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ロータリーソング ｢われらの生業｣ 
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会長時間 

幹事報告 

委員会報告 
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卓話時間 

『公式訪問に際して』 

国際ロータリー第２７１０地区 ガバナー 吉原 久司 氏 

 
今回は７月に入会された吉良会

員に吉原ガバナーより記念のバナ

ーが贈られました。 

 

今年度入会された方には、吉原ガ

バナーより記念のバナーが贈られま

す。 

 

 
今日は８月９日です。長崎の原爆記念日です。当然広島の皆さんはご

存知ですが、広島と長崎の市民以外の国民はこの二つの記念日を知ら

ない人の方が多くなっています。私たちはこの原爆記念日と原爆の惨状

を全国に広めなければなりません。 

先日の８ 月５ 日・６日と青少年奉仕委員会で支援しています「小さな

祈りの影絵展」の見学に２１名の会員と共に行って参りました。この、」小

さな祈りの影絵展」は原爆の惨状等ではなく今の日常を影絵で表し平

和を感じ未来へ繋げようと言うｺﾝｾﾌﾟﾄで行われており、今年のﾃｰﾏは未

来への手紙でした。 

影絵の説明を聞いて一つ私の知らなかった事がありました。ご存じの方も

多いかもわかりませんが、墓石に石が挟まった影絵です。これは原爆の

衝撃で墓石が壊れ飛び散った石が今度はそれが戻ってその墓に刺さった

ものです。爆心地近くでは爆発の威力で回りに衝撃波と共に爆風が広

がり中心は真空状態と

なり、それが一気に元に

戻った為に飛び散った

墓石の破片が元の墓

石に刺さったと言うことで

す。広島におりながらま

だまだ知らない事の多さ

に驚きました。私自身も

っと勉強しなければなら

ないと痛感しました。 

 

 

 

１０年 水野会員・上田会員、２年 堤会員・新谷会員、１年 古谷会

員・丸子会員 （欠席：２２年 山下江会員、１年 池上会員） 

 

１０年連続出席を達成された、水

野会員と上田会員には別途、記

念品が贈られました。 

 

おめでとうございます！ 

 

 
《ご案内》 

*次週１６日(木)の例会は「休会」です。 

*本日、例会終了後、吉原ガバナーをお迎えして「フォーラム」を実施しま

す。 

《ＢＯＸ配布物》 

*公式訪問冊子 

*ﾛｰﾀﾘｰの友８月号 

*ﾛｰﾀﾘｰ財団&米山記念奨学会寄付のお願い 

■本日の例会     ２０１８年８月２３日（木）    第２３６７回 

【オープン例会】 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来客紹介 親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『カープから学ぶ強い組織の作り方』 

野球解説者  野村 謙二郎 氏 

前回例報告  ２０１８年８月９日（木）  第２３６６回 

新会員バナー贈呈 

会長時間         会長  三保 二郎 

連続出席表彰 

幹事報告         幹事  塩本 能尚 
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ﾛｰﾀﾘｰ財団米山奨学常任委員会  藤田常任委員長 

*本日、｢ﾛｰﾀﾘｰ財団｣・｢米山記念奨学会｣への寄付のお願いを皆

様にお配りしています。ご協力をよろしくお願いいたします。 

会報ＩＴ委員会  重田副委員長 

*ﾛｰﾀﾘｰの友８月号紹介 

 横組みＰ２４ 特集「全国ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ野球大会」の紹介 

*今週号より小桜桜子さんによるｴｯｾｲ「風水レッスン」がｽﾀｰﾄしまし

た。是非、ご覧ください。 

 
☀お客様ご出宝 

ガバナー 吉原久司 様★ 

ガバナー補佐 松井 敏 様★ 

 

☀自主申告 

三保会員・久保(豊)会員・塩本会員・小林(直)会員・竹内会員・堤会

員 吉原ｶﾞﾊﾞﾅｰ、髙橋副代表幹事、松井ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、大上ｶﾞﾊﾞﾅｰ

