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＜本年度会長テーマ＞ 『 つたえよう！つながろう！ 』

広島安佐ロータリークラブ

2019年7月4日(木）第935回

3階「安芸の間」

会長時間

やっとというか広島も梅雨入りしまして、こ

れに呼応するかのようにカープも梅雨入りして

しまいました。また昨年は豪雨により各所に甚

大な被害をもたらしました。今年はこのような

自然災害が起こらないことを祈るばかりです

が、この時期適当な降雨も必要です。

ダムにしっかり水を蓄えておかないと中国地

区の経済活動や一人一人の生活に支障をきたし

ます。そんなことで少し広島市水道局をググっ

てみますとしっかりとした中期経営計画が掲載

されています。私は水道の蛇口をひねれば水が

出ることに何の疑問も持たず当たり前のように

無駄に使い、更にはフィルターを通した水しか

飲まない生活をかれこれ20年近く続けていま

す。この15ページの経営計画書を読むと飲料水

の大切さという水道局の大切さを改めて感じま

した。請求書が届いた時には高いなあ、と思っ

ていましたが水道局の日々経費削減と水の安全

を第1に頑張っているんだと気づかされました

ので皆さんも是非一度、命の源の水について再

考してみてください。

以上で会長時間を終わります。ありがとうご

ざいました。

｢会長・理事役員就任挨拶｣

会 長
道垣内 文夫会員

2019-20年度に会長を仰せつかりました道垣内

文夫です。今年1月からの被選理事会とRLI研修

で否が応でも会長の役目を徐々に刷り込まれて

いったように思います。また2710地区のそうそ

うたる面々の会長幹事さんと意見交換もさせて

いただき、当クラブの立ち位置と言いますか、

状況を他クラブと比較出来たこと等、大変気づ

きの多い研修でした。気づきを少しずつ取り入

れて安佐クラブに合った試みを実践していこう

と思いますので、1年間、みなさんが安佐クラ

ブライフは楽しかったと感じてもらえるよう

に、とどこうりなく遂行しないといけない使命

感を感じている次第です。

そして、私が1番に目指す頂はやはり会員増と

いう我がクラブにとって険しい山です。この登

山はチーム全員で征服することが大前提で、

「増」と「強」の両方をバランスよく進めない

といけません。変な言い方になってしまいます

が脱落者（退会者）が絶対に出ないことが 重

要です。これが「強」です。会員一人一人が主

人公でいなければなりません。年功序列を超越

しお互いが尊敬しあい何でも相談できる関係を

十分に時間をかけ、作っていきたいと思いま

す。

今年度のテーマを「つたえよう！つながろ

う！」とさせていただいたのもすべて新しい仲

間をつくるが目的です。当然ですが過去、クラ

ブに在籍していた方々にもお声掛けして再入会

を勧めてみるつもりです。そして、 終ゴール

は現在の仲間と新しい仲間で2020年7月に国際

ロータリー世界大会inホノルル、そうです。頂

上はダイヤモンドヘッドとさせていただきま

す。

後になりますが、私自身がロータリー精神

をすべて知っているわけではございません。

甚だ恐縮ですが少しずつ勉強していきたいと思

いますので1年間どうぞよろしくお願いいたし

ます。



幹 事
大串 修二会員

皆さま！こんにちは、今期 幹事を仰せつかり

ました大串修二と申します。

前期、幹事の山本拓治さんが体調不良の為、

急遽！副幹事でした私が突然の幹事を仰せつか

り5ヶ月前から幹事をさせて頂いています。そん

な私が、幹事としてのご挨拶をするのも何だか

不思議な気持ちです。

勿論、私の推薦者の1人でもある山本さんもロ

ータリークラブに入る前からの繋がりで、今も

病院に行ったり、連絡を取ったりと、僕の良き

兄貴分です！

山本さん自身の体調の方も順調で、ご自分の

本業にもユックリですが、徐々に復帰している

状況です。そして、そんな山本さんを応援して

いる僕にこの度の幹事を凄く喜んでもらい、僕

