向上は「Vocational service」

（天職による社会へのお役立ち）によって成り

立つと現在では解釈されているコンセプトを

「職業奉仕」と考えれば本年度の”Be a gift
to the world”とするRI方針に少しでも近づく
ことができ本年度の事業推進の源になると思い

ます。

以上の基本的な考え方の下、微力ではございま

すが本年度副会長としての役割を果たせること

ができれば幸いです。Be a happy!!

会長エレクト

岡本 忠文 会員
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本日のプログラム

「理事・委員長退任挨拶」

幹事報告

１.BOX配布物

・最終号のガバナー月信と7月号のガバナー

月信、ロータリーの友を配布。

・2015-16年度の会員証を配布。

・インターシティ・ミーティングの報告書を

配布。

２.例会変更

・広島安芸RC 「創立24周年記念夜間例会」

7月14日(火)18：30～（グランヴィア広島)

☆ ニコニコ箱

￥57,000 累計￥57,000

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。㈱阪

急交通社 西日本営業部広島支店 支店長 桂

秀夫様、むさしの浮田社長さんからのご紹

介、ご入会されるのを楽しみにしておりま

す。宜しくお願い致します。本日から2015-16
年度が始まります。一年間楽しクラブ運営を

していきたいと思いますので、ご支援、ご鞭

撻の程宜しく宜しくお願い致します。それに

しても奥芝直前会長、一年間大変でしたね。

いまさらながらに分かります。大変お疲れ様

でした。

☆ 奥芝 隆 様

本日より､長神さん2回目のスタート､ゆっ
くりゆっくり、のんびりいきましょう。協力

しますよ。（少しだけ）そして、桂さん、い

い仲間のいるクラブです。ぜひ入会を。

☆ 佐藤 恭子 様 ￥1,000
お客様ようこそいらっしゃいました。ゲス

トの阪急交通社桂秀夫様、ようこそようこ

そ。長神丸進水式です。道垣内さん･石丸さ

んとの航海楽しそうですね。

☆ 青木 幹丸 様

長神会長さんを始め、三役の皆さん、宜し

くお願い致します。二年ぶりにAテーブルに
帰ってきました。風景が変わり、とても新鮮

です。

☆ 浮田 収 様

早いもので、明日60のメモリアル！Rの基本に

も今後ともにご支援お願い致します。

又､7/8水18：30～ 宜しく！

☆ 谷 勝美 様

奥芝直前会長、一年間ご苦労様でした。新年

度を迎え、長神会長の船出ですが、会長のも

と、良い年度になりますようお祈り致します。

☆ 道垣内文夫 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆっ

くりお過ごし下さい。7月14日（火）に太子ロー

タリー内海会員のお店に食事をしにいくことに

しました。ご一緒に行く方を募集いたしますの

で、私のほうにご一報下されば幸いです。

会員記念日（7月）

☆誕生日おめでとうございます。

・浮田 収会員（S30.7.3）

なんと！来ました。1歳に戻る。これから元

気に遊びます。迷惑かけますが、7/8水曜

18:30～宜しくお願いします。

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・森本 真治会員（森本 和恵 様 ：20日）

・松岡 與吉会員（松岡 かずえ 様：13日

元気でやっています｡宜しくお願いします。

・遠藤 暢彦会員（遠藤 佳織 様：24日）

心身共に無事に一年を過ごせました。次の

一年も無事に過ごせます様に。

☆結婚記念月おめでとうございます。

・遠藤 暢彦会員（H19.7.24）

妻あっての自分ということを再認識していま

す。

☆入会月おめでとうございます。

・長神 憲一会員（2004年7月2日ご入会）

くしくも今日7月2日が入会日です。もう11

年たちました。これからも宜しくお願い致

します。会長は大変かも･･･？(笑)

