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本日のプログラム ＜米山月間にちなんで 東広島 RC 島崎高志 様＞

長 時 間

金好会長
皆さん、こんにちは。本当に寂しくなりました。
先程皆様と黙祷を捧げさせて頂きましたが、井上圭
太郎会員がご逝去されました。本当に急な訃報で驚
きと無念の気持ちで一杯になりました。今でもいつ
もお座りになっていた席には、何とも言えない笑顔
で見つめてくださっている井上会員がいらっしゃ
るのではないかと思ってしまいます。いつまでも皆
様の心の中には、井上圭太郎様の優しいお言葉とお
顔が生き続けるであろうと思っております。改めて
ご冥福をお祈り致します。
さて、本日の例会では、岩国中央 RC に所属され

ていらっしゃる国際ロータリー第 2710 地区 広報委員会雑誌（ロータリーの友）委員長 宮本 民子様、国
際ロータリー第 2710 地区 公共イメージ委員長 細川 芳郎様に卓話をして頂きます。大変お忙しいなか時
間をとって頂きました事、心より感謝申し上げます。例会冒頭より会員の急なご逝去で驚かれた事とは思
いますが、井上会員はロータリーが大好きで出席が生き甲斐のような方でしたので、我々会員含めロータ
リーの事、ご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。
皆様にご報告がございます。9 月 16 日(土)サンスクエア・アザレアホールにて東広島英語暗唱大会が開
催されました。我が西条 RC が後援していますのでお話をさせて頂きました。中学生の皆さんの緊張感一
杯のなか、一生懸命自分を表現しようとする姿には感動するところもあり、アッと言う間の時間でありま
した。やはり子ども達、即ち青少年奉仕はいいものですね。将来の日本を担う子ども達に何かロータリー
として関わっていければと実感致しました。要源委員長宜しくお願い致します。最後に 9 月 9 日に開催し
て頂きました家族例会、本当に楽しい会でございました。お世話して頂きました栢本親睦委員長はじめ委
員会の皆様本当にありがとうございました。

◇◆◇

プログラムの予告

◇◆◇

10 月 12 日（木） 例会休み
10 月 19 日（木） 西条 RC の歴史を振り返り（光州 RC 交流＆インターアクトよもやま話）
今谷 敏彦 会員
小早川 清会員
10 月 26 日（木） 情報集会の発表
11 月 2 日（木） 例会休み
11 月 9 日（木） 東広島警察署長 山田谷 清（ヤマダヤ キヨシ） 様

☆Ｍｅｍｏ☆

前回 (9/28) のプログラム
＜国際ロータリー第 2710 地区

＜ロータリーの友

委員長の立場で＞

公共イメージ委員長

細川芳朗様

（岩国中央 RC）＞

ただいまご紹介いただきました、岩国中央 RC の細川と申しま
す。本日はお招きいただきまして、誠にありがとうございます。
遅くなりましたが、井上会員様のご冥福をお祈り申し上げます。
西条 RC 様もホームページ、FACEBOOK 等がありまして、こち
らの地区での様々な催しに参加されているのを拝見し「すごい
な」と感じているところです。先程の会長さんのお話をきかせ
ていただいても、こちらのクラブは楽しいクラブだなと感じま
した。私たちのクラブでも、ホームページ、FACEBOOK 等を活用
しており、
「さぁ見て下さい。当クラブはこんなにいいクラブで
すよ」と伝える器はできています。しかし、どんなにいいものをアップしてもフォローされた数を見てい
かないと宝の持ち腐れだと思います。やはり外に向かってアピールしていく必要があります。今以上に会
員を増やすためには、こちらに目を向けてもらいたい。だからいろんな媒体を活用してアピールすること
が必要です。しかも皆さんの口から直接お話しすることが最も容易で、最も説得力があり、最も勧誘が成
功すると思います。とにかく口コミでロータリーのことを伝えていく、これが大事だと思います。その際
に一つのツールとして「ロータリーの友」があります。おもしろいページもあります。とくに委員長の方
には読んでいただきたいと思います。読んでいただく雰囲気を少しでも盛り上げるために、当クラブの宮
本会員がこれからお話をさせていただきます。少しの間、お付き合いください。

＜国際ロータリー第 2710 地区

雑誌「ロータリーの友」委員長

宮本民子様 （岩国中央 RC）＞

岩国中央 RC の宮本と申します。
「ロータリーの友」誌、な
らびに「ロータリーの友」地区代表委員についてご紹介させ
ていただきます。よろしくお願いいたします。
9 月は「ロータリーの友」月刊です。ある地区においてア
ンケートを実施したところ、毎号きちんと読んでいる方は
15％、一部だけ読んでいる方が 83％、全く読んでいない方
が 2％という結果になったそうです。
「ロータリーの友」地区代表委員についてですが、任期は
1 年。任務としては、ガバナーの代理として地区クラブの活
動についての情報を集める他、「ロータリーの友」誌の感想、意見をレポートとして編集部に提出します。
月末にいち早く同誌が届き、翌月 15 日までにレポートを提出するのですが、昨年の提出率は 97％、今年度
は 100％を目指しています。また、地区の代表委員として活動状況などを適宜レポートにして、編集部に提
出します。本日こちらにお招きいただいたことも、活動状況として早速提出する予定です。
東京において年に 5 回開催される会議に出席し、意見交換、地区内の情報を発表する活動もあります。
まず 5 月に地区代表に就任する前のオリエンテーションがありました。続いて 7 月には合同会議に出席し
ました。8 月にはゾーン会議がありまして、3 つのゾーンに分かれて会議が開催されました。テーマとして
は、
「環境保全活動をしているクラブ会員企業の事例」、
「柔軟性を取り入れたクラブ運営の事例」
、
「他の団
体と共同でイベント事業をしているクラブの事例」というものでした。