の方がいつも、元気付けられて勇気や色んな事

でエールをもらっています。今期の広島安佐ロ

ータリークラブの幹事として地に足をつけてし

っかりと邁進していきたいと思っておりますの

で、これからも、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお

願い致します。簡単ではございますが、私の就

任挨拶とさせて頂きます。

会員増強理事
岡本 忠文会員

今年度のガバナー信条「ロータリーの未来を

語り、礎を築こう」に基づき基本目的に「会員

増強」を第1に掲げられ、クラブの活性化を主

眼に取り組まれております。私共の達成すべき

目標は、50名以下のクラブですので純増1名以

上です。

また本年度の中長期戦略計画を策定した中

で、会員増強計画についても「クラブ強化推進

部門」の中で重点施策として、取り上げていま

す。広島安佐ロータリークラブは、小さなクラ

ブですので組織だったアクションは難しいので

「会員全員で、退会防止を主眼とした会員増

強」というコンセプトの元で推進を図っていき

たいと考えております。

然し乍ら、今年度はスタート当初より、昨年

度退会会員がありましたものの、会員の皆様方

のご尽力のお陰で、昨年度のスタート時点と同

じ人数21名にてスタートという 低限の出発点

が可能となりました。

また昨年は40才という若き会員を誕生させる事

ができましたし有望な若き3羽烏を揃える事も

出来ました。一方、ある会員からも、候補者が

いるという事も伺っておりますので、開始早々

期待出来るものと思います。従いまして、今年

度末には、純増1名以上の目標設定に向け、現

実味が出てきた様です。基本的に純増というス

タンスですので極力退会者の出ない様、努力し

ていく事が大切ですので、皆様方のお力添えを

切にお願いするものです。

私見ですが、クラブ活性化は「超我の精神」

が無ければ、達成し得ないと思います。特に会

員増強は、クラブメリットが たるもので、個

人的には、労多くして益少なしという世界です

ので正にクラブ奉仕の根幹であるとも考えてお

りますので、本年度も引き続き宜しくお願い致

します。

奉仕理事
谷 勝美会員

昨年に引続き奉仕理事を拝命いたしました。

本年度、道垣内 文夫会長のクラブ運営方針

「つたえよう！つながろう！」に基づき、常に

クラブ奉仕、職業奉仕の基本に立ち返り、諸事

業に取り組みたいと思います。

各奉仕委員会の方針は概ね前年度と大きく変

わることはないと思いますが、予算の関係もあ

りますが皆さんと相談しながら積極的に奉仕活

動を展開していきたいと思いますので、引続き

のご理解とご協力をお願いします。

財団理事
長神 憲一会員

〔活動方針〕

ポリオ撲滅の実現の為のポリオプラス基金へ

の寄付と、ロータリーの６つの重点分野に向け

た地区補助金の活用、グローバル補助金を通じ

て、地域の社会のニーズに対応する活動を行え

るように取り組みますとあげております。その

為には、「ロータリーは世界をつなぐ」「世界

でよいこと」を行っていくため、同じ価値観を

共有し、よりよい世界のために行動したいと願

う人々との結びつきをもたらし、私達の支援を

必要とする人々とつながり、世界の地域社会

で、ロータリーの財団を通じて、有能で思慮深

く、寛大な人々が手を取り合い、行動を起こす

ためのつながりを築くために行動致しましょ

う。



〔計画（ロータリー財団支援〕

年次基金 一人当たり 150ドル以上

ポリオプラス基金 一人当たり 35ドル以上

ベネファクター クラブで一人以上 または

恒久基金寄付

クラブで1000ドル以上

以上がロータリー財団卓話です。

広報･会報理事
中村 富子会員

副会長･会計理事
山口 洋充会員

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しております。ご

一読下さい。

・2019-20年度の会員証を配布しております。