・石丸 博昭会員（2013年7月4日ご入会）

本年度より副幹事を拝命いたしました。若輩

ではございますが、皆様、ご指導の程宜しく

お願い申し上げます。

・三宅 恭次会員（2009年7月2日ご入会）

早いもので満6年になりました。これからも

よろしくお願い致します。

・遠藤 暢彦会員（2014年7月3日ご入会）

入会して早一年、日々に感謝です！

・西丸 洋平会員（2014年7月3日ご入会）

・大北 茂人会員（2009年7月2日ご入会）

☆ 創業日おめでとうございます。

・浮田 収会員（㈱むさし S33.7.1）
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お客様、ようこそおいで下さいました。ごゆっく

りお過ごし下さい。

今日と来週の会長時間は、会員の皆様はよくご存

知でしょうが、新入会員さんの勧誘する時に質問さ

れます事柄について、私なりの話をしてみたいと思

います。

まず、最初に、「例会が毎週一度と聞くのです

が、仕事がある中でそんなに頻繁に集まれるのです

か？」と言われます。ロータリーは出席を重要視し

ます。

安佐ロータリーの例会は毎週木曜日、例会時間は

基本的に12：30～13：30の一時間です。年末年始や

お盆は休会になりますが、よくその時間帯に抜けら

れないスケジュールが入ってくるような仕事をされ

ている場合は、入会されるのが難しくなります。し

かしながら、忙しい中、会員の皆様は時間をやりく

りして出席されます。実際には、最初からこの時間

を頭に入れて時間調整をしていけば、あまり無理は

ないと思います。

そうは言っても、どうしても出席できないときも

ありますが、その場合「Ｍake Ｕp」

という制度が用意されております。これは他のロー

タリークラブの例会に出席する事により、所属クラ

ブの例会に出席したのと同等の扱いにするという制

度です。他のクラブの例会日と時間の確認をしてお

けば、万が一、県外に出掛けてもどこのクラブへで

も出席できる便利のいいものですから、上手に使っ

ていただきたいと思います。

次に、「ロータリークラブに入会する最大のメリ

ットは何でしょう？」と言われます。

メリットを答える前に、ロータリークラブは一般

社会から「奉仕団体」と見られていますが、実際は

少し違います。ロータリークラブの中でも頻繁に

「奉仕」という単語が使われますが、「奉仕≠ボラ

ンテイア」「奉仕＝サービス」という意味で用いら

れます。つまり、ロータリークラブは、自らの職業

を通じて社会に対してサービスを行っている者の集

まりと言えますので、次のように定義をしていま

す。「ロータリーは人道的な奉仕を行いあらゆる職

業において高度な道徳的基準を守ることを奨励し、

かつ世界における親善と平和の確立に寄与すること

をめざした事業と専門職に携わる人が世界的に結び

あった団体である。」

また、モットーを２つ、掲げています。

1 Service Above Ｓeif (超我の奉仕)

7月9日(木) 第761回

「臨時総会」

2014―2015 年度

会長 奥芝 隆 様 会計 谷 勝美 様

幹事 岡本 忠文 様 S.AA. 山口 洋充 様

会長 長神 憲一 様 幹事 道垣内 文夫 様

会計 西丸 洋平 様

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

ガバナー補佐付幹事 瀬川 長良 様

2015―2016 年度

2015年7月9日(木）第761回

3階「安芸の間」

会長時間
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2 They profit most who serve best (最もよ

く奉仕するもの最も多く報われる)

