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２０１８年 ４月 ３日 ４月第１例会 

本日のプログラム ： 公共イメージ向上委員会 早志委員長 「ホームページの紹介」 

２０１８年 ３月２７日（ ３月 第４例会 ） 報告 

※点鐘 １２時３０分 正原孝司 会長 

※ロータリーソング 奉仕の理想  

※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 直前会長 長岡健二 会員 

会員数 ３３ 名 ３/１３欠席者 ６ 名 

来訪者 ０ 名 メークアップ ５ 名 

出席者 ２４ 名 出席率 ９６．９７ ％ 

欠席者 ９ 名 通算出席率 ９６．８２ ％ 

※メークアップ報告 （３/１３分） 

 馬 原  直 史 君 3月 7日 （広島空港ＲＣ） 村上  幹雄 君 3月 7日 （広島空港ＲＣ） 

 萩 尾  勝 美 君 3月 19日 （東広島２１ＲＣ） 島崎  高志 君 3月 24日 （ＩＭ） 

 貞 岩  敬 君 3月 24日 （ＩＭ）     

※ニコニコ箱 ＳＡＡ・プログラム委員会 貞岩 敬 会員 

 正原  孝司 君 … 3月 24日（土）グループ８のＩＭご参加ありがとうございました。 

また、夕方 6：30からはＪＣのＯＢ総会もあり、久し振りに出席してきました。 

 田中祐太郎 君 … 先日、ＰＥＴＳに行って来ました。難解な言葉の連続に落ち込んで家路に着き

ました。以上、報告します。 

☺本日のニコニコ箱☺ … ２，０００円 ☺ ニコニコ累計額 ☺ … １９４，０００円 

※委員会報告および連絡事項 

公共イメージ向上委員会  早志光由 委員長 

・次回の卓話で「ホームページの紹介」をします。各自携帯電話（スマホ）を持って来てください。 

国際奉仕委員会  白島洋司 小委員長 

・ハワイ ヒロベイＲＣ 創立３０周年記念式典について、ヒロベイＲＣより開催日について連絡がありました。 

   予定通りハワイ時間 ６月１９日（火）に開催されるそうです。その他については、未定だそうです。 

※幹事報告    荒谷正彦 幹事 

・1992‐93年度  第 2710地区ガバナー 呉ＲＣ 眞鍋 欣良 様（９７歳）がご逝去されました。謹んでご冥福を 

お祈り申し上げます。 

・「台湾東部地震に対する義援金」第 2710地区 総額 2,805,210円が被災地区（第 3490地区）へ送金され 

ました。ご協力有難うございました。 

 



会長時間  会 長  正原孝司                           

先日の３月２４日ＩＭのご参加ありがとうございました。 

３月はメーク率も悪かったので気にしています。本日の 

例会行事は情報集会での会員皆さまの意見集約発表 

ですので、是非いろいろな考えをお聞きしてみたいと 

思っています。後程よろしくお願いします。 

また、連絡事項として、３月の末での締め切りが、５件 

ありますので、再度ご確認とご検討下さい。 

１．地区研修・地区協議会 

２．東広島ＲＣ ５月第３例会としての家族会 

３．東広島ライオンズクラブ主催のチャリティーゴルフ 

４．ハワイヒロベイＲＣ創立３０周年大会への参加 

  同じくハワイ島日系人商工会議所 会長交代式への参加 

これは４月の理事会でもんでみますが、 

５．グローバル補助金を申請しての高雄南星ＲＣからのアプローチ 

そして、４月の理事会には、補正予算も組まないといけないし、家族会の件もあります。今年もあと３ヶ月 

と９５日になりました。以前例会でもお願いしている奉仕活動事業をいかに具体化するかも？！４月３日 

が理事会ですので、経過宇所を提出して下さい。本当に時間がないです。 

よくよく各委員会で練っていただき、素案を１つでも出していただく事をお願い申し上げ、会長時間とさ 

せていただきます。 

Ｉ ｃａｎ ｔｒｙ ～ Ｙｅｓ，ｗｅ ｃａｎ 

ありがとうございました。 
 

 

◆PETS＆地区研修セミナー参加報告◆      会長エレクト  田中 祐太郎 

【日時】 2018/3/18 10:00～18:35   【場所】 ホテルグランヴィア広島 

【概要】 ①合同本会議第一部                     ③部門別研修（会長エレクト研修部門） 

    ・来賓及び役員紹介                      ・講演「クラブ会長の資格と任務」 

    ・カバナー挨拶                                 ・グループ別セッション 

    ・「次年度ＲＩテーマと地区運営方針」の説明        ④合同本会議第二部  

    ・次年度地区会員増強カウンセラー基調講演        ・次年度地区計画の説明 

   ②テーマ別研修                                ⑤合同懇親会 

    ・「奉仕の理念」を考えよう 

    ・職業奉仕、そしてサーヴィス 

    ・ロータリー財団について 

    ・米山記念奨学会について 

【感想】 講師各位熱意のこもった講義であったが、英語と日本語が結合した難解な話と、会員増加 

寄付類の増額に結びづけられた講話が多く、宗教団体のようで、あまり共感することなく、 

落ち込んで家路につく一日であった。  

ただその中で、 

・ポリオ撲滅が達成されると、天然痘に続く世界で２つ目の伝染病撲滅の事例になるとのこと。 

・会員増強は量よりも質が求められると話された講師がいたこと。 

・地区は各クラブの運営の手助けをするためにある。 との話は、心に残った。

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）」 



ロータリー情報委員会 吉本会員 

 本日のプログラム  第２回情報集会発表 

 

