
MONTHLY REPORT

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／道垣内 文夫 幹 事／山口 洋充 Vol.598

＜本年度会長テーマ＞ 『 ニューノーマル時代での奉仕 』

広島安佐ロータリークラブ

2021年8月4日(水) 第1003回

広島陵北RC広島安佐RC合同例会

4階 「クリスタルルーム」

会長時間

杉川ガバナー、白築随行幹事、山坂ガバナー

補佐、坪内ガバナー補佐幹事、改めて訪問いた

だきありがとうございます。本日はよろしくお

願いいたします。そして陵北ロータリークラブ

の皆様、こんにちは。再会出来ることのすばら

しさを感じております。一昨日、湯崎知事から

広島市を含む3市に再度飲食店への時短営業もし

くは休業せよとの要請が出ましたが今回も収

束、解除、感染増、要請のサイクルが数年繰り

返されそうな気がいたしております。そのよう

な中で広島は明後日被爆76年を迎えます。今日

も暑い日ですがあの日は目を閉じていても激痛

が走る青白い閃光・聞いたこともない程の大き

な爆発音・3,000℃に達する熱線と秒速440ｍの

爆風で都市が一瞬にして喪失しました。76年後

の現代の核兵器の威力を想像すると言わずもが

な、はかり知れません。広島長崎県民は後世に

おいて伝え続けますが日本国として悲惨さを伝

承するかは懐疑的です。語り部は年を追うごと

に減っていき被った側の声が届きにくくなって

います。76年前の悲惨な世界を繰り返さないよ

うに我々ロータリアンはロータリーの重点分野

でもある平和と紛争防止を深く理解し未来永劫

平和な状態を構築していかねばなりません。し

かしながら現実には紛争が絶えません。その時

には復興プロセスに積極的に関わる行動を起こ

しましょう。

行動し続けることが重要でこの行動を可能に

するのがロータリアンです。

以上をお伝えして会長時間とさせていただき

ます。

後に新庄高校甲子園出場おめでとう！

ご清聴ありがとうございました。



「ガバナー卓話」

国際ロータリー第2710地区

ガバナー

杉川 聡 様

皆さんこんにちは。ガバナーの杉川でございま

す。広島西南ロータリークラブに所属しており

ます。これよりガバナー公式訪問卓話を始めさ

せて頂きます。何卒、宜しくお願い申し上げま

す。

まず 初に、簡単に自己紹介をさせて頂きま

す。1957年に広島市内で生まれ、現在63歳でご

ざいます。大学卒業後、金融機関を経て、義父

の経営する不動産管理会社に入社し、現在は、

不動産事業以外に、福祉事業・フード事業を中

四国で展開させて頂いております。ロータリー

には1997年に入会せて頂き、幹事、会長を経

て、今回ガバナーに就任させて頂きました。ロ

ータリーに入って一番驚いたのが「職業奉仕」

という理念で有ります。他の団体には無い概念

で、高い倫理観を持って自らの仕事に専念する

ことが地域社会の発展に繋がって行くと強く信

じ、仕事にもロータリー活動にも邁進しており

ます。10年ほど前から、不動産の再生事業に携

わるようになりました。このきっかけはやはり

ロータリーの職業奉仕理念で有ったように思い

ます。再生事業はその地域社会の皆様にとって

は掛け替えないもので有り、その事業を推進す

ることが地域社会の発展に繋がり、ひいては弊

社の発展にも繋がっております。ロータリーに

入会し色々な経験をさせて頂いた事が、弊社の

事業にも大変役立っており、「職業奉仕」の理

念の大切さを痛感しておる所でございます。私

より、ロータリー歴の長い先輩たちが沢山いら

っしゃいます中で、大変僭越ではございます

が、コロナ禍のガバナーとして、皆様の先頭に

