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本日のプログラム

7/20 会 長 時 間

＜ 藤中秀幸ガバナー公式訪問 ＞

金好会長

皆さん、こんにちは。本日はグループ 8 ガバナー補佐前垣壽男
様、ガバナー補佐幹事新開洋一様に出席頂きクラブ協議会を開催
致します。宜しくお願い致します。さて、ガバナー補佐とはどう
いう役割を持つ方なのでしょうか？調べてみました。クラブと地
区を結びつける大切な存在となるのが、ガバナー補佐。ガバナー
補佐とクラブリーダーが効果的に協力すれば、ロータリーがさら
に強くなります、となっております。前垣ガバナー補佐様、1 年
間我が西条ロータリークラブの運営に関しまして御指導、御協力
宜しくお願い致します。
さて、本日は私共西条ロータリークラブにとっては、大変喜ば
しい日でもあります。本日 7 月 20 日は、我がクラブの宝であり
ます井上会員の 90 才の誕生日であります。井上会員おめでとう
ございます。実は、私にとっても恩人であります。今から 15 年
前のことでしょうか、私が新入会員卓話をした時の事です。当時
私は、人前で話す事も得意ではなく緊張感で一杯でした。卓話を始めて 5 分くらい経った頃でしょうか、一番前
に座って私の方に向かって笑顔で頷きながら一生懸命私の話を聞いてくださっている井上会員の顔が目に入っ
てきたのです。眠っている方もたくさんいらっしゃるなかでの事です。そのお顔を拝見して私の緊張感が一気に
無くなってきたのです。私はその時思いました。どんなにたくさんの方々の前で話す時でも、一生懸命私の話を
聞いて下さる方は必ずいらっしゃるものです。その方に話しかける様に話せばいいのだと。それからです、私は、
どんなに多くの人たちの前で、話をする時、緊張する事は、殆どなくなりました。今日もこうして皆さんの前で
話す事もあまり緊張する事はなくなりました。何ともいえない心温まる雰囲気を醸し出して頂ける井上会員のお
かげなのです。井上会員、いつまでも元気で、いつまでも見守って頂けれと思います。宜しくお願い致します。
最後に改めて井上会員 90 才おめでとうございます。

◇◆◇

プログラムの予告

◇◆◇

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） 高原会員
8 月 10 日（木） 例会休み

☆Ｍｅｍｏ☆

井上会員 卒寿おめでとうございます。

転勤に伴い、大下会員が退会されました。大下会員、おつかれさまでした。

前回 (7/20) 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）＞

前垣壽男 ガバナー補佐 挨拶
イアン・ライズリー会長の「ロータリーに変化をもたらす」とい
うテーマがありますが、ロータリーの日本語訳は分かりにくいです
ね。それを受けて、藤中ガバナーは「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！！」と言っておられます。
これを受けて考えますと、ロータリークラブが元気なら、地域も
元気になります。そして、ロータリークラブが元気になれば、それ
がもう広報になるんです。ロータリークラブががんばっているなと、
事業一つ一つが的確にやっていければ、皆が知っていただけるはず
です。それは、メディアに記事を書いてもらうという問題ではないと思います。
また、組織的に問題を感じるのは、組織的に連続ではないという点です。私も会長の時に心がけていた
のですが、組織遊びに入らず、継続して活動に取り組むようにしていただきたい。そして、とにかく元気
なクラブにしようではないかということを皆様にお願いしたい。
それから、呉東ロータリーに行ったら、98 歳の会員がおられました。私もずいぶん前から存じ上げてお
りますが、お元気で例会に来られています。それに比べれば、井上先生もまだまだお若いので、今後も例
会にお越しいただきたい。
委員会方針説明
クラブ管理運営委員会 委員長 寺川会員
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前垣壽男 ガバナー補佐との質疑応答
前垣ガバナー補佐：
会員増強は、今年、純増何人を目標にされていますか？
西条ＲＣ：
３名目標になっております。
前垣ガバナー補佐：
呉東ＲＣでも３名と言われたので、少なすぎるんじゃないですか？と申
し上げたんです。私は、会員増強で、ＲＩから二つもバッジをもらいま
したよと申し上げたんですが、目標数値をもたないといけない。３名は
少ないですね。その３倍は欲しいです。絶対あると思うんです。絶対に
ネタはあるんです。それを皆ではなくて、増強委員会だけで動いている。
やっぱり、会員みんなで動こうよと働きかけて、全員が会員獲得しよう
という気概が必要です。まずは、情報を取らないといけない。どのクラ
ブも会員増強は重要なテーマとなっております。もっと大きい目標を持
って動いていただきたい。
前垣ガバナー補佐：
社会奉仕委員会で、酒蔵通りに看板設置ということですが、予算２５万円でできるんですか？寄付を募る
んですか？
西条ＲＣ：
まず、酒蔵通りですよという看板を地元からお願いされまして、さらに、今、丁度、日本遺産の申請をし
ているとおっしゃいましたので、その旨を盛り込むことにしました。ですから、日本遺産についてが目的
ではなくて、酒蔵通りですよという看板の設置をすることが当初の目的でした。
前垣ガバナー補佐：
この申請については、私も関わってきましたが、これはＰＲだけなんです。その点を理解してください。
西条ＲＣ：予算につきましては、現在の予算内で看板設置させていただきます。
前垣ガバナー補佐：
来週は、クラブ広報、会員増強、国際奉仕の３つの委員会について報告ということですね。