個人的には上記の精神を学ぶことが入会の目的で

あり、その精神を理解し、それを自らの職業にいか

に通用させていくかが成果だと思います。

何を持って「メリット」とするかは一人ひとり違

うでしょうが、「メリット」といわれるもの自体、

後から付いてくるものではないでしょうか？

例えば、入会した事で巡り会えた方、入会しなけ

れば、関わりのなかった事など、数々の出会いで私

は勉強させていただきました。ロータリーの網領の

第一にも「奉仕の機会として知り合いを広めるこ

と」と書いてあります。公私共に、信頼のおける友

を作るチャンスに恵まれることも、ひとつの「メリ

ット」かも知れません。様々な考え方を持った人々

と親睦を深めることは、自身の成長に欠かせないも

のだと思います。

最後に、ロータリーはボランテイア団体ではあり

ません。勿論、活動の一環としてボランテイア活動

は行います。しかし、最も重要な活動は自らの職業

倫理観を高め、その成果を社会に還元することで

す。発祥国のアメリカでは、多少趣が変わってきて

いるようですが、日本のロータリークラブはその精

神に満ち溢れています。

ただ、日本国内で(2015年4月末現在)89,322名、Ｒ

Ｃ数2、287クラブ9万人近くいる会員のうちで、全

員の方が正しくロータリー精神を理解されていると

は言いがたいと思われます。その点につきまして

は、ロータリー自体が謙虚に反省しなければいけな

いと思います。

2015年2月末現在で、全世界ロータリアン総数

1,207,102人、クラブ数34,823クラブ地区数535地

区、国と地域200以上、ロータリーアクト会員数

180,964人、クラブ数7,868クラブ、国と地域160以

上、インターアクト会員数414,115人、クラブ数

18,005クラブ、 国と地域150以上。

以上で本日の会長時間を終わります。ありがとう

ございました。これから、臨時総会がございますの

で、宜しくお願い致します。

幹事報告

２.例会変更

・広島中央RC 「夜間例会並びに夏の家族会」

と き：2015年7月25日(土)18：30～

（7/27（月）変更）

ところ：グランドプリンスホテル広島

３.休会のお知らせ

・7月29日（水） 広島陵北RC

・7月30日（木） 広島西RC

本日のプログラム

「臨時総会」

１.BOX配布物

・2014-2015年度収支決算報告書

・2015-2016年度事業計画書

・2014-2015年度臨時総会議案書

・休会のお知らせを配布しております。お間違えの

ないようにお願い致します。（8月13日（木））

☆ ニコニコ箱

￥12,000 累計￥69,000
☆ 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

ガバナー補佐付幹事 瀬川 長良 様

グループ6のガバナー補佐を務めます。ど

うぞ宜しくお願いします。

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆ

っくりお過ごし下さい。国際ロータリー第

2710地区G6ガバナー補佐 小川 嘉彦様、ガ

バナー補佐付幹事 瀬川 長良様、ようこそ

おいで下さいました。ご指導宜しくお願い

致します。昨日、浮田さんの会に参加され

た皆様、お疲れ様でした。本日は臨時総会

です。会員の皆様、ご審議宜しくお願いい

たします。

☆ 奥芝 隆 様

浮田さん、昨日はありがとうございまし

た。今後ますますのご活躍をお祈り致しま

す。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。国際

ロータリー第2710地区G6ガバナー補佐 小川

嘉彦 様、ガバナー補佐付幹事 瀬川 長良

様、お早い訪問ありがとうございます。

☆ 浮田 収 様

昨日は愛する会、会社の60期、そして小生

の還暦60の祝い。沢山の皆様のご出席に感

謝です。今から1才に戻ってわがままに遊び

ます。

会員記念日（7月）
☆ 創業日おめでとうございます。

・河井 宏雄会員（（有）CDU H8.7.25）
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7月16日(木) 第762回