立ち頑張って参ります。何卒宜しくお願い致し

ます。

それでは、シェカール・メータRI会長の運営

方針に付いて説明をさせて頂きたいと思いま

す。シェカール・メータ会長は、インドのカル

カッタのご出身で、カルカッタ・マハナガルRC

に所属されておられます。仕事は、会計士をさ

れており、自身が設立された不動産開発会社

「Skyline Group」の会長を務められ、カナダを

本拠とする「Operation Eyesight Universal

(India)」のディレクターも勤められています。

会長テーマは、「Serve to Change Lives」和訳

は、「奉仕しよう みんなの人生を豊かにする

ために。」でございます。メータRI会長は、ロ

ータリークラブに入会された際に訪れた僻地で

の奉仕活動により、奉仕の必要性について目覚

められ、人のために世話をし、奉仕することが

良の生き方。なぜなら、その経験を通じて誰

かの人生だけでなく、自分の人生を豊かに出来

るのだから。と感じられ、ロータリー活動に、

のめり込んで行かれたようでございます。

シェカール・メータ会長は年次目標として次

の3点を掲げられました。

一つ目は、「2022年7月1日までに会員数130万人

を目指します。」で有ります。次は、「ロータ

リー奉仕デー」の開催で有ります。 後は、女

子のエンパワメントに力を注ぎ、教育、リソー

ス、奉仕、機会など、未来の女性リーダー成功

に必要な手段を与えて下さい。と、おっしゃら

れています。ここで言う「女子のエンパワメン

ト」は女性の活躍の場を増やしていくと解釈頂

ければと思います。女性会員を増やしていく。

女性の役員を増やしていく。そこに力を注いで

下さい。この3つ目標をメータRI会長は強く発信

されました。是非とも、各クラブにおかれまし

ては、この目標達成のため、全力で対応願いた

いと思っております。

次に、メータRI会長の目標を受けての、私のガ

バナー信条を説明させて頂きます。

ガバナー信条は、

「みんなのためになるかどうか。未来のため

になるかどうか。」

～多様性を受け入れ、相互理解を深めよ

う！！～

と、させて頂きました。

ここに至る経緯を説明させて頂きます。15年ほ

ど前に、ロータリーの先輩から連絡を頂き、先

輩の作られた「お好み焼き店」に伺わせて頂き

ました。細かい説明は受けずに、お好み焼きを

食べさせて頂き、店を出てから、開業に至った

経緯をお聞き致しました。その時はちょうど20



歳くらいで有ったと思いますが、先輩のお嬢さ

んが障がいを持たれていて、特別支援学校を卒

業後、障がい者施設に入所されており、その施

設が運営をしているお好み屋さんで有ると言う

事でした。「娘は、小さい時からずっと謝って

ばかりだった。友達に知り合いに一生懸命付い

て行こうとするのだが、どうしても上手くいか

ず、いつもごめんなさい。ごめんなさい。と謝

ってばかりだった。親として、我が子に【働く

楽しさ、生きて行く喜び】を是非体感してもら

いたいと思っていた。それを知らずに生きて行

くのは余りにも可哀そうだと思った。そこで、

この店を作ったのです。ここで働くようになっ

たら、お客様から有難うって初めて言われたん

ですよ。生まれて初めて、他人から存在を認め

られたんですよ。その気持ち分かりますか？」

って言われました。とてもショックを受けまし

た。この先輩は、お好み焼の関連の仕事をされ

ていましたので、障がいを持っていた人でも使

いやすいように店づくりにも工夫されておられ

ました。お客様から、「美味しかったよ」「あ

りがとう」と言われた時の、お嬢さんの笑顔を

今でも覚えております。

この時に先輩から、障がいを持っていても、

その障がいに合わせた仕事を作って行くことが