今年で「ロータリーの友」誌が創刊されて 64 年になります。
創刊当時は 1 冊 50 円でしたが、現在は 200 円（税別）です。現
在の発行部数は毎月 9 万 6 千部。最も発行部数が多かったのは、
1997 年の 14 万 2 千部でした。
「ロータリーの友」誌には表紙が２つあります。横組みは RI
指定記事、関心の高いテーマに関する特集など、地域雑誌とし
ての公式的な記事が中心。縦組みは、日本のロータリアンのコ
ミュニケーションの場となる投稿記事が中心です。
昨年の 7 月号から冊子のサイズが A4 変形版→A4 版に変更され
ました。余白ができたため読みやすくなった上に、年間 700 万
円～800 万円程度の経費削減につながったそうです。しかしなが
ら、現在約 1400 万円の赤字を抱えています。広告を募集するな
どの打開策も検討されています。各クラブがきちんと会員数分
の部数を注文していただければ、赤字が縮小するという意見も
あります。ちなみに 8 月号と一緒に送られてきた購読情報を見ますと、注文部数を減らしているクラブは
ありませんでした。
続いて新しく始まったコーナーを紹介します。
「NEW

GENERATION」
。ロータリーのプログラムに参加したこ

とのある 10 歳代～30 歳代の将来有望な若い人たちが自己研鑽
に励み、日本だけでなく世界に羽ばたいていく姿に喜びと頼も
しさを感じます。このような若者をぜひ編集部にお知らせくだ
さい。記入用紙は「ロータリーの友」のウェブサイトからダウ
ンロードできます。
「私の一冊」というコーナーでは、
「はなちゃんのみそ汁」と
いう本が紹介されました。はなちゃんのお母さんである千恵さ
んは、25 歳のときに乳癌にかかります。はなちゃんのお母さん
は、結婚した時にお医者さんから「妊娠してはいけない」と止められていたのですが、妊娠してしまいま
す。自分の命が大切という気持ちもありましたが、病院のエコーで赤ちゃんの心臓がピクッピクッと動い
ているのを見て、この子の命を絶つわけにはいかないと決心し、はなちゃんを産みます。しかし千恵さん
は癌が再発。余命いくばくもないと悟った千恵さんは、この子が一生食べていけるようにと味噌汁の作り
方を教えました。それも、かつお節を使っての作り方でした。そして千恵さんは 33 歳の若さでこの世を去
ります。これは、はなちゃんが小学 4 年生の時に書いた作文です。
「私は毎日味噌汁とご飯を食べているの
で、風邪をひかないし、病気もしません。ママ、私を産んでくれてありがとう。自分の命は自分で守る。
これがママとの約束です。
」現在はなちゃんは 15 歳になりましたが、いろいろなところでかつお節を使っ
ての味噌汁の作り方を教えているそうです。
「パズル DE ロータリー」
。
「家では妻と一緒にこのコーナーに夢中になって
います。初めて妻と共通の趣味ができました。ありがとうございます。
」とい
うレポートが寄せられました。みなさんも家族の方々と挑戦してみてはいか
がでしょうか？2016 年度～2017 年度のクイズの答えはロータリーに関する
ものでした。プレゼントもありますので、ぜひ挑戦してみて下さい。

新入会員勧誘の広報誌「ROTARY 世界と日本」は 1 冊 400
円です。コンパクトにできていますので、会員以外の方に
ご紹介いただければと思います。
「ROTARY あなたも新しい風に」という冊子もあります。
全世界のロータリー活動を、会員だけでなく一般の方々に
も知っていいただくための広報誌（1 冊 500 円）です。ぜひ
ご活用ください。
本日は、ご清聴ありがとうございました。

お祝い時間

お客様
卓話者
国際ロータリー第 2710 地区 公共イメージ委員長
細川 芳朗 様 （岩国中央 RC）
国際ロータリー第 2710 地区 雑誌「ロータリーの友」委員長
宮本 民子 様 （岩国中央 RC）
東広島ＲＣ
入会予定者

○連続 100％出席 19 年

須賀会員

栁河 元木 様
三名田 多佳男 様

幹事報告

委員会報告

〇10 月からネクタイを着用ください。
（クールビズ

クラブ研修委員会

終了）

平賀委員長

〇情報集会を開催します。

〇本日例会終了後、理事役員会議を開催します。

〇期間 9 月 29 日～10 月 20 日

〇冊子「ロータリーへの誘い」を新入会員勧誘にご

〇発表 10 月 26 日

活用下さい。

〇テーマ 「戦略計画委員会」の必要性と今後

〇11 月 12 日、広島 CC 八本松コースにおいて、西

の西条 RC の新たな奉仕活動について

条 RC・広島東 RC 合同ゴルフコンペを開催します。
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〇入会記念日おめでとうございます。
〇「タバコやめました。
」前垣会員

〇「9 月 23 日の歯車会ゴルフ、13 名の皆さんに参加いただ
きました。ありがとうございました。」須田会員
○「歯車会おつかれさまでした。
」武島会員
〇「歯車会おつかれさまでした。ブービー賞ありがとうござ

99.41％

通算出席率

須賀会員

いました。
」三木会員
〇「広島東洋カープ

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
康隆

副会長

須賀

宏

宇治木会員

佐々木正博会員

前垣会員

山田会員

V８おめでとう！」
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