お手数ですが、前年度の会員証を廃棄してい

ただきますようお願い致します。今年度の広

島安佐RC会員名簿(手帳版)も同封しておりま

すので、ご確認下さい。

皆様 こんにちは。この度、ＳＡＡ理事を拝命

いたしました 幣です。

私は入会3年目となりますが、今まで当クラブ

への貢献は残念ながら全くできておりません。

そんなこともあり、道垣内会長から依頼をいた

だいたとき二つ返事でお受けいたしました。

前年度、奥芝理事のご指導の下 委員として携

わらせて頂きましたが、いざ理事就任を前にＳ

ＡＡの役割とは何か？を調べ2つあることがわ

かりました(今更ですが)。

1つは例会運営。例会やその会が秩序正しく

楽しい雰囲気で運営されるための進行役です。

この点に関して当クラブは、いつも楽しい雰囲

気で例会が実施され、お越しいただくお客様へ

のおもてなしも 高だと自負しております。こ

れは今までの諸先輩方が作ってこられた歴史が

あってのことだと日々関心をしております。も

う１つはニコニコ箱の披露担当です。今年度も

前年度同様年間８０万円の目標を掲げます。

もともとニコニコ箱は「罰金箱」と呼ばれて

おり、失敗や迷惑をかけた方が寄付をされたそ

うです。それが「良心箱」「ニコニコ箱」と変

化しました。皆様も何か日々の喜びをみつけ、

皆で分かち合えるようにご披露・ご出宝いただ

ければありがたく思います。

野村委員・横手委員と幣の３名で担当致しま

すので、何卒よろしくお願いいたします。

今期、副幹事に就任させていただきました野

村です。

安佐ロータリーに入会させていただき、1年

半、当時八條会長時代に入会させていただいた

当時は、右も左も分からないまま安佐ロータリ

ーでの活動をさせていただきました。ダンディ

ーな清家さんと谷さんと同じテーブルに座らせ

ていただき、戸坂に住んでいるつながりで青木

さんに戸坂話とサンフレッチェの話をしてみよ

うと思いながら、始めたことを今でも覚えてま

す。そこから、親睦委員をさせていただきまし

た。長神さんが再び安佐ロータリーに戻ってこ

られて、親睦委員とは何をするのかを静かな背

中と優しくゲストのフリガナを振っていただ

き、教えていただいた気がします。

佐藤さんからは黒いタンバリンはここに置く

んだよと、岡本さんからも様々な温かいお言葉

を浴びるように深夜までいただきました。山本

さんにも色々お世話になりました。

奥芝さんには、ＳＡＡの人員がいないとき

に、役割を「野村くん頼むで」の鶴の一声で活

躍の場をいただき、本当に感謝しております。

浮田さんは今おられないので割愛いたします。

（笑）弊さんは単身赴任を楽しんでるなという

空気感をいただき、横手さんとは同郷で貸し借

りを進めながら、湯本さんの優しさに感動した

り、三宅さんには 初の新入会卓話から娘のこ

とですごくお声がけいただたり、比治山清掃で

の松岡さんの中学生の前にたって話す姿のすご

さ、大北さんには 初の3ロータリ夜間例会で

緊張している中、優しくお声がけいただきまし

た。ここに至るまでたった1年間半でしたが、

この度副幹事に就任させていただき、優しさの

塊である大串幹事を支え、ハンサムな道垣内会

長とともに、がんばらせていただきます。

どうぞ、ご不便をおかけすることも多いと思い

ますが、よろしくお願いいたします。

S.A.A.理事
幣 真太郎会員

副幹事
野村 裕芳会員



ニコニコ箱

会員記念日（7月）
☆お誕生日おめでとうございます

・浮田 収会員(S30.07.03)

久々に2連チャン、AV2：00過ぎの帰宅。未だ

頑張れそう？身体はボロボロです。

☆創業月おめでとうございます

・浮田 収会員(㈱むさし：S33.07.01)

61才になります。お客様、社員、皆々様に感

謝です！

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・松岡 與吉会員(かずえ：13日)

いつも助けられております。

・森本 真治会員(和恵：20日)