出来れば、充分一人前の仕事が出来るのだと教

わりました。大変恥ずかしい話ですが、この話

を聞くまでは、障がいを持った人に、健常者と

同様の仕事を担当して貰うのは無理だと思って

いました。しかし、現在、弊社で働いてくれて

いる多くの障がいを持った社員は、健常者とほ

ぼ同じレベルで働いてくれています。この時

は、障がい者に対する知識が無かったことを恥

じました。そして、多様性を受け入れ、相互理

解を深めて行く必要性をこの時に強く感じたと

ころでございます。そこで、「多様性を受け入

れ、相互理解を深めよう。」をガバナー信条と

し、一年間各クラブの皆様にお話をさせて頂こ

うと思っていた所に、今回のコロナ禍が発生を

致しました。世界から、人種差別的な報道など

も聞こえて来るようになりました。地区の皆様

にお伝えして行くには、もう少し大きなテーマ

が必要だと思い、「みんなのためになるかどう

か。未来のためになるかどうか」をガバナー信

条とさせて頂きました。4つのテストからの引用

ですが、「今のみんなのためになるかどうか。

未来のみんなのためになるかどうか」と読んで

頂きたいと思います。SDGsが当たり前のような

社会になって来ました。これからのロータリー

活動は、未来を見据えた活動が必要なのだと思

います。今年度は、各クラブで、その地域に必

要とされる未来のためになると思われる奉仕活

動を是非とも実施して頂きたいと思います。宜

しくお願い致します。

それでは、今年度の重点運営方針を説明させ

て頂きます。

まず、地区はクラブの活動を支えて行くのが役

割ですから、クラブ運営の積極的支援をさせて

頂きます。次に、会員基盤の強化をお願い致し

ます。また、クラブのDX（デジタルトランスフ

ォーメーション）の推進支援もさせて頂きま

す。ZOOMなどのツールを活用し、例会や会議な

どの対応力強化して下さい。メータRI会長の

大の事業で有ります「ロータリー奉仕デー」の

推進支援を致します。ロータリークラブとロー

ターアクトクラブ間の協力も増やして下さい。

そして、 後にダイバーシティ理解を深める卓

話を実施して頂ければと思います。宜しくお願

い致します。

2020年1月に横浜で初めて発生した新型コロナ

ウイルスですが、1年半以上経ちましたが、ま

だ、ワクチン接種が遅れていますので、まだま

だ予断を許さない状況が続いております。ロー

タリー活動を展開して行くには大変窮屈な状況

では有りますが、その中で、ロータリーとして

出来ることを確実に実行して参りましょう。コ

ロナだから中止にしよう。コロナだから縮小し

ようばかりでは、大変残念です。コロナ禍でも

これだけの事を社会に対してやって来たのだと

胸を張って言えるように、前だけを向いて頑張

って参りましょう。あの一年はコロナ禍で大変

だったけど、コロナ禍だから体験出来た事が沢

山有って、あれはあれで記憶に残って良かった

じゃ無いかって、来年の年度が終わるときは笑

って話し合える事を願いながら、私からのメッ

セージとさせて頂きます。前だけを向いて、頑

張って参りましょう。宜しくお願い致します。



8月4日(水) 第 1003 回

幹事報告

本日のプログラム

「ガバナー卓話」

１.BOX配布物

・ガバナー月信、とロータリーの友

・本日の合同例会・フォーラムの次第

2.お知らせ

・陵北ＲＣ様の幹事報告にもございました通

り、広島陵北ＲＣとの「メークアップに関す

る同意書」に調印いたしましたので、メーク

アップが必要な際は、陵北ＲＣの例会へ是非

ご出席下さい。陵北ＲＣの会員の皆様は、当

クラブの例会にお越し下さい。よろしくお願

いいたします。

・次週8/12は休会ですので、次回例会は、8/19

