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２０１８年 ４月２４日 ４月第４例会 

本日のプログラム ： 会員増強組織委員会  立川宏治 委員長 

２０１８年 ４月１７日（ ４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 

  東広島商工会議所青年部  名井 崇真 様  

  西条ＲＣ   小早川 清 様 

※出席報告 職業奉仕委員会 萩尾勝美 小委員長 

会員数 ３３ 名 ４/３欠席者 ７ 名 

来訪者 ２ 名 メークアップ ７ 名 

出席者 ２７ 名 出席率 １００ ％ 

欠席者 ６ 名 通算出席率 ９６．７５ ％ 

※メークアップ報告 （４/３分） 

 萩 尾  勝 美 君 4月 9日 （東広島２１ＲＣ） 島崎  高志 君 4月 9日 （東広島２１ＲＣ） 

 村 上  幹 雄 君 4月 9日 （東広島２１ＲＣ） 島﨑  晶子 君 4月 9日 （東広島２１ＲＣ） 

 上 川  哲 也 君 4月 9日 （東広島２１ＲＣ） 安 井  潔 君 4月 9日 （東広島２１ＲＣ） 

 吉 本  正 彦 君 4月 9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 

 高橋  秀信 君 … 県央商工会主催のセントル・マルシェが４月１５日トムミルクでありました。 

心配していた天気もまずまずで雨もなく新聞にも載りましたが、３千人の集客 

（来場）で盛況でした。 

 原田  常晴 君 … 天空の城 竹田城と樽見の大桜を見に 

行きました。桜は散って青葉になって 

いました。 

今年は例年より１０日も早かったそうです。 

☺本日のニコニコ箱☺ … ２，０００円 

☺ ニコニコ累計額 ☺ … ２０７，０００円 

                                                                      