☆入会月おめでとうございます

・大北 茂人会員(H21.07.02)

・長神 憲一会員(H30.07.05)

2018-2019年度の色々とありましたが、全出

席が出来ました。これからもがんばります。

☆道垣内 文夫会員

今年度重責を担います。至らぬ点多くあると

思いますが、皆さんの懐の深さに期待してお

ります。よろしくお願いいたします。

☆大串 修二会員

今期広島安佐ロータリークラブ幹事を仰せつ

かりました、大串修二です。昨日も、エロ垣

内･･･あ！失礼いたしました！道垣内会長と

陵北RCへご挨拶に行ってまいりました。これ

からも頑張って参りますので宜しくお願い致

します。

☆谷 勝美会員

いよいよ道垣内丸の出航です。一年間平穏な

航海と充実した年度になりますよう、皆さん

協力し合って行きましょう。

☆奥芝 隆会員

道垣内会長、大串幹事はじめ各理事の皆さ

ん、この一年間大変でしょうが、どうかよろ

しくお願いいたします。希望がいっぱいの年

度です。楽しみだ!!

2019年7月11日(木）第936回

3階「安芸の間」

会長時間

本日はロータリーの友7月号のお知らせをお

伝えしようかと思います。毎号必ず会員数の情

報が記載されるコーナーですが改めてじっくり

読んでみますと貴重な情報がたくさんありこと

に驚かされました。日本には2710地区を含め34

地区が在ります。そして会員数一覧が出ていま

す。順位こそ表記していませんが、我が安佐ロ

ータリーの所属する2710地区は全国第5位のポ

ジションで3,321名の会勢です。ちなみに一位

は愛知県で4,908名、2位が東京で4,839名、3位

が福井京都奈良滋賀で4,653名、4位が大阪北部

で3,672名です。

では、全世界ロータリーではどうなっている

でしょうか、世 界ロータリアン総数は

1,228,000人程で地区数は525地区あり、クラブ

数は36,005クラブという統計が出ております。

2019-20年度国際ロータリー・マローニー会長

も言っていますが世界的に会員減少が進んでい

る中、日本も同じように全体では89,824名から

89,553名と271名の減少です。

しかしながらです。広島山口エリアの2710地

区は18年末から2019年4月末時点で25名増とな

っています。なぜ増えているのでしょうか、答

えは記述されていませんのでこれからリサーチ

してみようと思います。ということで今年度の

ガバナー訪問ですが初の試みとなると思います

が、親クラブであります陵北ロータリークラブ

さんとの合同開催では3つのテーブルに別れ会

員増強・退会防止・会員間のコミニュケーショ

ンと３つのテーマでみなさんが忌憚のない意見

を出し合い、それぞれの想いを深めていく場と

なろうかと思います。

正に、会員が増える答えはそこにあるのでは

なかろうかと感じています。是非とも全員参加

をお願いして会長時間とさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

￥31,000 累計￥31,000

会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 6名 ご 来 客 3名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第933回 6月20日



｢臨時総会｣

2018-19年度 事業報告

決算報告

2019-20年度 事業計画

予算計画

以上、承認されました。

幹事報告

１.BOX配布物

・本日の臨時総会資料としまして、2019-20年

度臨時総会議案書、2018-19年度収支決算報

告書、2019-20年度事業計画書を配布してお

りますので、ご確認ください。

・7月定例理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

・6月分個人別出席一覧表を配布しておりま

す。

・7/31松尾ガバナー補佐クラブ協議会と8/21晝

田ガバナー公式訪問の進行表、出欠（テーブ

ル分け）表を配布しておりますので、ご確認

下さい。

・新会員候補者照会文を配布しております。ご

意見のある方は、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。個人情報のため、取り扱いにはご注意く

ださい。

２.例会変更

・広島中央RC「夜間例会並びに花火家族会」

と き：7月27日(土)18:30～7月22日(月)と

変更

ところ：グランドプリンスホテル広島

・広島西RC「夜間例会並びに会員懇親会」

と き： 7月25日（木）18:00～※同日変更

ところ： ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３.休会

・7月16日（火）広島安芸RC

・7月17日（水）広島陵北RC

・7月18日（木）広島北RC

・7月29日（月）広島廿日市RC

４.お知らせ

・次週は、休会となっておりますのでお間違え

のないよう、よろしくお願いします。

ニコニコ箱

￥18,000 累計￥49,000
会員記念日（7月）
☆入会月おめでとうございます

・三宅 恭次会員(H21.07.02)

