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第 1167回例会 2020年 08月 07日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
2710 地区グループ 7 ガバナー補

佐の白井様、ガバナー補佐付幹事の

中野様、本日はお忙しい中当クラブ

にお越しいただき誠にありがとう

ございます。 

米山奨学生のハサン君、こんにち

は。ようこそいらっしゃいました。 

8 月最初の例会です。現年度にな

り 1 か月が経ちました。新型コロナウイルス感染症が落ち着いた

ら座席の配置を円卓に戻そうかと考えておりましたが、残念なが

ら感染症は拡大の方向です。今月は 7 月と同様の座席配置・例会

進行でまいりたいと思います。 

学校にもよりますが、息子の小学校は今日まで授業、来週から

やっと夏休みです。4-5 月休校の影響で二週間に短縮されました。

例年でしたらお盆に親戚が集まりこどもたちはいとこ同士で遊

んだり出かけたりするのですが、今年は帰省がなくなり寂しい夏

休みです。 

さて、例年ガバナー公式訪問は 9月ですが、今年は次回例会 8

月 21 日が公式訪問です。8 月に公式訪問が入るのは入会以来記

憶にありません。本日例会終了後にガバナー公式訪問に向けたク

ラブアッセンブリーを白井様にご臨席賜りまして開催します。有

意義なアッセンブリーになりますよう、出席予定の会員の方、本

日はどうかよろしくお願いします。 

 

記念日（会員誕生日） 
竹岡龍太郎会員 11 日  田中清峰会員 15日  

正木英生会員 20日 

 

 

 

連続出席 100％ 
木本博之会員 10 年 花島司会員 4 年 高藤孝一会員 4 年 

 

幹事会務報告 
（1）レート変更のお知らせ  

8月 1 日より 1 ドル 105円となりました。 

（2）ボックス配布物  

・ロータリーの友誌､ガバナーズレター8 月号 

・第 2 回理事会議事録 

 

 

（3）お知らせ 

・例会終了後、3Ｆ「美波」にてクラブアッセンブリーが 

開催されます｡出席の方は宜しくお願いいたします。 

・次週 8月 14 日は休会になっております。次回の例会は 

21 日(金)ですので、お間違えのないようにお願い致します。 

・事務局のお休みは８月13～16日です。 

・次回21日の例会はガバナー公式訪問です。例会終了後、 

フォーラムが開催されます。事業計画をご持参下さい。 

 

委員会報告 
（1）出席報告：プログラム･出席委員会 竹岡委員長 

（2）「ロータリーの友」8月号の紹介：広報・ロータリーの友誌

委員会 二上委員長 

 

ニコニコ箱 
白井孝司ガバナー補佐 

ニコニコ箱頂きました。 

平井篤志会員 

ガバナー補佐 白井様、補佐幹事 中野様、本日は当クラブ 

にお越し頂きありがとうございます。ハサン君ようこそ。  

会長／平井篤志   副会長／水口弘士    幹事／児玉哲也    副幹事／福山正剛   クラブ会報編集委員長／青野大輔 

例会場／シェラトングランドホテル広島 広島市東区若草 12-1  例会日／金曜日    事務局／リーガロイヤルホテル広島 13F 
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水口弘士会員 