補佐幹事。ようこそ当ｸﾗﾌﾞにお越しくださいました。吉原ｶﾞﾊﾞﾅｰにおかれ

ましては、卓話並びにﾌｫｰﾗﾑよろしくお願いします。 

坪内会員・秋山会員・上河内会員 ８月５日、「小さな祈りの影絵展２

０１８」には多数の方にお越し頂きましてありがとうございました。 

中川良浩会員 ８/５に「小さな祈り影絵展」を観に行きました。この事

業にもﾆｺﾆｺ会計から支出されてると聞き、ﾆｺﾆｺ箱は青少年のためにも

役立っているのかと感心しました。そしてますます出宝したい気持ちになり

ました。たぶん皆さんも同じ気持ちだと思います。 

上田会員 早いもので入会１０年になりました。これからも宜しくお願い

致します。 

新谷会員・堤会員 広島北ＲＣに入会させて頂き、２年が経ちました。

まだまだ未熟ですが、これからも頑張りますので、宜しくお願いします。 

丸子会員 入会しましてあっという間の１年でした。広島北ＲＣの一員と

して頑張ってまいりますので、今後ともご指導の程宜しくお願い致します。 

越智会員 今週の火曜日、広商野球部・軟式野球部・ﾊﾞｽｹｯﾄ部の３

年生５０人を引き連れて、豪雨災害のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに行ってきました。海田

町の大師寺というところに行きましたが、そこは大下先輩・三村先輩が若

いころﾄﾚｰﾆﾝｸﾞをした場所だそうです。疲れました。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

例会前には、ガバ

ナー・会長幹事懇

談会が開かれまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 
『公式訪問に際して』 

 

国際ロータリー第２７１０地区 

ガバナー  吉原 久司 氏 
皆さま、こんにちは。２０１

８－１９年度、国際ﾛｰﾀﾘ

-第２７１０地区のガバナ

ーに推挙されました吉原

でございます。本日、公

式訪問にあがりまして、皆

さまの友情あふれる温か

い歓迎に接しまして感激

しております。誠にありがと

うございます。 

まずもって今回の西日本豪雨災害、被害に遭われた方もしくは被災され

た地域に対して、お見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い復興を念

じております。 

今年度、私は皆さまと共に、この地区、一生懸命頑張って、ﾛｰﾀﾘｰ活

動の推進・邁進に努力してまいります。ぜひ皆さまのご協力をよろしくお願

い申し上げます。 

さて、先ほど三保会長に突いていた

だきました点鐘は、日本のﾛｰﾀﾘｰ１

００周年記念に作られたｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｺﾞ

ﾝｸﾞでございました。（詳しくはﾛｰﾀﾘｰ

の友誌７月号を参照） 

実はｶﾞﾊﾞﾅｰというのは、地区の中で、

ただ唯一の国際ﾛｰﾀﾘｰ（ＲＩ）の役

員であります。当然のこととして、ＲＩ

の会長のﾃｰﾏでありますとか強調事項を皆さまのｸﾗﾌﾞにお話ししなきゃい

けない、そういう義務を背負っております。もう一つは、皆さまのクラブから

の意見ならびに、そういう疑問、そういったものに対して、分からないことが

あればＲＩにメッセージを送るという役目もあります。簡単に言いますとＲＩの

回し者でございます。心は日本のﾛｰﾀﾘｱﾝですが、一応、形はＲＩの回し

者というように考えておいてください。 

さて、国際ﾛｰﾀﾘｰの当地区における唯一の役員であるｶﾞﾊﾞﾅｰには公式

訪問に際して、ﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝＲＩ会長ﾃｰﾏ及び会長協調事項を伝達すると

いう義務が課されています。又各ｸﾗﾌﾞからの意見をＲＩに伝えるﾒｯｾﾝｼﾞｬ

ｰの役割も持っています。 

ＲＩ会長は１月にｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞで開催された国際協議会で次のﾃｰﾏを上げ

