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西条ロータリークラブ 週報

”

本日のプログラム

＜ 前垣壽男ガバナー補佐公式訪問（クラブ協議会）

前回 (7/10) のプログラム
◎西条ロータリークラブ

＞

＜３クラブ合同夜間例会＞
金好 康隆 会長

挨拶

皆さんこんばんは。2017-2018 年度、西条ＲＣの会長を務
めさせて頂きます金好と申します。１年間宜しくお願い致し
ます。
さて昨年度は、東広島ＲＣは創立 30 周年、東広島 21ＲＣ
は創立 15 周年を迎えられ、諸行事等を無事終えられました
こと、心よりお慶び申し上げます。
私ども西条ＲＣは、今年度で創立 54 年目となり、次年度
は 55 周年の節目を迎えますので、私には、次年度の山田会
長に引き継ぐ役目もあります。
私は、西条ＲＣの今年度のテーマを「足元を見つめなおしてみよう！ロータリーに変化を」としました。会
員増強を一番の課題とする中、今一度、西条ＲＣの足跡を振り返ってみようと考えました。私自身は、入会し
て 15 年になります。まだまだ西条ＲＣの諸先輩方がやってこられました奉仕活動など知らない事が沢山ござ
います。入会 5 年未満の方も少しずつ増えてきました。そこで、私はプログラム委員会をはじめ各委員会にお
願いして、卓話時間等を利用して、我々の諸先輩の皆さんからこれまでの奉仕活動やエピソード等、いろいろ
なお話をして頂き、楽しい例会卓話にしたいと考えました。ぜひ、東広島ＲＣの皆さま、東広島 21ＲＣの皆
さまも西条ＲＣの例会にメーキャップにお越し頂き、お話を聞いて頂ければと思います。心より歓迎致します。
さて、今年度、藤中ガバナーからは「戦略検討委員会」の設置等をお願いされました。しかしながら、私の
現在の気持ちの中には、そのような発想は未だ出てきておりません。私は、西条ＲＣそして私のロータリー活
動、自らを知り、その上で将来の我が西条ＲＣの方向性を探っていければよいと考えています。
我々はロータリーの名前のもとに集う仲間です。ロータリーで過ごす時間を楽しみ、ロータリー活動を有意
義で生き甲斐を感じられる、誇れるものとしましょう。
最後に、今年度は、我が西条ＲＣ・前垣ガバナー補佐が主催致しますＩＭを、平成 30 年 3 月 24 日にグラン
ラセーレ東広島で開催する予定としております。皆様のご支援・ご協力を切にお願い致しまして、私のご挨拶
とさせて頂きます。皆さま、一年間どうぞ宜しくお願い致します。

◎東広島ロータリークラブ

正原 孝司 会長

挨拶

改めましてこんばんは。今年度、東広島ＲＣの会長をさせて頂きます。正原と申します。
本日、３クラブ合同での例会が東広島２１ＲＣ様の設営で開催されることを大変ありがたく、関係各位の皆
さまへ感謝申し上げます。
又、去る５月２０日ですからまだ２カ月も経っておりませんが、我が東広島ＲＣの創立３０周年式典に多く
の方々のご参加をいただき、重ねて御礼申し上げます。

さて、本年度東広島ＲＣでは会長所信として「温故知新～
温故壱心」
（ひとつこころで）というテーマでやっていきた
いと思っております。古きを訪ねて『古き良きを守り続け
新しい良きに変化させたい』という意味であります。
今年度は、西条ＲＣさんが創立５4 年目、東広島２１ＲＣ
さんが創立１６年目、そして、東広島ＲＣが、創立３１年目
という事となります。
又、この地区には黒瀬、福富、豊栄、安芸津を入れれば、
ライオンズクラブは５クラブも有りますし、ソロプチ、パイ
ロットクラブ、ＪＣと、１１以上の奉仕団体があります。
３クラブの会長・幹事会でお話させて頂いたことで、皆さ
まへのお願いがございますので、お聞き下さい。
最近ロータリークラブの活動は２極化しているのではないでしょうか?
グローバル補助金、地区の補助金等を使い規模の大きい奉仕活動をされるクラブも有りますが、また一方で
職業奉仕を基いとしクラブ奉仕に重点を置かれて昔から言われている『ロータリーの隠匿の美』ではないです
が、対外事業をあまりしてこなかったクラブも有ると思います。
そこで、東広島ＲＣとしても『ロータリークラブの公共イメージアップ』と『今後の会員拡大』『３ロータ
リークラブの融和』の観点から、各クラブの個性を尊重し、それを守りつつ各クラブの連携を密にして情報を
共有して効率的な地域貢献の連携を図る事が必要だと感じているところであります。
（ロータリーをご理解い
ただく目的で）
その為にも、この地域の３ＲＣが『ロータリークラブの特色、活動内容等』をこの地域で活力ある活動をし
ている、特に若い方の団として、東広島青年会議所（５月末現在、会員数８０名）、東広島商工会議所青年部
（５月末現在、会員数１１９名）の正副会と３ロータリークラブの正副会で対応させていただき、
（会を持ち）
理解をしてもらう場を設営したいと考えております。
是非ともご理解とご承諾を賜りますよう重ねて宜しくお願い申し上げます。
こうした事も対外的に３クラブ合同でやっていきたいと思っております。
又、各クラブの対内事業とは別枠で考えておりますので、どうぞ１年間ご指導とご協力をよろしくお願い申
し上げます。有難うございました。