白井ガバナー補佐様、中野ガバナー補佐幹事様、本日は宜しく 

お願い致します。 

児玉哲也会員 

本日は、白井ガバナー補佐様、中野ガバナー補佐幹事様宜しく 

お願い致します。 

古江暢敏会員 

白井ガバナー補佐様、中野ガバナー補佐幹事様、本日は宜しく 

お願い致します。 

福山正剛会員 

ガバナー補佐 白井様、ガバナー補佐幹事 中野様ガバナー 

公式訪問に向けてご指導のほどよろしくお願いします。 

蛭子宗夫会員 

8/4(火)に呉カントリーで県シニアの決勝が行われました。 

スコアは 75で中国シニアに出場します。前日は正木医院で 

点滴をしてもらいました。ありがとうございました。 

竹本伸男会員 

売上がコロナ前に戻って来ました。 

竹岡龍太郎会員 

上着とバッヂを忘れました。 

藤原智昭会員 

お久しぶりです。遠近両用のコンタクトをしてみました。 

ダメです見えません。 

8/4に瀬戸内リゾートゴルフの 3番ホールで 514ヤードで 

２打目がピンそば 1m のイーグルでした。4番アイアンで 

楽勝でした。 

藤井巌会員 

本日は、白井ガバナー補佐様、中野ガバナー補佐幹事様宜しく 

お願い致します。 

シェラトンホテルの皆様、コロナ対策の対応などいつもありが 

とうございます。個人的にいつも門田さん、ありがとうござい 

ます。 

計 19,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～2019-20年度青少年奉仕委員会活動記録～ 

青少年奉仕プロジェクトチーム 花島司前年度委員長 

花島司前年度青少年奉仕プロジ

ェクトチーム委員長より、前年度

の活動についてご報告を頂きまし

た。 

 

 

 

 

 

 

第 1168回例会 2020年 08月 21日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
本日の例会場には、当クラブの

加盟認証状を置いております。加

盟認証状は、クラブが RIに加盟を

認められたときに発行される、会

長、事務総長、およびガバナーの

署名のある書面です。以下のよう

に記載されております。 

「この認証状は、広島城南ロータ

リークラブが正式に結成され、そ

の役員および会員は本認証状を受領することによって、国際ロー

タリーの定款および細則に従うことを誓約したものとし、ここに

国際ロータリーの正式な一員をしての加盟を認証し、加盟クラブ

としてのすべての権利と特典を享受する資格を有することを証

します。ここに国際ロータリーの印章を押印し、正規の権限を有

する役員は署名してそれを証明します。」 

さて、「ガバナー」を英和辞典で検索しますと、米国の州知事

のほか長官・総裁・所長・院長といった組織のトップを指します。

またおやじ・親方・だんなとも訳されるようです。ロータリー百

科事典では「ガバナーはその地区における RI の役員であり、地

区内のクラブはガバナーの直接管理に置かれるとされておりま

す。クラブの指導監督を行うことによりロータリーの目的を推進

する任務を課せられております。同時にガバナーは地区内のクラ

ブを啓発し、意欲を与え、地区内に継続性を確保するものとする。」

とされており、大変な重責を担っております。 

本日は例会終了後にクラブフォーラムが開催されます。クラブ

フォーラムとは公開討論という意味で、クラブの活動や課題につ

いて会員が意見を出し合いフリーディスカッションするのが本

来の目的です。本日はガバナーにご臨席いただきますが、通常の

例会プログラムでも月 1 回程度予定されております。 

新型コロナウイルス感染症の広がりにより経済的にも大きな

影響を受けており、クラブの例会や会合、奉仕活動も誓約を受け

ております。このような状況ではありますが、ガバナーと共にロ

ータリーやクラブの未来をみんなで考え、実践していきたいと思

います。 

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

・ガバナー公式訪問来賓紹介 

（2）お知らせ 

例会終了後、フォーラムを美波にて開催いたします。出席

者の方は宜しくお願い致します。 

 

委員会報告 

(1)出席報告：プログラム･出席委員会 竹岡委員長 
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ニコニコ箱 
脇 正典ガバナー 

