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本本本日日日のののプププロロログググラララムムム（（（999 月月月 222777 日日日）））   

藤中ガバナー公式訪問 

次次次回回回のののプププロロログググラララムムム（（（111000 月月月 777 日日日）））   

月見家族例会 

（19:00～フォレストヒルズガーデン） 

第１０８７回 ２０１７年９月１３日 福島ガバナー補佐プレ公式訪問例会記録 

点  鐘 佐々木副会長 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

ロータリアンの行動規範唱和 

ご 紹 介 

Ｇ９ ガ バ ナ ー 補 佐 福島偉人 様（三原ＲＣ） 

   ガバナー補佐幹事 田坂 潤 様（三原ＲＣ） 

出 席 報 告 

 会員数 

名誉会員 

出席者 メイク 欠席 

(免除 ) 

出席率 

本 日 

(9/13) 

27 

1 

20 

1 

1 5 

1 

80.77 

 

メイク 灰谷 

前々回 

(8/23) 

27 

1 

18 

1 

3 5 

1 

80.77 

メイク 灰谷・松本・伊藤佳子 

食 事 時 間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副 会 長 時 間 

本日はガバナー補佐の福島

様、ガバナー補佐幹事の田坂

様、大変お忙しい中ありがと

うございます。本日と 2週間

後の公式訪問は、乗越会長が

公務でどうしても出席できな

いという事で数か月前から私の顔を見るたびに申し訳

なさそうにその話をいつもされておりました。 

私は 2012年 12月に入会させていただき 5年目です。

こんな若輩者ではございますが、副会長という事で何

卒今日 1日と 2週間後の公式訪問どうぞよろしくご指

導の程お願い申し上げます。  

 

先週の水曜日理事会終了後 15:45～地区補助金によ

る手すり付きデジタル体重計１台・歩行車３台の贈呈

式を東広島市社会福祉協議会豊栄支所デイサービスセ

ンター豊栄で行いました。中国新聞、プレスネット、

ケーブルテレビの取材もありました。非常に動きの良

い歩行車で会長は「これでますます健康寿命を伸ばし

てください」と挨拶されました。 

豊栄町はどちらかというと人数の少ない地域です

が、社協のあたりは支所や他のデイサービス、大きな

ホールもあり地域の方が利用されているお風呂もあり

賑やかです。多くの方々に私共が贈呈させて頂いた体

重計、歩行車を活用していただけると思いました。 

私は、初めて贈呈式に参加しましたが、なかなか個

人ではできないことを長年続けている我がクラブは素

晴らしいなと感じました。 

 



この地区補助金は 95,682円、クラブ負担は 116,613

円です。10月 14日、15日のチャリティバザーは、

120,000 円以上を目標になりますのでご協力よろしく

お願いいたします。 

 

9 月は基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの

友月間です。ロータリーの友を見ていますと、皆さん

ご存じなのかもしれませんが、右から見ても左から見

ても始まりなのです。寛容な精神だらけのロータリー

の書物なのでしっかり読んでいただければと思いま

すが、9 月号どちらが本当の表紙ですか？という問い

に、本当の表紙ということはありません。ＲＩの地域

雑誌という意味では横組み、日本のロータリアンのコ

ミュニケーションの場としての『友』なら縦組みから

お読みいただくのがお勧めです。もともとは全て横組

みでしたが、「俳壇・歌壇」が登場し「卓話の泉」な

ど縦組みで入れるページが増えたそうです。1冊 1冊

が立派で本当にロータリークラブは奥深いと感じま

した。 

 

幹 事 報 告 

《配 布 物》週報1086号・プレ公式訪問プログラム 

      9月定例理事会報告 

《回  覧》元米山奨学生黄琳娜さん近況報告メール 

      月見家族例会出欠表 

      日時 2017年 10月 7日（土）19:00～ 

      チャリティバザー出欠表 

      日時 2017年 10月 14日（土）15日（日） 

 

卓 話 時 間 

 

 

国際ロータリー第 2710 地区 

Ｇ９ ガバナー補佐 

 

  福島 偉人 様 

 

  

 2017-18年度第 2710地区グループ 9 ガバナー補佐

を務めます三原ロータリークラブの福島偉人です。 

私は今年でロータリー歴 32年目を迎え、31年間無欠

席で連続出席をしております。2003-04年度にクラブ

会長を受けて以来の大役であるガバナー補佐ですが、

役目を受けたからには自分で何が出来るかを考え、行

動したいと思います。７つのクラブのロータリー活動

が楽しく出来る様、各クラブ会長をサポートし、藤中

秀幸ガバナーをしっかり支えて行きたいと思ってお

ります。今年一年間、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

  2016年 10月 10日の第 1回ガバナー補佐会議に始ま

り、第 9期 RLI、 2710ディスカッションリーダー研

修、RLI パートⅠ～Ⅲ、地区チーム研修セミナー、地

区研修協議会、ガバナーエレクトを囲む会と、約 9ヶ

月に亘る長い準備期間を経て、いよいよ新年度の 7月

を迎えました。年 4回以上のクラブ訪問をして頂きた

いと、藤中ガバナーエレクトからお話があり、早速 5

月 10日から 6月 8日まで、ガバナー補佐エレクトとし

て第 1回目の各クラブを訪問させていただきました。

ガバナー補佐の活動として、本日 5番目のプレ公式訪

問を務めさせて頂きます。 

 