◎東広島２１ロータリークラブ

為岡 進 会長

挨拶

皆さま今晩は。今年度、東広島２１ＲＣの会長を務めさせ
ていただきます為岡でございます。そして、今年度は私ども
のクラブが３クラブの行事の幹事役を務めさせていただき
ます。何かと至らない点があろうかとも思いますが、どうぞ
よろしくお願いいたします。
さて、本年度、国際ロータリーのイアン・ライズリー会長
のテーマは「ロータリー変化をもたらす」であります。それ
を受けまして、第２７１０地区の藤中秀幸ガバナーも「時代
の変化の先頭に立とう！！」をガバナー信条として掲げられ
ております。今年度のキーワードは「変化」です。私たちの
クラブも、今年度を次の２０周年に向けての第一歩と位置付け、よりよい方向に変化をしていきたいと思って
おります。

また、本年度、東広島２１ＲＣは「ボリビア水頭症支援合同プロジェクト」を進めております。このプロジ
ェクトは、親クラブである西条ＲＣの協力を受けながら、２００３年から続けてまいりましたボリビア水頭症
支援の最後の集大成として、私どものクラブがリーダーとなり、２７１０地区から西条ロータリークラブをは
じめ２０もの参加クラブの支援を受けて実施されるものです。金額にして、これまでと合わせて約６０００万
円もの奉仕プロジェクトということになります。
私どものクラブにとっては大変名誉なことであります。同時に、このプロジェクトを長年に渡って引っ張っ
てきた土肥慎二郎Ｒ財団委員長は、実質的な責任者として大きな重責を担っております。この奉仕プロジェク
トを成功に導くために、親クラブ、先輩クラブの方々のご支援、ご指導をお願い申し上げまして、私の新年度
のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

◎前垣 壽男 ガバナー補佐

挨拶

皆さん今晩は。
最初に、私のロータリー歴について話をさせて頂きます。
私は 1971 年 8 月、西条ＲＣに入会しました。父に聞くと「人
から誘われたら断るもんじゃないよ」と言われ、そういうも
のかなと思って入りました。入会して最初の例会は広島での
メーキャップでした。今はもうありませんが、新広島ホテル
の例会場に行き、案内されたテーブルには、中国醸造の白井
市郎さん、山陽木材防腐の田中好一さん、中国電力の桜内乾
雄さんなど広島経済界の重鎮が座っておられまして、カチカ
チになって、どのように食事をして何を話したのか全く覚え
ておりません。これが私のロータリーの最初でした。
皆さんのロータリーに対する思いはそれぞれ違うと思いますし、各クラブも様々なカラーや歴史があります。
私は西条ＲＣ創立 40 周年の時に会長を務めまして、それ以降は少し力が抜けておりましたが、お役に立てる
ことがあればと思い、このたびガバナー補佐をお受けすることにしました。昨年秋から度々研修等がありまし
て、先週、呉東ＲＣと呉ＲＣに伺い、ガバナー補佐としての訪問をスタートしました。ガバナー訪問の露払い
として、ガバナーのお考えや私のロータリーへの思い等をお話させて頂き、また、これまでＪＣやロータリー
を通じて知り合った沢山の方々が声をかけて下さいました。本日は３クラブ合同の例会を開いて頂きいっぺん
に済みましたので、次は呉南ＲＣと江田島ＲＣです。随分と気が楽になりました。後は楽しく(お酒を)注いで
回るだけです（笑）
。
さて、国際ロータリーのイアン・ライズリー会長は「ロータリー：変化をもたらす」をテーマとされ、第２
７１０地区の藤中秀幸ガバナーは「時代の変化の先頭に立とう！！ロータリーの心で地域の創生を！！」を信
条とし、
「ロータリーの元気は地域の元気」を目標に掲げられました。お二人の目指すところを皆が共有しな
がら、この一年を頑張って頂ければと思います。また、各クラブにそれぞれのお考えがあると思いますので、
ＲＩや地区が言う事に踊らされることなく、各クラブ独自の事業にも力を入れて頂きたいと思います。
先ほどの３クラブの会長さんのご挨拶の中で、その中のお一人が話をされましたが、今、最も重要なことは
会員増強です。私は松重さんが西条ＲＣ会長の時、会員組織・増強委員長を務め 7 名に入会して頂きました。
ＪＣや商工会議所等を含め地域の中には、隠れた人材・優れた人材は沢山おられます。皆でもっともっと声を
かけて一人でも多くＲＣに入って頂ければ、必然的に、元気で活力のある楽しいクラブになると思います。各
クラブは会員増強を念頭に置いて、良いと思うことをどんどんやってください。
そして、藤中ガバナーは、とても柔らかな気持ちを持った人物です（私と同じ大学・学部・学科の後輩です）
。
ガバナー公式訪問では皆さん安心してお迎え頂ければと思います。
皆で楽しいロータリー生活をやろうじゃありませんか。どうぞ宜しくお願いします。

◎ 懇親会の様子 （司会：東広島 21RC 小田幹事、開会挨拶：東広島 21RC 為岡会長、
乾杯：西条 RC 金好会長、閉会挨拶：東広島 RC 正原会長）
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7 月 27 日（木） 藤中秀幸ガバナー公式訪問
8 月 3 日（木） 会員増強および拡大月間にちなんで （会員組織・増強委員会）
8 月 10 日（木） 例会休み
西条ロータリークラブ

創立

1964 年 5 月 11 日

例会場 〒739-0024 東広島市西条町御薗宇円城寺 6950－2
事務所 〒739-0025 東広島市西条中央 7－23－35

例会日 毎週木曜日 12 時 30 分～13 時 30 分
グランラセーレ東広島

TEL(082)423-3000 FAX(082)423-8649

東広島商工会議所会館 3F

TEL(082)420-0320 FAX(082)420-0319
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