今日は宜しくお願いします。 

平井篤志会員 

脇様、澤田様、白井様、中野様、本日はお越し下さいましてあ

りがとうございます。よろしくお願いします。 

水口弘士会員 

脇ガバナー様、澤田随行幹事様、白井ガバナー補佐様、中野ガ

バナー補佐幹事様、本日はありがとうございます。 

児玉哲也会員 

脇ガバナー様、澤田随行幹事様、白井ガバナー補佐様、中野ガ

バナー補佐幹事様本日のフォーラム宜しくお願い致します。 

福山正剛会員 

脇ガバナー様、澤田随行幹事様、白井ガバナー補佐様、中野ガ

バナー補佐幹事様、本日はよろしくお願いいたします。 

高雄準善会員 

本日は脇ガバナー公式訪問とクラブフォーラムが開催されま

す。ガバナー並びに皆様、宜しくお願いします。 

正木英生会員 

昨日 20 日、88 才の誕生日を迎えました。米寿です。本来数え

年で祝うものらしく昨年日本医師会から銀杯を頂きました。

個人的には満年令で今から祝う予定です。また今年は医院開

業 50 年にあたりこの間病気やアキレス腱断裂などのケガも

しましたが、一日も診療を休まずに来れたことに感謝してお

ります。 

河中 清会員 

8 月 11日に初孫が生まれました。男の子です。ああ！！！つ

いにおじいちゃんになってしまいました。 

松本勝行会員 

脇ガバナー様、随行の皆様、残暑厳しい中、おいで頂き誠に有

難うございました。ご指導のほどよろしくお願いします。 

田中清峰会員 

硬式野球部が夏の大会で準優勝しました。会員の皆さん応援

に感謝致します。6 試合応援に行きしっかりと日焼けしまし

た。 

藤井 巌会員 

脇ガバナー様、随行幹事の皆様、本日はご指導のほどよろし

くお願いします。 

橋沢宏弥会員 

コロナに負けず頑張ります。先日水口さん、藤原さんと修道

院アフターケアひかりへ行ってきました。改めてロータリー

クラブの奉仕活動の素晴らしさを実感しました。 

計 53,000 円 

愛のコイン箱                  
  

 