第２回情報集会のテーマは 

① 東広島ロータリークラブの新規事業案 

② ロータリークラブの３つの義務について 

③ 今月のロータリーの友について ・興味深かった記事は？ 

④ 会員増強について ・候補者情報の提供について 

今回は入会の比較的新しい会員をリーダーに、永い会員をサブリーダー 

にお願いしました。 

新しい会員はいろいろ疑問をお持ちだと思います。 

それをぶつけてもらえるといいかなと考えましたが、どうだったでしょうか。 
 

                                                                               

  【 発表内容まとめ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ     

「超我の奉仕（Service Above Self）」 

① 東広島ＲＣの新規事業案 

１班 台湾高雄南星ＲＣよりグローバル補助金事業への協同依頼があるそうです。 

グローバル補助金事業は、他クラブではあまり実施されていません。 

前回のグローバル補助金事業ではクラブ間でコミュニケーションを取りながら進めていくこ

との重要性を感じました。この教訓を活かして是非また挑戦できれば良いと思います。 

２班 以前は広島新生学園へグローブを送ったりしていた。新生学園が建替えを行われており、これ

を期に子供たちを応援する新たな支援が出来たら良いのでは？ 

３班 お金があまりかからず支援できるものがあれば継続も可能だろう。 

欲しいところへ寄付するのであれば是非やってみるべきでは？ 

奉仕に詳しい人で検討委員会のようなものを作って、とにかくネタ探しから始めていこうで

はないか！やってみないと何も始まらんじゃないか！ 

４班 海外に目を向けるのも良いが、まず東広島市から始め、市民に見える事業を。 

自分自身が感動、やってよかったと思える奉仕活動ならばよいのでは。 

② ロータリークラブの３つの義務について 

２班 メークをしない人が増えている。例会欠席の場合は必ずメークを行う。 

他クラブの例会に出席するのも良い勉強になる。 

４班 出席して楽しい例会になれば、出席率も上がるのではないか。 

③ 今月の「ロータリーの友」について 

２班 記事から、“ロータリーアクト”という組織を初めて知りました。 

４班 どちらかというと、ロータリー以外のコラムに興味がある。 

④ 会員増強について 

２班 青年部・青年会議所の人たちにも継続的に声掛けが必要。候補者がいれば、必ず知り合いや話

が出来る人と一緒に動かないと断られる。 

４班 会員増強も必要だが、まず現会員が楽しもう。 

夜間例会の回数を増やして、親睦を図るのもいいのでは？ 

 



2018-2019年度 ＲＩ テーマ 

ＰＥＴＳ（Presidents‐elect Training Seminar）会長エレクト研修セミナー 

ロータリーでは「会長エレクト研修セミナー」をＰＥＴＳ（ペッツ）といい、がんの検診はＰＥＴ（ペット）です。 

ＰＥＴＳは、次期クラブ会長がその任務に備えるために受ける研修のことで、年度の始まる前の 2～3月頃に 

開催されます。 

ガバナーエレクト（次期ガバナー）やアシスタントガバナー、研修リーダー、次期クラブ会長が出席し、 

・ＲＩテーマ 

・クラブ会長の役割と責務 

・目標の設定 

・クラブ指導者の選任と準備 

・クラブの管理運営 

・会員増強 

・奉仕プロジェクト 

・ロータリー財団 

・公共イメージ（広報） 

・年次計画と長期計画 

などを勉強し、自クラブの運営に役立てます。 

参加費用はクラブから出ています。 

 

※今後のスケジュール 

 4月 4日（水） ガバナーエレクトを囲む会 18：00～ 呉阪急ホテル 

 4月 10日（火） 
４月第２例会  卓話  西本県議会議員 「広島県とハワイの関わり」 

第２回長期戦略検討委員会 例会終了後～ 

 4月 17日（火） ４月第３例会  卓話  東広島商工会議所青年部 名井会長 

 4月 24日（火） ４月第４例会  会員増強組織委員会  立川委員長 

 4月 29日（祝） 東広島の史跡・文化財を見て歩く会  ＜ 社会奉仕委員会 担当 ＞ 

 5月 1日（火） 休 会 

 5月 8日（火） ５月第１例会  卓話   

 5月 15日（火） ５月第２例会  卓話  社会保険労務士 坪島栄太 様 

 5月 20日（日） ５月第３例会  春の家族例会 

 5月 22日（火） 休 会 ＜ 5/20（日）に変更 ＞ 

 5月 29日（火） ５月第４例会  青少年奉仕委員会  馬原小委員長 

 

 

次週のプログラム    ４月１０日(火) １２：３０～  卓話 広島県議会議員 西本博之 様  

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 