新規会員にとって魅力ある事業活動を計画・

展開していくためには、広島安佐ロータリーク

ラブがRIの長期計画に基づき持続的で活力ある

クラブとしての戦略的プログラムを築いていく

ことが大切です。 では、クラブが長期ビジョ

ン検討委員会で検討するための基本的要綱｢国際

ロータリー長期計画｣についてお話をさせて頂き

たいと思います。

長期計画は強力なクラブ運営、効果的な奉仕、

認知されるブランドという三つの基本要素の推

進に焦点を当て中長期ビジョンと単年度方針設

定への道筋を決めていく、大変重要なポジショ

ニングにあります。

この三要素を基本的フレームとして、RI会長

はその年度の方針とコンセプトポリシーを組み

立てられます。そのコンセプトポリシーを受け

各地区のガバナーが年度方針を設定されること

になっていきます。最終的に､RI会長､地区ガバ

ナーの基本的理念を理解した上で各ロータリー

クラブ独自の年度方針、事業計画が組まれてい

くことになるのです｡

では､三つの要素とは具体的には次のように国際

ロータリーでは定めています。無論年度のRI理
事会において環境変化に応じて修正されていく

ものですが、基本的スタンスは不変であると思

うので是非参考にして頂ければ幸いです。三つ

の要素の方策ですが、先ず

１．クラブのサポートと強化

①クラブのイノベートとフレキシビリティを育

てる

②五大奉仕部門の全部門における調和のとれた

活動を行う（five avenues of Serviceと英語

では記される様に中核的な道筋であろう)

・クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕

・青少年奉仕（2010年新世代奉仕から2013年青

少年奉仕へと名称も代わり青少年育成への力

の傾注を伺わせる）同じように1928年には国

際奉仕が新たに加わり三大奉仕から四大奉仕

へと力点が移っているのも見逃せない。

③多様性を増進する

④会員の勧誘と維持を改善する→ 会長方針の会

員30名のクラブについては、今年度中にでき

ればハッピーだが少しスパーンがいるかもし

れない。無論それがクラブの基盤整備に繋が

っていくことに違いない。

⑤リーダーを育成する→RYLA（ロータリー青少年 指

導者養成プログラム）への参加等、本年度はインタ

ーアクト提唱ロータリー初年度として積極的なリー

ダー育成を図っている。一方RLIの研修プログラム

を卒業したメンバーによるコーディネート活動も実

施していくことになっている。

⑥ロータリーを進展させる

⑦クラブと地区における長期計画の立案を奨励する以

上の七点が優先項目とされている。次に重要な中核

的な使命は

２．人道的奉仕の重点化を促進

①ポリオプラス(ポリオ､はしか､ジフテリア､結核､百
日咳､破傷風)の同時追放→ビル＆メリンダ ゲイツ

財団が2007年に2億5,500万ドルを寄附したのは有

名)ポリオ撲滅はRIの最優先事項となっています。
②奉仕の持続性を高める

・青少年と青年のプログラム(インターアクト・ロー

タアクト)

・ポールハリスフェローに代表される(1957年スター

ト)

ロータリー財団の６つの重点分野(平和と紛争予防/

紛争解決・水と衛生設備・疾病予防と治療・基礎的

教育と識字率向上・母子の健康・経済と地域社会の

発展)
新地区補助金・グローバル補助金の効果的運用

③他組織との協力関係を拡大する

④地元や海外との地域社会で多大な成果をもたらすプ

ロジェクトを創造する

以上四点が優先項目となっている。最後に

３．公共イメージと認知度の向上

①イメージとブランド認知を調和させる

②行動を主体とした奉仕をPRする

③中核となる価値観を推進する

④職業奉仕の理想を強調する

⑤クラブにおけるネットワークづくりの機会、並びに

クラブ独自の主な活動について周知を図るようクラ

ブに奨励する

以上の五項目にあるように、これからはロータリアン

一人一人のコミュニケーション活動も大事ですが、ロ

ータリークラブ自体のブランディング戦略も必要不可

欠な時代へと移ってきているように思われます。

これまで述べた優先項目について着実に機能的に動く

事ができれば少しずつ未来へのダイナミズムに繋がっ

ていくと思われます。その先には、次世代へのメッセ

ージが間違いなく育まれていくと思われますので、会

員の皆様是非サステナビリティのあるアクションに努

めていきましょう。

「長期ビジョン検討委員会

について」

岡本 忠文 会員
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2015年7月16日(木）第762回

3階「安芸の間」

会長時間

１.BOX配布物

・新会員候補者通知分(皆川様)を配布｡ご異議

のある方は7日以内にご記名の上、書面によ

り理由を付して幹事まで申し出て下さい。

・7月分理事会議事録を配布。

・6月分個人別出席一覧表を配布。

・夏の家族会のご案内を配布。

8月22日(土18：00～ 8/20(木)変更
(マツダスタジアム)