181円 

プログラム ガバナー公式訪問卓話 

国際ロータリー第 2710地区ガバナー 

脇 正典 氏 

「分け入っても分け入って

も青い山」これは種田山頭火の

代表作です。行乞行脚の旅に出

て、熊本から宮崎にぬける深山

の新緑の山道で読んだ句です。

苦闘している自分自身の姿も

表しています。「分け入っても

分け入っても青い山」まさにロ

ータリー道です。 

さて、私は国際ロータリー第 2710 地区ガバナーに就任しまし

た防府 RC の脇正典です。どうぞよろしくお願い致します。防府

ロータリークラブからは白石民造 PG、南園義一 PG 元 RI 理事に

次いで 3人目のガバナーです。 

2020 年は、東京オリンピック・日本にロータリークラブが誕

生して 100 年になるという記念すべき年でしたが、新型コロナウ

イルスの流行で多くの会合が中止となり、オリンピックも来年に

延期となり、100周年の祝賀気分も少し薄れてしまいました。 

2020-21 年度の国際ロータリーの会長はドイツのホルガー・ク

ナークさん（クナーク会長の写真）です。190㎝近い長身ですの

で、恒例の会長との写真は大人と子供のようになりました（月報

表紙写真）。 

クナーク会長の今年度のテーマは、 ”Rotary Opens 

0pportunities”「ロータリーは機会の扉を開く」です。5 つの中

核的価値観（親睦・高潔性・多様性・奉仕・リーダーシップ）を

大事にしながら、様々な扉をオープンにして、柔軟に、また、多

様性を求めてロータリーを活性化して欲しいということです。 

クナーク会長は今年度の目標として、4 つあげられています。

1 つは新しいクラブを作ること、2 つ目は 5 年後のクラブを見据

えて戦略を持つことです。3 つ目は新会員を注意して選び会員を

増加させることです。4 つ目は、世界は今コロナ対策で手一杯で

すが、ロータリー長年の念願である”END POLIO NOW”です。ポ

リオ根絶まであと一歩です。共に頑張りましょう。 

今年度のガバナー方針は「不易流行～楽しくなくてはロータリ

ーではない～」です。 

コロナの影響で人々の生き方・社会の在り方が変わってきまし

た。これを良い機会とポジティブに捉え、新しいロータリー活動

に繋げていけたらと思います。 

これを変えたらロータリーではない。不易の部分とは何でしょ

うか。色々ありますが、私が他の団体と一番異なると考える点は、

職業倫理を重視することだと思います。今は誰でもロータリアン

になっても良いという風潮ですが、自己の職業を重んじ、誰にも

恥じない態度で社会に貢献する、自分を律するという点です。 

来年の NHK 大河ドラマの主人公は日本の近代実業界の父と言

われる渋沢栄一です。『論語と算盤』という渋沢の本があります
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が、算盤即ち経営戦略は必要ですが、論語（儒教）の精神である

人として正しい生き方をするという 2 つを両立しなければなら

ないということです。 

儒教とロータリー精神は驚くほど似ています。共に人生訓・人

生哲学です。四書五経の 1つ易経に「積善余慶」という言葉があ

ります。これは 1908 年シェルドンの提唱した「One(始め He) 