られました。 

「BE THE INSPIRATION」    「インスピレーションになろう」 

色々の解釈があると思いますが、私は「鼓舞する人」「感化し・自信を取

り戻させる人」としました。 

また、「ﾛｰﾀﾘｰのﾋﾞｼﾞｮﾝ声明」も採択されました。 

『私たちは、世界で、地位社会で、そして自分自身の中で、持続可能な

良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指し

ています』 

奉仕における「持続可能性」をﾛｰﾀﾘｰでの合言葉としましょう。真剣にそ

う思うなら、１０年後、２０年後、５０年後、または１００年後の世界、私

たちの活動が終わった後(この世を去った後)にも末永く続く変化を生みま

す。私たちが決して会うことのない人、最愛の人を含め子や孫たちの世代

の人に対しての変化をもたらしましょう。ＲＩ会長はﾊﾞﾊﾏ人で日本と同じよ

うに島国出身です。国土の８０％を海抜１ｍ以下で現在の予想によると

西暦２１００年までに海面が２ｍ上昇すると、ﾊﾞﾊﾏや日本のような多くの

島、世界中の湾岸都市が水没してなくなると心配され、地球温暖化を

中心とする環境問題にも力を注いでおられます。 

そこで、次にﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝＲＩ会長の優先項目をお話しさせていただきます。 

 

優先項目１ 「ｸﾗﾌﾞのｻﾎﾟｰﾄと強化」に関する目標 

１．現会員を維持する 

２．ｸﾗﾌﾞの会員数を増やす 

委 員 会 報 告 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 

《職業ニコニコ》 
三保会員・久保(豊)会員・塩本会員・堤会員・竹内会員・東会

員･岡部会員・越智会員・合田会員・本田会員・小林(孝)会員・

上河内会員 小林直哉会員、みっちゃん総本店「鐵（ｸﾛｶﾞﾈ）」ｵｰ

ﾌﾟﾝおめでとうございます。 

藤原会員 洋服ﾘﾌｫｰﾑ､ﾊﾞｯｸﾞ革製品のお直し、このみや本店で

は、８月恒例の２０%ＯＦＦｾｰﾙを開催いたしております。この機会に

是非ご利用下さい。 

佐々木会員 もう少しでお盆休みになりますが、私はほぼ営業で

す。たまにはゆっくり休みたいなと思う今日この頃です。 

当日計 50,000 円   累計 448,000 円

卓 話 時 間 
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３．新クラブを結成する 

４．女性会員、４０歳未満の会員、ﾛｰﾀﾘｰに入会するﾛｰﾀｰｱｸﾀｰの数

を増やす 

 

優先項目２ 「人道的奉仕の重点化と増加」に関する目標 

５．ポリオ撲滅活動への現金寄附と地区からのＤＤＦ寄付を増やす 

６．ＤＤＦを利用した地元や海外での地区補助金ならびにｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助

金を増やす 

７．ｲﾝﾀｰｱｸﾄとﾛｰﾀｰｱｸﾄが地元のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞや地域社会と一緒に、

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(環境関連ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを含む)に参加するよう促す 

８．年次基金への寄付を増やし、２０２５年までに２０億２５００万ドルの

恒久基金を達成する 

 

優先項目３ 「公共ｲﾒｰｼﾞと認知度の向上」に関する目標 

９．ポリオ撲滅におけるﾛｰﾀﾘｰとﾛｰﾀﾘｱﾝの役割の周知を図る 

10．ﾛｰﾀﾘｰへの認識を高め、「世界を変える行動人」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを推進す  

る 

11．ﾛｰﾀﾘｰｼｮｰｹｰｽとｱｲﾃﾞｱ応援ｻｲﾄを利用したり、ｸﾗﾌﾞ史を記録する

ことでﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに対する認識を高める 

 

また、本年度は「会長賞」と呼んでいた賞が「ﾛｰﾀﾘｰ賞」と改変されること

になり、昨年度同様、中核的価値観に基づきﾛｰﾀﾘｰの戦略的優先事

項を支えるために、次に挙げられた活動項目を達成されたｸﾗﾌﾞを称える

ことになりました。 

１．ｸﾗﾌﾞのｻﾎﾟｰﾄと強化 

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 

 