（木）となります。

広島陵北RC 広島安佐RC

「メークアップに関する同意書」調印式

広島陵北RC・広島安佐RC

合同クラブフォーラム

４階「ロイヤルホール」

8月4日、今日も暑い一日となりました。広島

安佐ロータリークラブ第1003回例会、広島陵北

ロータリークラブ第1412回例会は、回を重ねす

でに恒例になりつつあるガバナー公式訪問の合

同例会です。

国際ロータリー第2710地区ガバナー杉川聡

様、同随行幹事白築忠治様、同グループ6ガバナ

ー補佐山坂哲郎様、補佐幹事坪内昭吉様の4名の

ご来賓をお迎えして、例会とクラブフォーラム

を行いました。

この稿では、例会終了後に開かれたフォーラ

ムにおいて、特に予め提示された議題に対して

の発表とガバナーの講評について報告します。



今回、次の三点の議題が設定されていまし

た。

①会員増強について…退会防止対策、新規会員

勧誘対策について

②多様性についての対応について…女性会員

は？女性活躍は？障がい者理解は？外国籍の

会員は？

③ロータリー奉仕デーについて

①では、陵北の森中会員が、前年度からコロ

ナ禍にあって事業で困難に直面する会員のた

め、例会数を減らすなど負担軽減を図った結

果、退会者は1名だけに止まった、今年度はすで

に2名入会を実現し 終的には3名の純増を目指

したいと自信に溢れた抱負を述べられました。

安佐の奥芝会員は、会費を極力抑えて会員の

負担軽減を図り、出席して楽しい例会作りを心

掛けるなど、少人数クラブの涙ぐましい自助努

力を語るとともに、新会員に対する既存のカウ

ンセラー制度の活用や今年度の新機軸として、

職業分類表の見直しと会員増強個人別達成表の

創設を発表しました。

②について、安佐の中村会員は、創立時から

女性会員が在籍するこのクラブに入会し、様々

な役割を担い、責任ある立場で活動に携わって

きた中でクラブの風通しの良さに改めて言及

し、今後も女性ならではの視点でクラブを盛り

立てたいと目標を掲げました。

陵北の森中会員は、あまり女性会員として特

別な扱いをすることが却って居心地の悪さにつ

ながり、結果、退会を招くことにもなりかねな

いとの見方から、何より自然体で接する対応が

一番であるとの観測を示されました。

③に関しては、安佐の山口幹事が、11月に

北、陵北、安佐の3クラブ合同で河川清掃に取り

組む計画が煮詰まりつつあること、出来ればそ

れが継続事業に育つようにと期待を述べて締め

くくりました。

杉川ガバナーはそれらの発表を受け、自クラ

ブおよび公式訪問で見聞した事例を示しつつ、

会員増強のいろいろなご縁作りには、やはり細

かな声掛けが必要ではないかと総括されまし

た。その上で、世界のロータリアン120万人のう

ち15～6万人の日本、韓国、台湾のメンバーだけ

がロータリー＝ステータスという意味で少し特

殊な存在であり、会費と奉仕の兼ね合いの中で

それがどう変化していくべきなのか、将来的な

課題を提示しつつ全体の講評とされました。

今回、ガバナー公式訪問というクラブに於い

ても大行事の一つが終了しました。全体の運

営、接遇面について、特に道垣内会長、山口幹

事さんにはご苦労をいただきました。有難うご

ざいます。また8月第4例会では、「ガバナー公

式訪問を受けて」のクラブフォーラムが予定さ

れています。この度の学びを契機として、少し

でもクラブの活動を前進させていくよう議論を

深めコンセンサスを広げたいものです。

（会報・広報理事 青木 幹丸）

ニコニコ箱

￥23,000 累計￥296,000

会員記念日（8月）
☆お誕生日おめでとうございます

・黒田 七郎会員(S25.8.24)

・道垣内 文夫会員(S38.8.29)

