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２０１８年 ２月２７日 ２月第４例会 

本日のプログラム ： 卓話 パラマウントベッド（株） 広島支社  本田正信 様 

２０１８年 ２月２０日（ ２月 第３例会 ） 報告 

※点鐘 １２時３０分 正原孝司 会長 

※ロータリーソング それでこそロータリー  

※ビジター紹介 ＳＡＡ・プログラム委員会 平原秀則 小委員長 

※出席報告 奉仕プロジェクト委員会 蔵田 憲 委員長 

会員数 ３４ 名 ２/６欠席者 ２ 名 

来訪者 ０ 名 メークアップ １ 名 

出席者 ２７ 名 出席率 ９７．０６ ％ 

欠席者 ７ 名 通算出席率 ９７．４０ ％ 

※メークアップ報告 （２/６分） 

 萩 尾  勝 美 君 2 月 19日 （東広島２１ＲＣ）     

※ニコニコ箱 ＳＡＡ・プログラム委員会 栁河元木 会員 

 貞 岩  敬 君 … ２月１１日、妻の誕生日にステキな花を届けていただき、本当に有難うござい

ました。妻がとても喜んでいました。 

 高橋  秀信 君 … 冬季五輪も折り返しを過ぎました。そんな中、メダルの事も気になりますが、 

今現在、合計１０個。もう４～５個頑張って欲しいです。 

☺本日のニコニコ箱☺ … ２，０００円  

☺ニ コ ニ コ 累 計☺ … １７３，０００円  

  

※幹事報告    荒谷正彦 幹事 

 ・2018年度米山奨学生をご紹介します。 

氏 名：バトエルデネ・ダギーマーさん 

性 別：女性 

国 籍：モンゴル 

学 校：広島大学 修士課程 2年（教育学専攻） 

期 間：2018年 4月～2019年 3月 31日 

カウンセラー：應原立吉 委員長 

 ・プロジェクター（例会用）を新規購入しました。 

平昌オリンピック 

全競技終了 

日本獲得メダル 13 個 



会長時間  会 長  正原孝司                           

     ２月２３日はロータリー創立記念日  

 

１９０５年２月２３日にシカゴロータリークラブが誕生 

しました。 

あれから１１３年目となり、この 

ネクタイの人がポールハリス 

で、皆さんご存知のロータリー 

創立メンバー、いわゆる発起人 

です!! 

そらから志を同じくする人たち 

で各地にクラブができて、今で 

は２００以上の国と地域に広が 

り、クラブ数：３４,８００、会員数 

約１２０万人の団体になっています。 

さて、日本では世界で８５５番目のクラブとして、１９２０年今から９８年前に東京ＲＣが創立され、１９２１年 

の４月１日に国際ロータリーに加盟が承認。 

一時１９４０年に第 2次世界大戦で国際ＲＣを脱退し、１９４９年の３月に復帰加盟したと有ります。 

（戦争により、なんと９年のブランクが有ったわけです。） 

東広島ロータリークラブの創立記念日は１９８７年５月１６日です。ハワイヒロの郡長から頂いた宣言文 

には、「東広島ロータリークラブの日」として H１９年ですから、１１年前の２００７年５月１２日となってい 

ます。創立２０周年の榎会長時代でした。今さらですが、おさらいしておきます。 

又、今年のヒロベイロータリークラブの創立３０周年式典は、多分６月 19日火曜日になると思います。 

ちなみに日本人商工会議所交代式は２日後の６月２１日に決定と聞いております。 

ヒロベイロータリークラブの創立３０周年になるべく大勢でお祝いに行きましょう。 

皆さんよく御存じのロータリークラブの５大奉仕のうち、「職業奉仕」「クラブ奉仕」は出来ていると思い 

ます。あとの「新世代奉仕」と「社会奉仕」「国際奉仕」に注力すれば、よりよいバランスでの事業になる 

と思いますので、この３部門の事業拡大へも助言をいただきますよう、更にお願いをして会長時間と 

させて頂きます。ありがとうございました。 
 

 

 

□ 世界遺産候補地の調査や評価に当たる国際記念物遺産会議 

（イコモス）の国内委員会は 8日、後世に引き継ぐべき重要な 

建造物として「日本の 20世紀遺産 20選」を発表した。中国 

地方では、酒造などが密集する東広島市西条地区の酒造施 

設群が入った。20選とは別に、広島市中区の原爆ドームの世 

界遺産登録に、原爆資料館と平和記念公園追加する提案も 

した。 

□  西条の酒造施設群は JR 西条駅南側一帯にあり、政治、大 

正期の土蔵など 72件が国の登録有形文化財となっている。国 

内委が、造りの煙突が形づくる街並みを「20世紀に継続発展し 

た伝統産業景観の代表」と評価した。 

□  選定に携わった国内委委員の東京理科大の山名善之教授は 

「今も酒造りが続き、生活と共にある文化財。兵庫の灘などに比べ 

ても歴史的、文化的な厚みがある」と説明する。 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profit Most Who Serve Best）」 