以前所属していた広島中央RCの在籍年数よ

り、安佐の年数が随分長くなりました。

☆瀬川 長良様（広島陵北RC会員）

吉田 尊禮様（広島陵北RC会員）

広島陵北RC、本年度会長を仰せつかりまし

た瀬川と吉田です。一年間よろしくお願いし

ます。本日は、お礼とお願いにおじゃましま

した。

☆道垣内 文夫会員

お客様ようこそお越しくださいました。

ごゆっくりお寛ぎ下さい。

☆大串 修二会員

本日、広島陵北RC会長瀬川様、幹事吉田

様、ようこそお越しくださいました。歓迎申

し上げます。そして、ゲスト梁様、ごゆっく

りして行って下さい。

☆長神 憲一会員

お客様、ようこそおいでくださいました。ご

ゆっくりして行って下さい。今日は臨時総会

です。昨年度の総決算です。本当にご苦労様

でした。陵北RC瀬川会長、吉田幹事ようこ

そ。ご指導の程、よろしくお願いいたしま

す。入会予定の梁 賢春様、ゆっくりと安佐

RCをお楽しみ下さい。レ・シー・タン様、

ようこそ。

本日のプログラム

7月11日(木) 第 936 回



2019年7月25日(木）第937回

3階「安芸の間」

会長時間

先ずは何においても一番にこのことを喋らな

いといけません。21日に行われた参議院議員選

挙にて当クラブの会員でもあります森本会員が

大勝と言ってもいい32万票を獲得してのトップ

当選を果たしました。心よりご祝福したいと思

います。これから6年間日本の発展のためにご

尽力頂けるものと期待しております。

さて本題に移りますが選挙と同じくらいに世間

を賑わせているのが吉本興業と闇営業をした芸

人の件です。張本人のその場しのぎの「ウソ」

が時間の経過とともに大炎上し会社の管理・雇

用体制の問題にまで発展し、今や悪者が吉本興

業本体になってしまった感があります。私の視

点としてですが何故、人はウソをついてしまう

のか？バレないと思うのか、その場的についつ

いウソを言ってしまう。誰でもつい、保身のた

めに言ってしまうのではないか、ということで

す。一旦嘘をつくとその嘘を正当化するために

更に嘘をつく結果 悪な状況に至ってしまいま

す。そこで重要なのはウソを見抜く力を養って

いく必要があると思います。動物行動学者デズ

モントモリスという学者は人間の動作で信用で

きる順として7つあると言っています。

① 自律神経信号→汗をかく、顔色が変わる。

（手が震える）

② 下肢信号→脚やつま先の動き

（その場を早く立ち去りたい欲求）

③ 体幹（胴体）→姿勢（脳をフル回転→身体

まで制御できない）

④ 見分けられない手振り→微妙な手の動き

（腕組み、手を後ろに、手の内を見せない）

⑤ 見分けられる手振り→意図的な手の動き

（手振りの多いときは真実、手の内を見せる）

⑥ 表情（頬や鼻などを触る、目線をそらす）

⑦ 言語（必要以上に答える、逆切れする、話

をすり替える）