２.例会変更

・広島西RC「夜間例会並びに会員懇親会」

2015年7月30日(木)18:00～(うを久)
・広島西南RC 「早朝清掃例会」

8月 4日(火) 8：00～(メルパルク）
３.休会のお知らせ

・7月29日（水） 広島東RC

皆様、こんにちは！皆川一喜様がご入会の手続き

が終了致しましたので、入会式を来週にしたいと思

っておりましたが、先週、バイク事故をされて今週

は自宅療養という連絡がありました。8月6日に入会

式という事になりましたので、宜しく、お願い致し

ます。

本日は一昨日、14日に大阪の国際ロータリー第

2640地区の太子ロータリークラブの例会にお伺いさ

せていただいた時のお話をさせて頂きたいと思いま

すので、先週の会長時間の続きは次週にさせて頂き

たいと思います。

太子ロータリークラブの例会に参加頂きました道

垣内幹事、谷口副幹事、青木パースト会長、本当に

お疲れ様でした。特に車で御参加下さいました青木

会員、いくら神戸でゴルフだったとはいえ、河内郡

太子町まで、お疲れ様でした。本当に、車での夜の

帰広は本当に頭が下がる思いです。

お伺い致しました太子ロータリークラブは浅岡善

彦会長をはじめ、現在会員数14名、名誉会員1名で

来年(3月7日)が25周年だと言われておりました。た

だ、会員が激減した時は最小4名にまでになられた

ことがあるそうで、その時には、チャーターの方

が、3年続けて会長をされ、皆の協力で乗り切られ

たとお聞きいたしました。原因は、会員間の派閥争

いだったと言われました。

会員が減少した当時は、例会会場も変更され、そ

の時の会場があまりに粗末だったので、メーキャッ

プの方々に失礼になってはと身銭を切ってじゅうた

んを敷いたり、会場の看板を作成したり、色々と大

変だったと言われていました。しかし、今は一枚岩

のように結束されておられるとのことでした。今回

の例会に大阪の松原市にあります松原中ロータリー

クラブの藤田会長と上西会員組織委員長が同席され

ておられ、3年前の平和フォーラムが広島であった

時、安佐ロータリーの例会に来られて、当日、森本

会長、達川幹事が催された親睦会にも参加されたと

のお話をされていました。

藤田会長は今年の5月30日が25周年で会員数19名で

すと言われ、今年が2度目の会長だとも言われてお

りました。会員増強は6月末で、2名退会して、7月

の第2週に会長自らに推薦で、2名入会、今週、上西

会員が1名を推薦されて、3名の増員ですと言われま

した。

皆様の色々のお話を伺っておりますと、海外の

姉妹クラブに毎年行かれたり、国際大会へも会員

の半分程度参加されておられ、積極的に活動されて

おられるのには、ビックリ致しました。これは私に

とりましてはロータリーでの初めてのカルチャーシ

ョックの以外の何者にもありませんでした。

この様ないい環境のところで例会をさせていただ

いております広島安佐ロータリークラブでは思いも

寄らない話ですが、お話の内容に愕然と致しまし

た。

会場費・事務局費等を削減され、自分達だけで頑

張られているのはアメリカで最初にロータリークラ

ブを創られた頃と同じかなと思いました。例会時間

は太子ロータリークラブでは19時30分からで、終わ

って帰宅するのは21時過ぎだと言っておられまし

た。松原中ロータリークラブも例会は19時から始め

られるそうです。

ロータリークラブの運営をする為の必要経費は抑

えて、クラブ事業に使うことを主に会費を使われて

いました。それぞれのクラブで、方針や考え方が違

い、会費等の違いがありますので、ひとまとめで話

すことではありませんが、地区によって随分違うの

に驚きました。

最後に、もう一つ、例会の最初でいつも歌う歌が

ありますが、その中にある四つのテストという歌を

初めて歌いました。勉強不足でその歌があることす