2017-18年度イアン・HSライズリーRI会長のテーマ 

“ROTARY：MAKING A DIFFERENCE“ 

（ロータリー：変化をもたらす） 

この事については藤中秀幸ガバナーが公式訪問時にお 

話しされると思いますので、私は藤中秀幸ガバナーの 

信条について説明致しします。 

「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！」 

過去の活動を発展的に踏襲するだけではなく、また単

に新しい活動を発展することだけに終わらず、あらゆ

る活動の展開を通して、ロータリークラブそのものの

活性化が時代の波濤を越えて、新しい約束の地、即ち

地域の創生に繋がることを意味すると考えていると、

されています。 

また「ロータリーの元気は地域の元気」を目標に掲

げ、提唱されています。 

 

1.元気なクラブを目指して 

①2016年規定審議会で決定されたクラブ運営の柔 

軟性に関する規定の活用について 

②クラブ戦略計画の立案、改定 

 

2.連携と共感（RLI卒後プログラム） 

①ロータリークラブ間の連携 

②他の民間奉仕団体、NPO 法人との連携 

③行政、福祉法人、公的機関との連携 

④地域の任意奉仕活動団体との連携 

これらを実現するために、私たちは行動することによ 

って答えようと呼びかけて行きたいと思います。 

 

3. RAC・IACの育成  

 

4.がん予防の推進 青少年に対する取り組み 

 

5. RI 会長提唱   

地域の 持続可能性“会員 1人 1本の植樹を” 

以上 5項目を実現できるよう活動しましょう。 



 

ロータリーの皆様、ロータリーの元気が地域の元 

気です。多くのロータリアンが地域のリーダーとして 

活躍しています。一味違った経験をしています。 

それぞれのクラブの特性を活かし、活力あるクラブ 

にする為に、ロータリーの未来を語り合い、地域社会 

にそして私たち自身に変化をもたらす活動を展開し 

ていきましょう、と述べられています。 

私は、ロータリアン自身が何が自分にできるか、何

をすべきかを考え行動することが変化をもたらし、新

しい活動が出来ると思います。また「ロータリーの心

で地域の創生」は、奉仕活動をするボランティア団体

や NPO 法人などと連携を取り、ロータリアンとして行

動することが重要であると考えます。 

 

 

 

私の生き方について、お話をさせて頂きます。 

① 人との出会い 

私の生き様は、一期一会、人との出会いに素晴らし 

い思い出があります。忠海高校時代に、池田勇人内閣 

総理大臣にお会いし、その後の人生、考え方に大きく 

影響を受けました。東京農業大学時代には、吉田茂元 

内閣総理大臣の兄弟分である内田信也元農林水産大臣 

の六本木の自宅の庭の手入れで 3年間お世話になり、 

三原 JC 時代には、日本 JC 麻生太郎元内閣総理大 

臣や鴻池祥肇元会頭、三原 JC先輩方、三原ロータリ 

ークラブでは松田和三さんのスポンサーで入会させ 

て頂き出会った多くの皆様からご指導頂き、今日があ 

ると思っております。 

 

②生き方 

私は常に人との出会いを大切にし、モットーは太陽 

の様な笑顔、月の様な存在、笑顔と自然体です。 

また、祖父の教えの「人から頼まれたら自分で出来 

ることをしなさい」を実行し、役を受けたら自分に出 

来ることを努力し務めるようにしております。 

私は植木屋ですので種を蒔き、常に何かの役に立て 

ばと思い行動しております。ロータリーの活動を、一 

般市民にもっと知って頂くことを実行し、これからも 

継続して頑張って行きたいと思います。3月 10日に三 

原でＩＭを開催しますが、是非ロータリアンに沢山参 

加していただきたいと思いますし、一般の方にも講演 

を聴いていただく事を計画しています。 

 

 5 年前に社長を息子に譲り、社会に還元するという 

事で皆に代わってボランティアをしっかりしようとい 

う形で地域の活性化の為、ロータリアンとして頑張っ 

ております。 

少しＰＲをさせていただきます。私の所属しており 

ます観光協会では、今、「瀬戸内三原築城 450年事業」 

の最後のイベントとして、11月 5日に行われます 

「浮城祭り」に、武将列車サントレノを走らせます。 

おもと協会 全国大会「日本おもと名品展」を 

11 月 25日～26日三原駅前のペアシティ西館２Ｆで開 

催いたしますので是非ご覧ください。 

 

 自分が出来る事を精一杯やるのが福島でございます。 

自己ＰＲになりましたが、ガバナー補佐として各クラ 

ブにいろんな形でお返し出来る事を約束いたしまして 

ご挨拶とさせていただきます。貴重な時間をありがと 

うございました。 

ク ラ ブ 協 議 会 

13：40～14：20 