人間心理は必ず行動・言動に出ますので注意

深く見聞きしていくと相手が本当の事かウソを

ついているかわかってくると思います。

世の中善人ばかりではございません。1本の

電話で何百万も稼ぐ輩から始まり、身近な所で

は労使関係に至るまで様々なウソや危険が生活

の中に潜んでいますので自分の身は自分で守る

ことを切に願いまして会長時間とさせていただ

きます。ご清聴ありがとうございました。

｢ クラブフォーラム

～公式訪問に向けて～｣

本日は7月31日(水)に開催される広島陵北RC

合同クラブ協議会及び8月21日、晝田ガバナー

公式訪問の際に実施されるテーブル討論会に先

立ち、当クラブの会員でグループに分かれ本番

と同じテーマでリハーサル討論会を行いまし

た。

Ａグループテーマは

「会員増強（平均年齢を下げる）」

Ｂグループテーマは「退会防止」

Ｃグループテーマは

「会員間コミュニケーション(ジェネレーショ

ンギャップについて)」

となっております。

限られた時間の中ではありましたが、リハー

サルとは思えないほど、各テーブルとも様々な

意見が飛び交っておりました。それぞれの課題

に対し、色々な意見はありますし、正解は一つ

ではないということもあります。今回はリハー

サルでしたので、意見はまとまらずとも、時間

がくれば、強制終了。しかし、本番は各テーブ

ルで意見をまとめて発表まで・・ということな

ので、今日よりも大変になることは間違いない

ですね。

皆さん、本日のリハーサルよりもさらに活発

な討論となりますように・・いざ本番にのぞみ

ましょう！！



本日のプログラム

7月25日(木) 第 937 回

｢クラブフォーラム

～公式訪問に向けて～｣

幹事報告

１.BOX配布物

・休会のご案内を配布しております。

(8月15日)

・2018-19年度臨時理事役員会議事録を配布し

ております。

・地区大会本登録のご案内とプログラムを配布

しております。ご出欠の回答は、回覧にてお

願い致します。

２.休会

・7月31日（水）広島東RC

３.お知らせ

・次回の例会は、31日(水)広島陵北RCとの合同

クラブ協議会となっております。お間違えの

ないよう、お願い致します。

・8月21日のガバナー公式訪問時に記念写真を

撮りますので、青いネクタイを着用して来て

下さい。ロータリーネクタイでなくても、青

ければ大丈夫ですので、よろしくお願いいた

します

米山功労法人の感謝状が披露されました
株式会社 兼正冷熱工業

松岡 與吉 会員

ベネファクター認証状が披露されました
八條 範彦 会員



ニコニコ箱

￥21,000 累計￥70,000
会員記念日（7月）
☆創業日おめでとうございます

・中村 富子会員(㈲ﾍﾟﾝｷﾞﾝｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ：

H11.07.02)