☆入会月おめでとうございます

・松岡 與吉会員（H19.8.2）

お陰様です。これからもよろしくお願いしま

す。

・道垣内 文夫会員（H23.8.4）

☆創業月おめでとうございます

・野村 裕芳会員

(リーフラス(株)：H13.8.28

☆国際ロータリー第2710地区 杉川ガバナー様

☆国際ロータリー第2710地区G6

山坂ガバナー補佐様、

坪内ガバナー補佐幹事様

☆道垣内 文夫会員

杉川ガバナー、白築随行幹事、山坂ガバナー

補佐、坪内ガバナー補佐幹事、ようこそお越

し下さいました。ガバナー卓話にて、勉強さ

せていただきます。

会員数 20名 出 席 率 95％

出 席 16名 ご 来 賓 0名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 2名

出席報告 第1001回 7月15日



2021年8月19日(木) 第1004回例会

3階 「瀬戸の間」

会長時間

会員時間：山岡 稔会員

岡田哲也さん、崇徳高校鴨谷先生、堀君、平

木君、藤井君、今日はようこそお越しください

ました。１時間ごゆっくりとお過ごしくださ

い。

さて、8/4ガバナー公式訪問お疲れ様でした。

みなさんのご協力の元、滞りなく終えることが

出来ましたことをお礼申し上げます。お盆休み

明けでさあ！というタイミングで広島市含む9市

3町にまん延防止等重点措置が出され休業もしく

は時短営業の要請が出てしまいました。感染者

数も急激に増えましたので致し方ない措置かも

しれませんが、関連する業界の皆さんにはどう

にか乗り越えていただきたいと願っておりま

す。話は遠くの世界情勢に目を向けますと一昨

日アフガニスタン反政府勢力タリバンがアフガ

ン大統領府を占拠しアフガン全土を制圧してし

まいました。これを機に周辺諸国が自国の思惑

で活発に動き出し、世界平和にも影響を及ぼす

出来事と捉えます。米国が20年間でタリバン掃

討に費やした費用は推計250兆円で2,300の兵士

が命を落としました。今年4月にバイデン大統領

が米軍とNATO軍の完全撤退を発表したことによ

り前述の結果を招いてしまいました。タリバン

政権になると国際テロ組織アルカイダも周辺国

で復活するだろうと指摘されています。日本も

対中対策のみならず対中東も含めた世界秩序の

安定化を考え、世界に支持される行動を政府に

期待したいところです。ロータリアンが取り組

む様々なミッションの中の重点分野の一つに

「平和と紛争予防/紛争」がありますのでこれに

沿って考察から始めてみるのが良いと思いま

す。 後にワクチン接種したから大丈夫ではご

ざいませんので外出の際は万全の対策を講じて

感染防止にお気をつけてください。

お盆の 中間断なく降り続いた雨はようやく

収まりました。毎年のように繰り返される豪雨

災害は、わたしたちの防災、減災という意識を

確実に高めたように思います。とは言いなが

ら、コロナ禍にあって避難所に身を寄せざるを

得ない方々のお姿を拝見するにつけ心がとても

痛みます。

広島も蔓延防止措置適用地域に指定されまし

た。今後例会もオンライン開催が予測されま

す。顔を合わせること、言葉を交わすことが制

限される中、会員の熱意と叡智をもって何とか

必要なコミュニケーションを図ってゆきたいも

のです。