Profits Most Who Serves Best」（最も良く奉仕する者、最も多

く報われる）と同じだと思います。日本では天台宗の始祖最澄の

言葉に「忘己利他」があります。これは 1911 年にコリンズが述

べた「Service Above Self」（超我の奉仕）に当たります。 

人類不変の徳目を追求することが道（みち・どう）です。柔道・

剣道等の武道から茶道・華道まで各々の道を究めようと努力して

います。正に高潔性による徳望を希求するロータリー道です。中

核的価値観とも合致しています。 

不易の 2番目は「Nobles oblige」、高貴なる者の務めです。ロ

ータリアンは少なくても普通の方より恵まれた立場です。世界で

良いことをしようというロータリー財団に寄付をし、有効に活用

しましょう。ビル・ゲイツはポリオ根絶活動に対し、全世界のロ

ータリアンの寄付総額の 2 倍を寄付しています。桁違いの金持ち

ですが、相応の寄付をしています。地区としては、ロータリー財

団に 1 人 150ドル、米山奨学金に 1 人 16,000 円の寄付をお願い

します。 

3 番目は親睦です。ポール・ハリス以来、親睦と奉仕はロータ

リーの根幹です。奉仕が強調されて、義務のようになると堅苦し

くなります。今はコロナで難しいですが、ロータリアン同士、仲

良く会食し、奉仕活動すれば楽しくなります。最近は炉辺会合と

いう言葉を聞かなくなりましたが、もう一度見直して下さい。特

に新会員の居場所を作ってあげて下さい。 

4 番目は家庭教育の重要性です。最近は教育が何でも外注化さ

れていますが、教育基本法の第 10条に「父母その他の保護者は、

子の教育について第 1義的に責任を有する」とあります。愛情に

裏打ちされた家庭があってこその教育です。せめてロータリアン

の家族はそうあって欲しいと思います。日本の将来は子ども達に

かかっています。 

次に流行です。1905 年にポール・ハリスがロータリークラブ

を作った頃、交通機関は馬車と蒸気機関でした。ハリスは「この

世界は常に変遷する。われわれは変遷する世界と共に変遷する用

意がなければならない」と述べています。変えてはいかなければ

存続できない。時代に取り残されてしまいます。 

流行とは柔軟性を持つことです。その第 1は多様性を認めると

いうことです。各々のクラブが主体性を持って細則を決め、結果

の責任を担うことです。例会のあり方、会員の多様性を認めるこ

とです。昨年 5つでした公式訪問の合同例会、今年度はガバナー

補佐さん各クラブ会長さんのご尽力で 14 になりました。 

第 2 は少子高齢化への対応です。人口減は社会経済の活力を減

じますが、ロータリアンにとって喫緊の課題は後継者問題です。

先ずご子弟が結婚され、子どもが誕生し、企業を継いでくれるこ

とです。ロータリークラブで婚活パーティーをするのも一つの方

法です。 

第 3 は他団体との連携です。1992年社会奉仕に関する RI 声明

に「他の機関があり、それによって既に立派に行われている事業

に乗り出すようなことはしてはならない」、「ロータリーの奉仕活

動はなるべく現存の機関に協力する形で行うことが望ましい」と

あります。例えば、識字教育については日本ユネスコ協会連盟の

世界寺子屋運動があります。1998 年から 30 年間に世界 44 か国

に 532 校の学校を設置し、計 131万人の人が学びました。資金は

書き損じはがきを収集し換金しています。ロータリーも協力いた

だければと思います。他にも JC・商工会議所青年部・国際ソロプ

チミスト・ライオンズクラブ等の活動も考えられます。協力すれ

ば大きな事業ができます。 

第 4 は会員増強です。特に欧米や日本等の先進国の会員は目に

見えて減少しています。RI の危機感は相当なものです。このま

まではジリ貧になります。そのためには特に女性会員・若い人達

に会員になってもらいましょう。世界のロータリー女性会員の割

合は約 24 パーセントです。2710地区は約 5 パーセントしかあり

ません。第一歩として、衛星クラブの設立が考えられます。 

会員を増やすためには、ロータリークラブ・ロータリアンの魅

力を高めることです。特にロータリアン個々の魅力です。ロータ

リーとは何ですかと言われたら、「私がロータリーです」と言え

るように共に精進し、頑張りましょう。 

 

皆様のご協力・ご支援をお願いしてガバナーとしてのご挨拶と

いたします。ありがとうございました。 

 

クラブフォーラム（ガバナー公式訪問） 
2020-21 年度国際ロータリー第 2710 地区ガバナー公式訪問 

広島城南ＲＣ フォーラム次第 

と き：2020年８月 21日（金）例会終了後 

ところ：シェラトングランドホテル広島３Ｆ『美波』 

    

１．開会              幹事 児玉 哲也  

２．開会の挨拶    会長 平井 篤志  

３．ガバナーご挨拶  ガバナー 脇  正典氏

４．フォーラム    司会 ガバナー補佐 白井 孝司氏 

①会員基盤強化について 

・発言者…水口弘士会員組織委員会理事 

②新型コロナウィルスに対応するクラブ運営の在り方 

・発言者…藤井巌ＳＡＡ長 

③ロータリー財団寄付について 

・発言者…門田充慶財団関連委員会理事 

④その他      

５．講評   ガバナー  脇 正典氏 

６．閉会の挨拶  副会長  水口 弘士 

７．閉会   幹 事  児玉 哲也 
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第 1169回例会 2020年 08月 28日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
先週のガバナー公式訪問例会、フォ

ーラムには多くの会員の皆様にご出

席いただきました。改めて御礼申し上

げます。8 月 24 日にガバナーから御礼

状が届きましたのでご披露申し上げ

ます。 

 

「拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素よ

りロータリー活動にご尽力賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、過日のガバナー公式訪問に際しましては、会長 平井 篤

志様、幹事 児玉 哲也様をはじめ、皆様の行き届いたお心遣い

により、大変充実した公式訪問となりましたことを心より感謝申

し上げます。フォーラムにおきましても、貴クラブの特色ある奉

仕活動やこれからのロータリーに対する取り組みなど有意義な

討議が行われ、地区としても得る物が多く大変感銘を受けた次第

です。今後は貴クラブ発展のために御尽力いただきますと共に、

第 2710 地区に対しましてもご指導ご協力賜りますようお願い申

し上げ、貴クラブ関係各位の皆様のご活躍を祈念いたしまして、

お礼のご挨拶にかえさせていただきます。 敬具」 

 