ら気づいておらず、このことも、新たな発見でし

た。

14日の一日のおかげで、改めてロータリークラブ

について考える時間を頂いたように思いました。以

上で会長時間を終わります。有難うございました。

幹事報告
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☆ ニコニコ箱

￥5,000 累計￥84,000
☆ 長神 憲一 様

14日に太子ロータリークラブの例会に参加し

ていただきました道垣内幹事、谷口副幹事、青

木パスト会長、本当にお疲れ様でした。たまに

は広島以外のロータリーの例会に参加するのも

良いものですね。

☆ 道垣内 文夫 様

先日14日に2年前から親交のある太子ロータリ

ーに行って参りました。快くご参加いただきま

した長神会長、青木広報理事、谷口副幹事、散

在させてしまいまして、大変恐縮です。本当に

ありがとうございました。また、太子ロータリ

ー様は例会日変更までしていただき、熱い歓迎

を下さいました。飲み交わした中で、世界大会

で再開しようとなりました。皆さん、韓国へ行

きましょう。

☆ 佐藤 恭子 様

来週石丸会員がRLIの卓話をされるそうです。

佐藤は欠席ですので残念。RLIに出席される方

は、必ず卓話をこれからもお願い致します。他

クラブのことがよく分かります。

☆ 三宅 恭次 様

13日～15日まで国立江田島青少年交流の家で

の、広島経済同友会主催の「新入社員パワーア

ップ研修」にスタッフとして参加しました。新

入社員の多くは、「ゆとり世代とか･･･優等生

らしい新入社員が多いな、という印象でした。

もっと突破力のある型破りな新入社員が欲しい

な･･･と思いました。

☆ 青木 幹丸 様

久しぶりのスポーツネタ。最近5試合の得点、

広島カープ8点、サンフレッチェ広島

20点どっちが野球のチームかなぁ？昨晩は溜飲

が下がる思いがしました！（笑）

あと太子RCに行ってきました。

本日のプログラム

｢会計から見てのクラブ運営について｣

会計理事 西丸 洋平 様

「長期ビジョン委員会について」

会長エレクト理事 岡本 忠文 様

7月23日(木) 第763回

この度、RLIセミナーのパート1・2・3を

受講させて頂きました事、まずもって皆

様に御礼を申し上げます。有難うござい

ました。

本来であれば、クラブ会長候補者が受

講すべきリーダーシップ研修であり、且

つ『ロータリークラブとは』という内容

を再確認できるセミナーです。

研修としましては、パート1～パート3の

三回の受講で、それぞれ10時から6時まで

の終日を三日間で行われました。

このセミナーの利点は、ロータリー手続

要覧を基本に各制度・趣旨の確認を行え

ることと、参加者への質問形式による全

員参加型であること、そして他クラブの

参加者の意見を踏まえ交流が持てるとこ

ろにあります。この事は大変重要です。

ロータリーの初心者のみならず、一度は

参加されてみることも大事では無いでし

ょうか？

さて、セミナーの議題としましては、

パート1ではロータリの基礎を確認する

為、リーダーシップの本質をつかむ。私

のロータリー世界。財団。職業奉仕。奉

仕プロジェクトの内容で行いました。

パート2では戦略計画とクラブの分析。米

山記念奨学事業。会員を惹きつける。目

標とする奉仕、ロータリー財団Ⅱ･チーム

作りとクラブコミニケーション。国際奉

仕。で行います。

パート3では卒後プログラムを合わせて受

講となります。

分科会の目的。ロータリーの機会。公共

イメージと広報。変化をもたらす。ロー

タリアン、職業奉仕とその可能性を期待

して。規定審議会。そして、卒後プログ

ラムでは、『あなたのクラブを変身させ

る』という内容です。具体的には･･･。

上手くいっているところは何ですか？

上手くいっていないところは何ですか？