今日の会員時間の担当は山岡稔会員です。山

岡さんは通所介護施設おかえりなどを経営して

いらっしゃいますが、今回は、職員さんにまつ

わるお話を披露してくださいました。

それは施設でのパートの女性介護士さんのお

話でした。その出来事があった週の月曜は何事

もなく勤務し、翌火曜日の午前中に、その方の

息子さんが新型コロナウイルスに罹患したこと

が分かったそうです。息子さんとは同居ではあ

りませんが、たまたま日曜日に一緒に食事をさ

れたそうで、いわゆる濃厚接触が疑われる状況

になったということでした。とりあえずその方

はPCR検査の結果が出るまで自宅待機なのです

が、施設長として施設をどうするかの難しい決

断を迫られたとか。保健所に判断を仰いでも、

明確な指針はなく、結局自主判断で水・木・金

曜は閉所になさったとのこと。 終的にそのパ

ートさんも陰性だったそうですが、決して対岸

の火事ではありません、明日はわが身かと。経

営者の方はこんなストレスにも神経をすり減ら

さなければならないご時世です。

崇徳高校インターアクトクラブの活動報告に

は胸を熱くし、エネルギーを貰いました。コロ

ナ禍において出来ることをやっていこう！とい

う掛け声のもと、特に文化祭での福祉クッキー



「崇徳高校IAC活動報告」

顧問 鴨谷 祐子

部長 堀 恭子 （2年）

平木 芽衣（1年）

藤井 斗唯（1年）

の販売と生徒に呼びかけての献血活動を語って

くれました。崇徳の献血は日赤血液センターで

もその貢献度が高く評価されているそうです。

また一年生の男女二名の生徒は、これまでも人

に、社会に、何かをさせてもらうのが好きだっ

たことがインターアクトに入部した動機と異口

同音に話して発表を締めくくってみせました。

将来に希望をつなぐ発言だったと思います。ロ

ータリーならではだね～。やってて良かった。

ひとつお願いです。次はどなたかを指名、告

知して会員時間を締めくくってくださいな。

（会報・広報 青木）

発表した報告文は次ページに掲載します。

8月19日(水) 第 1004 回

幹事報告

本日のプログラム

「崇徳高校IAC活動報告」

１.BOX配布物

・休会のご案内（9/9・9/23）

２.例愛変更

・広島中央RC

8/23(月)・8/30(月)・9/6(月)の例会はハイブ

リッド形式で開催

３.休会【例会取消】

・8月23日(月)・8月30日(月)広島東南RC

・8月24日(火)･8月31日(火)･9月7日(火)

広島安芸RC

ニコニコ箱

￥22,000 累計￥318,000
☆道垣内 文夫会員

岡田様、鴨谷様、堀様、平木様、藤井様、本

日はようこそお越し下さいました。ごゆっく

りとお過ごし下さい。活動報告を伺えること

楽しみにしております。そして、山口幹事、

第3子の誕生、おめでとうございます!!

☆谷 勝美会員

横手さん、広島県社労士会会長就任おめでと

うございます。(広島経済レポート掲載)益々

のご活躍をお祈りします。

会員数 20名 出 席 率 95％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 4名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1002回 7月29日