この中から一定の項目を達成されると「ﾛｰﾀﾘｰ賞」を貰えることとなります

が、そのためには各クラブがﾛｰﾀﾘｰ・ｸﾗﾌﾞ・ｾﾝﾄﾗﾙへの登録・更新が必要

となります。ぜひ、ｸﾗﾌﾞｾﾝﾄﾗﾙの情報を登録し、ﾛｰﾀﾘｰ賞にﾁｬﾚﾝｼﾞして

ください。 

 

これからは地区の話になります。私のｶﾞﾊﾞﾅｰ信条を「輝こうロータリー ふ

たたび！」、基本目的を「仲間を増やそう、すべてはそこから始まる」とさせ

ていただきました。重点運営方針ですが、お手元の冊子に記載してあり

ますので参照してください。 

今年が、がん予防年間の最後の年となります。ぜひ、もう一度皆さま方に

お願いしたいのは、がんというのは自分は関係ないと思わないように、今

年もがん検診に行っていただきたい。今の時代、がんが原因で亡くなると

いうのは、もう時代遅れです。がんは治る病気ですから、ぜひ、がん検診

に行っていただきたい。最後の年なので、ぜひお願いをしておきます。 

さて、地区からお願いすることとしまして、会員増強でございます。会員５

１名以上のクラブは純増２名以上。 

ﾛｰﾀﾘｰ財団支援としてﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽへの支援を、お一人３５ﾄﾞﾙ以上。年

次基金に関しては、これもお一人１５０ﾄﾞﾙ以上。恒久基金、ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ

をクラブでお一人以上、またはｸﾗﾌﾞで１，０００ﾄﾞﾙ以上のご寄付を。それ

から米山記念奨学会の支援として、お一人１６，０００円程度以上、よ

ろしくお願い申し上げます。これはもう、この数年間変わっておりません。 

そして今年、地区大会のお願いでございます。本会議１日目が１０月２０

日の土曜日、尾道国際ホテルで、本会議の２日目が１０月２１日の日

曜日、びんご運動公園であります。メインゲストに阿川佐和子さんをお招

きして、盛大に開催いたします。どうぞ多くの方々の参加をお待ち申し上

げております。 

さて、これからが本番でありますが、本年度、ｶﾞﾊﾞﾅｰ信条を「輝こうﾛｰﾀﾘ

ｰ ふたたび！」とさせていただきました。この心が、実は世界の中にｿﾞｰﾝ

が３４あります。その３４のｿﾞｰﾝのうち、第１ｿﾞｰﾝから第３ｿﾞｰﾝまでを日本

人で独占しておりました。ところが阪神・淡路大震災、東日本大震災の

影響もありﾛｰﾀﾘｱﾝの数が激減いたしまして、このたびのｿﾞｰﾝの編成会

議があり、ｿﾞｰﾝ１の中にﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、それからｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、こ