何が欠けているのでしょうか？

「RLI研修を

卒業して」

副幹事

石丸 博昭 様
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2015年7月23日(木）第763回

3階「安芸の間」

会長時間

お客様、ようこそおいで下さいました。広島西南

ロータリークラブ 岡本俊雄様、ごゆっくりお過ご

し下さい。

先週、カルチャーショックを受けた大阪でのお話

をいたしましたが、我が安佐ロータリーもそれなり

に頑張って行きたいと思っております。今日は先々

週の続きでロータリーへの入会を勧める時のお話を

したいと思います。

私の話しですが、返事は「YES！」という以外には

ないような関係の先輩に入会を勧められ、それこ

そ、右も左もわからないまま、入会いたしました。

皆様に色々な事を教わり、自分なりに調べて、勉強

もさせていただきました。学生時代以来の勉強でし

たが、不思議な事にそういう事は苦にならず、入会

させていただき、このまま今の仕事だけしていた

ら、間違いなく出逢わないような方々と知り合うこ

とが出来ました。社会的に偉い立場におられる方で

あっても「ロータリアンは平等」というのが根底に

あるので、同等にお話していただけます。

まずは、仕事以外の人脈ができる事です。ただ、

大事な事として、その人脈で何か自分の仕事にすぐ

繋がるかと言えば、答えは「ＮO！」です。しか

し、こんなに大勢の方々いらっしゃるのですから、

どんなかたちで自分を必要とされる方が現れるか分

かりません。声がかかれば、精一杯、頑張れるよう

に準備しておくことがベストでないでしょうか。

もちろん、直接利害関係のない友が大勢できま

す。会社では重要な立場におられる方々ばかりです

から、色々な経験談や失敗談などもすべて勉強にな

ります。ビジネスのつきあいではなく、人と人の繋

がりでなかなか聞けない話なども教えていただけま

す。この人脈が仕事で困っているときには間違いな

く助けになるのではないでしょうか？私はたくさん

のクラブの方々にお世話になっており、とても、感

謝致しております。

次にロータリーは「人間道場」だと思うのです。

いろんな経営者の方と共にし、活動をしていくこと

で自分自身だけじゃなく、企業も成長していきま

す。ロータリーとはなにか…。会員の数だけ答えが

あると思いますが、「職業奉仕」が根底にあり、自

分の職業を通じて奉仕をするというものです。それ

は人それぞれで、自分の職業が伸びると、付随した

まわりも(仕入先等)良くなりますし、

「金は天下の回り物」的な考え方をする方もおられ

セミナーを通し、すべてに於いて各分科会での

議題を掘り下げ、判りやすい例を挙げ、意見を

交換し、理解を深める内容でした。なかなか時

間を必要とするセミナーですから、30分の卓話

時間ではすべてをお伝えするのは困難ではあり

ますが、何なりとご質問ください。

また、改めてこのRLIセミナーに出席登録を頂き

ました事、皆様に感謝申し上げます。有難うご

ざいました。
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☆ ニコニコ箱

￥1,000 累計￥85,000

本日のプログラム

幹事報告

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいでくださいました。ごゆ

っくりお過ごし下さい。本日卓話をして下さい

ます石丸会員、先日のRLI卒業ご苦労様でし

た。RLIでの勉強されたお話楽しみにしており

ます。先週、楽打会総会にご出席されました会

員の方々お疲れ様でした。今日、次回のご案内

が入っております。宜しくお願い致します。

１.BOX配布物

・職場訪問例会の最終のご案内を配布。ご出欠

は、回覧にてお願い致します。