崇徳学園ＩＡＣ募金

8月19日分

出席会員全員出宝

☆浮田 収会員

学生数、2000人越え間近。感染症無き未来

を築いてください。

合計 19,000円











2021年8月26日(木) 第1005回例会

3階 「瀬戸の間」

会長時間

会員時間：黒田 七郎会員

本日は後ほどクラブフォーラムで短い時間で

はありますがクラブ発展に向けた協議を実施し

ます。クラブ運営や活動に関して今一度意識

し、改善点を明らかにし出てきた課題にどう取

り組んでいくべきかを理解する場ですので是非

忌憚のない発言をお願い申し上げます。また協

議の際には発言に対し否定的な意見はしないル

ールとし建設的なものにしましょう。ロータリ

ー理念とは、創始者ポールハリスはロータリー

の奉仕の理念について物の過程の 初に奉仕を

置くものである。 も愚かな方法は金銭に集中

することである。と述べさらに有史以来、偉人

中の偉人たちが、その言葉や態度で示したもの

は奉仕第一、自己第二ということを忠実に守る

ことであったと説明しています。

この理念のもと、安佐ロータリークラブが魅力

的で活気に満ちたクラブづくりを目指す上で、

クラブ活性化の活動に取り組む前提として６項

目程度をお伝えいたします。

1.ロータリー理念の普及と実践こそが、ロータ

リーの社会的存在価値を高める。クラブの

存在価値は、属する地域社会への貢献によっ

て高まります。

2.ロータリー運動の主体は、個々のクラブであ

ります。クラブの活動の成否は、クラブ会

員の主体的・自発的行動にかかっています。

3.職業や国・地域や個性・能力の多様性が、ロ

ータリー活力の源泉です。

4.時代や社会環境の激変によって、ロータリー

クラブの組織や活動のあり方は大きな変革を

求められています。

5.クラブを変革してゆくには、長期的なビジョ

ン・戦略と継続的な取り組みが必要です。

6.一人一人の会員の満足度（充実感・参画意識

・やりがい）を高めて行けばクラブ全体の組

織活性力が高まり、効果的なクラブになりま

す。

活気に満ちたクラブライフを送るために多様

な知恵を出し合い楽しく活動する場にしていき

ましょう。引き続き皆様のご協力よろしくお願

い申し上げ、会長時間とさせていただきます。

ありがとうございました。

梅雨の再来のような鬱陶しい長雨がようやく

峠を越え、例年の厳しい残暑が戻ってきまし

た。明日から緊急事態宣言の発令ということ

で、心理的には期限ギリギリの例会開催になり

ます。今日は清家会員がリモートで参加してく

ださいました。

会員時間は黒田七郎会員の担当です。まずは

「貴重な時間をいただき…、」と謙遜。小さい

頃から「変わり者」とか「天邪鬼」とか呼ばれ

た黒田さんは、物事を裏側から眺めてゆく思考

に長けていらっしゃるようです。例えば、勝負

事では勝つための努力はしなければならないけ

れども、負けたといってもそこから学ぶことも

大切だということです。そこから導き出される

氏の理想の商売のあり方は、大儲けも大損もな

い引き分けが一番だということ。それがお互い

の関係を長続きさせる秘訣だと言われます。売

り手は一定の利潤を上げ、買い手は相応のサー

ビスを受け、お互いが「ありがとう」と喜べる

（得をする）ことがベスト、会社（経営者）も

社員（被雇用者）もともに幸せになれることが

一番だと。当のご本人は「ロータリーはよく分

からん」と声をひそめておられますが、実はこ

れこそが も大切な職業奉仕の一丁目一番地だ

とお見受けします。

フォーラムは「ガバナー公式訪問をふり返っ

て」のテーマのもと、会員アンケートを参考に

して行われました。

道垣内会長は、会員増強個人別達成表によっ

て会員の皆さんの本気度に火を点されたようで



す。クラブのパンフ、職業分類表、声掛け、ゲ

スト招聘などいろいろなものを駆使して実効を

上げてゆきましょう。

また現在行っている会員時間のスピーチやか

つてやったことのある月いちの炉辺例会は、退

会防止に有用との意見もありました。

アンケートでは、杉川ガバナーの卓話にあっ

た障がい者雇用の実態にはおおいに感銘、啓発

を受けたという感想が多くありました。ロータ

リアンとして自らの職業、クラブ、そして奉仕

においても多様性を認め合えるような営みを心

がけたいと思います。折しもパラリンピックが

開催されておりますが、開会式でも、障がいを

持った人たちが、実に楽しそうに、普通に参加

していらっしゃいました。その作為のない自然

さに、これぞ「インクリュージョン（包括

性）」と、つい感情移入してしまいます。ある

もの、出来ることを積み重ねてゆく、想像を絶

する努力に裏打ちされたアスリートの皆さんの

競技から、私たちが学ばせていただけることは

多いと考えます。

（広報・会報 青木）

羅 書坤くん(米山奨学生) 8月分奨学金授与

「クラブフォーラム」

ガバナー公式訪問を振り返って

協議テーマ

①例会におけるガバナー卓話及びフォーラムに

おけるガバナー講評にて、印象深かった点は

何でしょうか。その点を踏まえ、当期のクラ

ブ行事をどのように改善・修正すべきと考え

ますか。

②陵北ロータリークラブの事業計画や例会進行

方法等で、当クラブの運営に採り入れたいと

思われる点はありますか。

③今後のガバナー公式訪問及びクラブフォーラ

ムの在り方について、引き続き陵北ロータリ

ークラブとの合同開催を希望されますか。或

いは他の開催方法を希望されますか。

（ex.単独開催、他のクラブとの合同）

④今後仮に会員数が20名を切り、例えば15名程

度になった際、クラブ運営をどうするべきと

考えますか。

忌憚なきご意見が多々有り、濃い内容のフォー

ラムとなりました。

会員数 20名 出 席 率 80％

出 席 13名 ご 来 賓 4名

欠 席 7名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1003回 8月4日



ニコニコ箱

￥1,000 累計￥319,000
☆道垣内 文夫会員

本日のクラブフォーラム、楽しい協議を期待

しています。

崇徳学園ＩＡＣ募金

8月分
松岡 與吉･奥芝 隆・岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 27,000円