の３カ国が入って１ｂを形成いたしました。ということで、２年後からＲＩの理

事を、日本人２人のところが１人に減員されます。それに伴いまして国際

ﾛｰﾀﾘｰの役員、定員の削減があります。それでなくても日本のﾛｰﾀﾘｰの、

ＲＩに対する影響力が非常に低下しております。 

昨年の９月のＲＩ理事会で、職業奉仕委員会が社会奉仕委員会の中

に取り組み入れられることとなりました。私たちは入会したときに、ｼﾆｱﾘｰ

ﾀﾞｰの方に、ﾛｰﾀﾘｰというのは職業奉仕と、それから社会奉仕、この二つ

の大きな車輪で真っすぐ前へ向かっていくんだと教わっていたんですが、とう

とう一輪車になってまいりました。孫たちは一輪車に乗れるのですけれど、

私たちは一輪車には、よう乗れません。真っすぐ行けるわけがないんです。 

ぜひ私の言う「輝こうﾛｰﾀﾘｰ ふたたび！」の意味と、なんとか次のｿﾞｰﾝの

編成会議、２０２４年にあります。それまでに、また第１ｿﾞｰﾝから第３ｿﾞｰﾝ

までを、なんとかまた日本人で奪還したいという思いで、この言葉となりま

した。 

また、国際ﾛｰﾀﾘｰ(ＲＩ)、近年、やはり１２２～１２３万人の会員数で、ま

た奉仕活動も目立った大きなものがないということがありまして、２０１６年

規定審議会でｸﾗﾌﾞの柔軟性を取り入れる大胆な改革がありました。 

にもかかわらず会員減少に歯止めがかかっておりません。ここで、やはり私

たちがもう一回考えなければいけないのは、ﾛｰﾀﾘｰで変えてはいけない課

題というものと、変わらなければいけない課題というものを、もう一回みん

なでしっかりと考えていただきたいと、ｸﾗﾌﾞの中でも考えていただきたいと思

っております。 

これは私の私見でございますけれども、変わってはいけない大きなものの

中に、やはりﾛｰﾀﾘｰのﾎﾟﾘｼｰといいますか、考え方、哲学があると思って

います。その中にある哲学の一番大事なものは「決議 23-34」ではないか

と思っています。やはり「Service above Self」という言葉、それから「He 

profits who serves best」という、この二つのﾃｰｾﾞは変えてはいけないの

だろうなと思っております。皆さま、いかがお考えでございますでしょうか。 

また、変化、変えなければいけないということに関しては、なんで変えなけ

ればいけないのかという、その反対の意見が必ずあると思います。反対の

意見の中にあるのは、変えるということへの不安があるのだろうと思っていま

す。この壁を破った向こうに何があるのか？この山を越えた向こうに見えて

くるものは何か？ということでございます。ｸﾗﾌﾞのｼﾆｱﾘｰﾀﾞｰならびにｸﾗﾌﾞﾘ

ｰﾀﾞｰの方は、この壁の向こうに何があるのか、この山を越えて見えてくるも

のは何かというのを、指し示していただきたいと思っています。 

この壁の向こうにあるというのは、広島北ＲＣの３年後の姿だと思っていま

す。この山を登った向こうに見えてくるのが、広島北ＲＣの５年後の目標だ

と思っています。ぜひ、このクラブの３年後の姿、５年後の目標を、ｼﾆｱﾘｰ

ﾀﾞｰ、ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰの方が真剣に討議していただいて、皆さまに指し示して

いただきたい。そして「ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ」になっていただきたいと思っています。 

我々の活動が終わった後、子や孫たちの世代までも続くﾛｰﾀﾘｰ魂、すな

わち、より良い世界への切望、そして、より良い世界をつくることは可能だ

という、心の奥深くにあるﾛｰﾀﾘｱﾝの自信を呼び起こすことから始めてくだ

さい。 

皆さま方にはＲＩ会長ﾃｰﾏとｶﾞﾊﾞﾅｰ信条を十分にご理解いただき、ｸﾗﾌﾞ

の目標を達成されますことを切に願っております。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ、今、岐路

に立っております。もうあまり時間がないかも分かりません。どうぞ私と一緒

に、私たちと一緒に「ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ」になりましょう。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１８年８月９日（木） 会員数 ９７名 

出席  ８４名  欠席  １３名 

来賓   ４名  来客   １名 

７月２６日例会 修正後出席率 １００％ 

７月度平均出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

吉原 久司 様(ガバナー) 

髙橋 宏明 様（地区副代表幹事） 

松井  敏 様（グループ６ガバナー補佐） 

大上 正人 様（ガバナー補佐幹事） 

熊谷健太郎 様（ロータリーの友事務所 編集） 

■次回例会案内  ２０１８年８月３０日（木） 

会場  ホテルグランヴィア広島４Ｆ悠久の間 

卓話  綺麗ナビゲーター 平井 蘭 氏 

 『もてる男のマナー術』 

食事  幕の内 