                                                         （上）天空の城 竹田城 

                                                         （左）樽見の大桜（青葉）



会長時間  会 長  正原孝司                           

皆さん こんにちは！ 

ご存知の方もあると思いますが、『 司(つかさ)の論理 』 と 

いう言葉があります。 

組織社会の中で、とにかく組織最優先の縦割り社会の事で 

す。 

例えば今、問題の財務省なら財務省というように、それぞれ 

の組織を守らなければいけないという掟が有るという事です。 

このところ続いて官僚のいろいろな事実が出て、政治的にも 

倫理的にもいかがなものか？という案件ばかりが目につきま 

す。 

いつまでも、だれも責任を取らないので、余計なものまで出てくる気がします。 

本日は商工会青年部の名井崇真会長さんに来ていただき、卓話をいただきます。 

商工会議所の組織割りや、青年部のいろいろな活動をご紹介していただけると、楽しみにしていますの 

で、後程どうぞよろしくお願い致します！ 

さて、日本人には、長所と短所があります。勤勉性・機密さ・時間厳守という長所、又、自然観とわびさび 

の様な間を大事にする心。自然の中に自分の美意識を見出すのが日本人だと思っています。 

自然の中に特に仙石庭園ではありませんが、庭の作り方が欧米とはちがいますし、白・黒はっきりさせる 

善悪２元論を日本人はきらいます。 

あいまいなものグレーなものを受け入れる許容力は他の国からは、批判される事も有り、なかなか通じな 

いところがありますが、これが日本の良い所でもあるとも思います。 

日本のロータリークラブもこのたまむし色の感性が多少変化して、２０１３年 『 未来の夢計画 』 導入 

から、今は 『 長期戦略検討委員会 』 という名称で、補助金を出すのでクラブの活動を３年計画で練 

って下さいという事業の展開をしています。 

これはロータリー財団が仕掛けたもので、ＲＩとロータリー財団が同じ考え方のようになっている気がしま 

す。 

一業種一会員の原則と例会出席の原則はロータリーの核ですが、Ｅクラブとかロータリー主催のゴルフ 

コンペはメーキャップＯＫとか？と変化もしています。 

これも今は会員減少により、たががゆるくなり拡大を優先しているようにも思います。 

先程も言ったように、ロータリーで 『 司の倫理 』 で誰も責任を 

取らないというのは困りますので、 

「今後のあと２ヶ月半(約７０日間)は、僕が責任をとりますので」  

ラストスパートで事業の展開をお願い申し上げまして会長時間と 

させて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

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）」 

本日のゲスト 東広島商工会議所青年部 名井 会長 と 



市内学生との交流事業 

企業ＰＲフェスティバル（市内企業 12 社、大学生 41 名） 

龍王山初登頂 

酒まつり 

 本日のプログラム 

卓話 東広島商工会議所青年部 

   平成 30年度会長 名井崇真 様 
 

  東広島商工会議所青年部について 

創立年月日 1989 年 5月 23 日 

会員数    113名（4月 1日現在） 

組織構成   総務委員会／スキルアップ研修委員会／ 

            地域振興委員会／ビジネス推進委員会／ 

             会員開発委員会／広報委員会 

東広島商工会議所に設置され、次代を担う 

満 20 歳以上、満 45歳以下の経営者とその後継者及び従業員で構成されています。   

平成 29年度事業について 

   ４月 オープン例会（会員開発） 

   ５月 ＯＢ交流会，前期通常総会 

   ６月 例会（経営者セミナー） 

   ７月 例会（市内学生との交流事業） 

   ８月 家族交流会，例会（地域振興） 

   ９月 オープン例会（会員開発） 

１０月 酒まつり 

１１月 県外研修，例会（企業ＰＲフェスティバル） 

１２月 中期通常総会 

    １月 龍王山初登頂，新年互例会 

    ２月 例会（経営者セミナー） 

    ３月 後期通常総会 納会・卒業式   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度事業について 

平成３０年度スローガン 

 「Step to The Future」～志高く、未来へ～ 

青年部活動は 

よりよい未来へ向かって力強く歩むための学びの場 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ     

「超我の奉仕（Service Above Self）」 



※委員会報告および連絡事項 

田中会長エレクト 

  ・「新旧理事役員委員長会議」 

   日時：４月１７日(火)１８：３０～、場所：露庵にて（送迎バス 西条駅 18：00出発） 

  ・「2018-19 年度 地区研修・協議会」 

   日時：５月１３日(日)１３：００～、場所：[会議] 広島国際会議場 [懇親会]ホテルグランヴィア広島 

   出席対象委員長の方は、よろしくお願い致します。 

  ・ハワイ ヒロベイＲＣ創立記念式典参加の方は、本日例会後、打ち合わせを行いますので、よろしく 

   お願いします。 

※幹事報告    荒谷正彦 幹事 

・「2018年度米山奨学生オリエンテーション」が、4月 22日(日) 11：00～アークホテル広島駅南にて 

 開催されます。米山奨学生ダギーマーさん、正原会長が出席されます。 
 

 

◆新旧理事役員委員長会議（第 3 回次年度理事役員会）報告◆  

【日 時】 ２０１８年４月１７日(火)１８：３０～  【場所】 露庵にて 

田中会長エレクトの挨拶の後、ＲＩ・地区の方針、次年度東広島ＲＣ組織表、クラブ方針と活動予定の内容 

予算等について説明があり、今年度役員の皆さまの意見を聞きながら、検討しました。 

抜粋すると、 

・祝祭日のある週の例会は休会 

・例会出席扱いの会合について 

・ニコニコ箱を封筒ではなく伝票制（会費引落し制）にすること 

・５/１４までに事業計画書を提出すること 

などが検討されました。 

その後は、懇親会で楽しくおいしい料理と日本酒・獺祭（だっさい）で次年度を予感させるような会議でした。 

西条の町に戻ってからは、２次会へ行き、翌朝は頭が痛い… 

 

 

 

 

 

                           
 

 

次週のプログラム    ５月８日(火) １２：３０～  卓話  広島大学名誉教授  渡部 和彦 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 