前垣壽男 ガバナー補佐

講評

最近、元気ないですね。西条ロータリークラブは。呉のクラブの事業計画書には、クラブの歴史がすべ
て書いてある。それとクラブを創始した当時のことも書いてある。もう少し、歴史を大切にしないと、前
があって、今があるということについて理解することが必要ではないか。さらには、継続事業です。例え
ば、呉だと、インターアクト、ローターアクトをきちんとやっている。紆余曲折ありながら、継続してい

る。その情熱はすごいです。だからこそ、クラブとしての一体感がある。西条ロータリーでも、昔、国際
奉仕活動で、韓国のクラブとの調印式にいったときに、盛り上がってメンバーは皆喜んだものです。そう
いう経験があるんです。今回、そういう意味で、インターアクトをはじめ、国際奉仕というのは今後も必
要になっていくと思いますので、多岐にわたる国際奉仕を目指してもらいたい。
明るい元気な会になれば、広報なんて要らないと思います。ロータリーは盛り上がっているねと思って
もらえれば、会員は増えていきます。
そして、親睦委員会活動ですが、最近手作りの親睦会ってないんですよね。花見といったら、ござを敷
いて準備するもんです。皆で納涼花火を見に行ったり、そういう手作りの親睦会にしないと気持ちが入ら
ないと思います。そういう意味では、家族例会をやるべきです。奥さん同伴例会など、いろいろ知恵を出
してみてください。ぜひ、親睦活動は手作りでやられたら、おもしろんじゃないかと思います。

スマイルボックス
○ 広島カープ 新井選手 2284 試合出場おめでと

○連続 100％出席おめでとうございます。

うございます。これからもカープ優勝のために

山田会員（13 年）
、竹内会員（39 年）
、

がんばってください。

宇治木会員（40 年）

佐々木会員

○ 今年度よろしくお願いいたします。

○ 去る 7 月 16 日、74 歳にして山陰の大山に孫 3

松重会員

人共々登頂できました。
小早川会員
○ 16 日（日）股関節置換手術後、はじめてゴル
フを致しました。スコアーは優等生で 49-51 の
100 点でした。
今谷会員
○ 坂田会員の推薦者です。
岡田会員

お客様

○ 卒寿になりました。

ガバナー補佐 前垣 壽男様

井上会員

ガバナー補佐幹事 新開 洋一様

○ 本人誕生日おめでとうございます。

広島空港 RC 伊藤様

和田会員
○ 夫人誕生日おめでとうございます。
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井上会員

7/6 の欠席

6名

メークアップ

○ 入会記念日おめでとうございます。

○ 会社創立記念日おめでとうございます。

通算出席率

岡田会員、和田会員

西条ロータリークラブ
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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

URL:http://www.saijo-rc.jp
会長

金好

康隆

副会長

須賀

宏

E-mail:saijorc@eagle.ocn.ne.jp
幹事 武島 靖爾

副幹事 奥本

哲之

6名
100％