と き：9月28日（月） （9月27日に宿泊）

ところ：国会議事堂

・第9回安佐RC恒例残暑払いゴルフ親睦会のご案

内を配布。ご出欠に関しましては、直接浮田

会員へFAXして下さい｡宜しくお願いします。

２.例会変更

・広島中央RC ｢夜間例会並びに野球観戦家族会｣

と き：8月6日(木)17：45～(8/10(月)変更）
ところ：マツダスタジアム広島

・広島東RC 「夜間例会・夏家族会」

と き：8月26日(水) 18：30～20：30

ところ：ホテルグランヴィア広島４Ｆ｢悠久」

・広島陵北RC 「ナイター観戦家族会」

と き：8月21日(金)17：45～ ＊8/19(水)変更
ところ：マツダスタジアム

３.休会のお知らせ

・8月10日（月） 広島東南RC

・8月11日（火） 広島RC

・8月12日（水） 広島東RC

・8月13日（木） 広島西RC・広島北RC

・8月14日（金） 広島南RC

・8月18日（火） 広島西南RC・広島安芸RC

「RLIを卒業して」

副幹事 石丸 博昭 様

るし､親睦が第一と考える方もおられます｡親睦か

ら､取引先が増える可能性も大です｡到底､こんな方

とお酒を酌み交わすことは一生ないだろうと思って

いた方と飲めるチャンスも数多くあります｡それは､

自己研鑽の場として大変有意義なことでしょう。

(ロータリー会員＝ロータリアンは全員平等が大原

則です)

まだまだ、言い尽くせない｢ロータリーのそれぞれ

｣があります｡入会してから､自分なりのロータリア

ンとしての答えを見つけることが､あると思います｡

会費の件ですが､年間にかかるお金は色々含めて､

50万円はかかります｡決して安くはない金額ですが､

大学や専門学校の年間授業料と比較すれば､安めで

す｡そんなことを比べる話ではないと思われるかも

しれませんが､私は社会人枠の専門学校に一週間に

一度､通っているような気がするのですが､どうでし

ょうか?
ご存知の通り､ロータリーの会費は通常､クラブの

運営に充てられますが､年に何度か､親睦を深めるた

めの例会などもあり､別途会費が必要となります｡こ

の辺の所も頭に入れておく必要があると思います｡

ロータリーでは､そのクラブに一人でも入会反対者

の方がおられると入会する事ができない決まりです

から､ロータリークラブから入会を勧められること

は､貴方がロータリーの精神を理解し､活動される方

と思いあなたの入会を望んでるという事なのです｡

ロータリーは奉仕団体でもありますから､地域貢献

の為に社会奉仕活動などを行ってますが､これらの

活動資金は一般会計からでなく､会員の善意によっ

て賄われています｡あくまで自分の意思による善意

の寄付となりますが､これも大事な活動の一つです｡

基本的に1業種1人という制度があり､そのクラブで
の同業者の入会はありませんでしたが､最近ルール

が緩和され､5名もしくは､10％まではOＫとなりまし

た｡ひとつのクラブに同業の方が何人もおられる訳

ではありませんので､業種を代表して出席していた

だく事により､週一回の例会も弾んでいくのではな

いでしょうか？皆様の例会出席がクラブを支えてい

ると思われます｡

最後に､ロータリーは定年がありませんから､生涯

のお付き合いができます｡概ね経営者や管理職の方

々の集まりですから､常に自分を高めていくために

良い環境を望んでおられると思いますので､まさに

その環境が最大の｢メリット｣だと思います｡

自分自身の考え方､気持ちの持ち方で､仕事が広が

ったり､生涯の友を得ることもあります｡会員増強で

入会をお勧めされる時､前向きな話を大きな声で説

明して頂き､付随する会員としての責任も一緒にお

伝えいただきたいと思います｡以上､2回にわたり入

会を勧める時のお話させて頂きました。
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