  本日のプログラム 

会員増強組織委員会 立川宏治 委員長 

会員増強組織委員会の担当で会員拡大、特に  

会員候補者について話し合いました。  

会員が６テーブルに分かれ、１テーブル 5～６名  

で、資料は会員増強組織委員会が、JC、JC の  

OB、商工会議所青年部メンバーの名簿を準備  

し、その中から会候補者をマークしていく。そして  

誰が担当か、誰が知り合いかを記入していく方法。  

もちろん、名簿以外の候補者の名前も記入し、 

３０分間しっかりと話し合いました。  

名簿は立川委員長に提出し、委員会で整理し、候補者にあたっていこうと進められます。 

今後、一人でも二人でも入会があることを期待します。  

 

 

我が東広島ロータリークラブは、２０１７年６月に創立３０周年を迎えました。 

一時は会員数５４名まで増強をしましたが、その後、少しずつ退会者が増え、増強も頑張っています 

が、現在は３４名と減少しています。 

平均年齢は創立時の 48 歳から１年ごとに確実に増加し、今年は 62 歳となっています。 

ロータリーには定年がありませんから、若い会員が入らねば平均年齢は確実に上昇します。 

また毎年同じメンバーでは新陳代謝もせず、慣れっこになってしまいます。 

奉仕活動も前年と変わりなく、例会も特別なこともなく、「こんなものか」という気持ちになってはいな 

いでしょうか。  （裏面に続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                              

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ     

「超我の奉仕（Service Above Self）」 



 

（前頁の続き） 

増強の必要性はわかっていても、かけ声だけでなかなか行動に結びついていないのが現状では 

ないかと思います。 

ロータリーの精神を世の中、市民の皆さまへ広めていくのは、ロータリアン一人一人の言動に 

よるもの、ロータリー活動によるものと思いますが、より多くの人に理解してもらうのは、一人でも 

多く会員を増やし、ロータリークラブを理解し、一緒に活動をしてもらうのが良いと思います。 

新会員が増え、そのことによって現会員も刺激を受け、それが素晴らしい活動に繋がっていくもの 

と思います。 

クラブが活力を持てば、会員も更に活力を持ち、その地域はもちろん、世界にも広がっていくの 

ではないでしょうか。 

元気の良い、活力のあるクラブにするため、一人一人の会員が「本気」で新会員を勧誘しましょう。 

まず、「入会しませんか」の声を掛けましょう。真剣に熱心に勧誘すれば、必ず入会してくれるはず 

です。 

ロータリーの理念の説明、異業種の集まりで経営の勉強、各親睦会、そして会員同志の中に信頼 

が芽生え事業の利益も拡大するということもあることを伝えましょう。 

あなたの近くに興味を持っている人が必ずいます。 

新会員が発言しやすく積極的に発言を促し、意見を聞いて新しいロータリーをつくっていくことも 

大切です。 

みなさん行動をしましょう。 

 

 

   会員のみなさん、ご覧になりましたか？    『東広島ロータリークラブ ホームページ』 

                                                http://www.higashihiroshima-rc.jp  

 

                                                   更新していますので、ご活用下さい！！ 

                                                    ・例会・行事予定 

                                                    ・週報 

                                                     

                                                   みなさんのご意見を取り入れて 

                                                   より充実した内容にしていきたいと 

                                                   思います。 

 
                                                  公共イメージ向上委員会 
 

 

次週のプログラム   ３月 ６日(火) １２：３０～   社会奉仕委員会  安井 潔 小委員長 

発行：東広島ロータリークラブ  

●例会場 グランラセーレ東広島 

 東広島市西条町御薗宇円城寺６９５０-２ 

 TEL：０８２-４２３-３０００  FAX：０８２-４２３-８６４９ 

 例会日 火曜日 １２：３０－１３：３０ 

●事務局  〒７３９-００１４ 

 東広島市西条昭和町 13-37 ｼｭﾌﾟﾘｰﾑ松屋ﾋﾞﾙ 402 

 TEL：０８２-４３１-３７８０ FAX：０８２-４３１-３７８１ 

 E-ｍａｉｌ ： ｈｉｇａｓｈｉ-ｒｃ＠ｃｒｕｘ.ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

 ＵＲＬ : http://www.higashihiroshima-rc.jp 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 