おかげさまで20周年です。これからも皆様に

可愛がられるペンギンになります。

☆道垣内 文夫会員

お客様 ようこそお越し下さいました。

ごゆっくりおくつろぎ下さい。それと、森本

先生、当選おめでとうございます。

☆大串 修二会員

先日22日に正副会長幹事会に道垣内会長と山

口副会長と野村副幹事、事務局の三戸さんと

私大串で行ってまいりました。まだまだ不慣

れではございますがよろしくお願いいたしま

す。森本会員 トップ当選！おめでとうござ

います。

☆谷 勝美会員

森本さん今回は参院選、当選おめでとうござ

います。益々のご活躍をお祈りします。

☆奥芝 隆会員

森本さん、本当におめでとうございます。嬉

しい限りです。今後ますますのご活躍を願っ

ております。

☆三宅 恭次会員

先の参院選 森本会員 当初の劣勢予想を覆

してトップ当選されました。誠におめでとう

ございます！

☆長神 憲一会員

森本さん、参議院選挙無事に終わり、御当選

おめでとうございました。選挙前は本当に大

変でしたでしょうが、トップ当選は素晴らし

いことです。これから6年間、国の舵取り、

よろしくお願いいたします。

☆森本 真治会員

皆様、有難うございました！これからもロー

タリーの精神で国家国民の為、頑張って参り

ます。よろしくお願いします。

会員数 21名 出 席 率 95.24％

出 席 19名 ご 来 賓 0名

欠 席 2名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第934回 6月27日

2019年7月31日(木）第938回

3階「宮島の間」

会長時間

広島陵北RC・広島安佐RC
合同例会

広島は梅雨も明け暑い夏到来です。みなさん

熱中症対策を万全にして大いに楽しみましょ

う。

先月内閣府より「少子化社会対策書」令和元

年版が発表されました。日本の総人口1億2,644

万人で内訳では0から14歳1,542万人（12.2％）

生産年齢人口15～64歳が7,545万人（59.7％）

高齢者人口65歳以上3,558万人（28.1％）とな

っています。人口を維持できる水準合計特殊出

生率いわゆる出生率は「2.07」です。世界では

約200の国と地域のうち108がこの2.07を超えて

いるようです。日本は2018年出生数91.8万人で

1.42となっています。S22～24第一次ベビーブ

ーム「4超」S31「2.22」以降下がり続けS50つ

いに「1.9」H15には「1.3」現在は「1.43」で

す。出生数でみると1.43で90万人ですから第1

次ベビーブームのころは毎年250万人以上子供

が生まれていました。政府は現状が分かってい

ても有効な手立てが打てていません。では我々

は何をすればいいのでしょうか。ここのおられ

る方、ご自身が頑張れる年齢ではございませ

ん。ではどうするか？若い人を支援しましょ

う。お孫さんへの無限の支援、会社や団体の未

婚者への支援をしましょう。我々がいくら稼い

でも 後は持ったまま旅立っていけません。未

来の為の一つの出宝と考えてもよいのでしょう

かと言うことで会長時間を終わります。ご清聴

ありがとうございました。



広島安佐クラブは親クラブである広島陵北ＲＣ

と合同で「合同例会ならびにクラブ協議会」を

松尾仁ガバナー補佐を迎えて行いました。

これは２０１９－２０年度の晝田眞三ガバナ

ーによる提案（ガバナーの公式訪問の回数を減

らせないか？）に基づき、２７１０地区の各ク

ラブに対して親と子乃至同一地区内の複数クラ

ブによる合同例会の開催が呼びかけられたもの

で、陵北と安佐がこれに応えたものです。

例会では両クラブの会長が挨拶を行いまし

た。

陵北の瀬川会長は「両クラブでの夜間例会は

行っているが、昼の例会は初めてだと思う。来

年の世界大会はホノルルです。両クラブ員はこ

れから積み立てして、ホノルルで合同例会を開

きましょう」。

道垣内会長はいつもの例会のように日本の人

口問題を取り上げ、若い世代への支援を呼びか

けました。

卓話時間では松尾ガバナー補佐が８月２１日

の晝田ガバナー公式訪問を前に「ロータリーク

ラブの問題点と各クラブでの取組」について話

をされました。

先ず、合同例会開催の呼びかけに陵北・安佐

が手を挙げたことに謝意を述べられました。合

同例会の呼びかけになったことについては規定

審議会による規約変更で、例会開催日がクラブ

によっては月二回になっているところもあり、

メイキャップルールの変更等々で地区の全クラ

ブへの公式訪問を地区大会前に終えることが益

々難しくなっていることなど上げられました。

ロータリー会員数の減少傾向が続いているこ

とについては具体的に各クラブの人数を上げて

述べられました。

広島地区では広島、東、東南、北など１００

人規模のクラブがある一方廿日市の３４人、江

田島＝１８人、瀬戸田＝５人、東広島２１＝１

７人、そして安佐の２１人などの小クラブがあ

る。安佐などでは奥芝さんなどのように２回会

長を務めることになる。現実問題として１５人

以下になるとクラブとしての活動が難しくなる

と思う。それでは会員増強をどのように行う

か、それは各クラブで考えてください、という

ことになるのですが、ひとつ提案があります。

陵北さんには１１名、安佐は４名のチャーター

メンバーがおられます。この方々は熱い思いで

クラブを作られたことと思います。「引退」な

どと思わないでください。是非とも会員増強の

先頭に立ってください。私の所属する広島東Ｒ

Ｃにはガバナーまで務められた筒井数三さんと

いう素晴らしい先輩がおられました。お亡くな

りになるまで 後の 後まで会員の勧誘をお



こなわれました。筒井さんの取引先の金融機関

等へ出向くなどして動かれました。相手先も

「筒井さんにお願いされては…」という事で入

会した会員が多数おられますと具体的な例を示

して、チャーターメンバ―の方々に会員増強に

動いて欲しいと訴えられました。

この後、松尾補佐が指名された両クラブのパ

スト会長、小川嘉彦さんと奥芝隆さんからの質

問を受けられました。

小川さんからは「広島東ＲＣが米山奨学制度

以外に独自の奨学制度設けていることについ

て」

これについて松尾補佐は「きっかけは米山の

選に漏れた留学生を救済しようという事で設け

た。原則毎年一名。ただ、米山に漏れた学生か

ら選ぶと特定の国に偏り過ぎているとの批判が

出たため、今はいろいろな友好協会などから推

薦を受けて決めている。費用は特別会計ではな

く本会計から充当している」。

奥芝さんから例会の休会についての対応につ

いて質問、これに対して松尾補佐は「規定審議

会での規約変更があっても広島東ＲＣは全て従

来通りで行っている。それはクラブルールを変

更するためには歴代会長会の了解を取らなけれ

ばいけない。そこの壁は高い。伝統ある古いク

ラブは新しいことがやりにくいが、安佐のよう

に人数の少ないクラブは、少人数は決して欠点

ではない。柔軟にルールを変えることが出来

る」と結ばれました。

このあと両クラブは隣の部屋に場所を移し

「クラブ協議会」を行いました。

両クラブ員が３班に分かれ「会員増強」「退

会防止」「会員間のコミュニケーション」をテ

ーマに話し合いました。松尾補佐、吉野補佐幹

事と瀬川、道垣内会長は各テーブルを回り、会

員の意見に耳を傾けました。

話し合いのあと各テーブルの代表者が出され

て意見をまとめて発表、安佐の野村会員は退会

防止のテーマについて発表しました。

これを受けて松尾補佐が講評をおこないまし

た。

会は安佐の道垣内会長の松尾補佐への謝辞を

もって閉会しました。

広島陵北RC・広島安佐RC
合同クラブ協議会

13：45～ 「音戸の間」



本日のプログラム

7月31日(木) 第 938 回

｢広島陵北RC・広島安佐RC

合同例会｣

幹事報告

１.BOX配布物

・2019-20年度の在広ロータリークラブ会員名

簿を配布しております。

・8/22夏の家族会の野球チケットを本日ご出席

の会員の方には配布しております。ご確認下

さい。

ニコニコ箱

￥4,000 累計￥79,000

☆道垣内 文夫会員

松尾ガバナー補佐、吉野ガバナー補佐幹事、

ようこそお越し下さいました。本日は安佐RC

にして初めての体験をさせて頂きます。よろ

しくお願いいたします。

☆大串 修二会員

本日お越しの国際ロータリー 第2710地区グ

ループ6ガバナー補佐、松尾仁様、ようこそ

お越し下さいました。卓話も楽しみにしてお

ります。そして、この後の合同クラブ協議会

も楽しみです。

☆奥芝 隆会員

松尾ガバナー補佐、吉野ガバナー補佐幹事、

ようこそお越し下さいました。本日は、よろ

しくお願いいたします。

☆長神 憲一会員

本日はクラブ協議会です。ガバナー補佐松

尾仁様、ガバナー補佐付幹事吉野泰弘様、卓

話に、御指導の程、宜しくお願いいたしま

す。会員増強(平均年齢を下げる)･退会防止

会員間コミュニケーション(ジェネレーショ

ンギャップについて)ミニ討論楽しみにして

おります。

会員数 21名 出 席 率 85.00％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 6名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第935回 7月4日

崇徳学園ＩＡＣ募金

7月分
松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 4,000円