8月 26日に WHO からアフリカ地域の野生型ポリオウィルス根

絶が正式に認定されたというニュースが国内外のマスコミから

一斉に報道されました。アフリカではナイジェリアでポリオが

確認されておりました。10年ほど前までは全世界で確認された

感染者の半数以上がナイジェリアだったそうです。ちなみに、

西太平洋地域のポリオ根絶が宣言されたのは 2000 年のことです

が、この時の WHO 西太平洋地域事務局長だったのが、現在新型

コロナウイルス感染症に関し専門家会議の副議長を務めておら

れた尾身茂先生です。ネットニュースで記事をいくつか検索し

ましたが、ロータリーのことに触れられていたのは私が知る範

囲では AFP 通信と BBCNews だけで、国内の新聞社・通信社では

確認できませんでした。 

8 月は会員増強・新クラブ結成推進月間となっております。

本日の卓話は大畑会員増強委員長にお願いしておりますのでよ

ろしくお願いします。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
小澤 元一会員（加奈子様） 12日 

橋沢 宏弥会員（未歩様）  19日 

 

入会月の紹介 
木本 博之会員 平成22年08月06日  

花島 司 会員 平成28年08月19日  

高藤 孝一会員 平成28年08月19日  

藤原 智昭会員 平成29年08月04日 

 

創業月の紹介 
高藤 孝一会員 平成26年8月１日 （株）ファーストスタッフ 

 

幹事会務報告 
(1)ボックス配布物 

・新会員情報用紙 

(2)お知らせ 

・9 月からの例会については 9 月 4 日（金）例会終了後の理事

会に諮ってお知らせ致します。 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 竹岡委員長 

 

ニコニコ箱 
平井篤志会員 

先週のガバナー公式訪問例会、無事に終わりました。皆様あ

りがとうございました。大畑さん本日の卓話よろしくお願い

します。 

水口弘士会員 

先週のガバナー公式訪問では皆様ありがとうございました。 

福山正剛会員 

先週のガバナー公式訪問にご協力ありがとうございました。

フォーラムでも活発な議論をして頂きありがとうございまし

た。 

戸田拓夫会員 

先週の例会を欠席したのですみません。 

大畑哲也会員 

本日は卓話をいたします。宜しくお願いいたします。 

山内 将会員 

児玉さん TV出演おめでとうございます。男前でしたよ。 

高藤孝一会員 

芸南 12 番ショートで人生 3 回目のバーディーを取りました。

やはり児玉幹事にゴルフ場取ってもらったからでしょうか。

ありがとうございます。 
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藤原智昭会員 

高藤さんバーディーおめでとうございます。明日バーディー

会でもお願いいたします。 

門田充慶会員 

河中さんに話しかけられて嬉しかったので、出宝します。 

河中 清会員 

先日のガバナー表敬訪問、会長幹事はじめ皆様お疲れ様でし

た。児玉幹事、一段落ですね。でもまだ先は長いよ～。頑張っ

てね。 

計 13,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 会員増強について～ 

会員増強・維持委員会 

大畑哲也委員長 

本日卓話を致します、会員増強・維持

委員会、委員長 大畑です。本日は会

員増強の卓話と言う事で宜しくお願い

致します。 

先日ガバナー公式訪問で水口会員組

織委員会理事より会員増強・維持のこ

れからの取り組み方に付いて「脇 正

則」ガバナー様ご質問して頂きました。

ガバナーも丁寧に幾つかお話を頂きましたので参加されなかっ

た皆様にも少しご紹介したいと思います。 

会員増強に付いてまず皆様に候補者リストを作成して頂き、一

人一人にお会いしロータリーに付いて良い所をしっかり説明し

て頂きたい。例会に招待し普段どの様な事をしているのか見て頂

くのも大事な事です。以前はわりと我がクラブにも色々な方々を

お招きし例会に参加して頂いていました。 

それから若い人達が所属する幾つかの団体が有りますがそこ

に呼びかけ勧誘するのも一つではないかと。しかし色々なクラブ

が又先輩達が声を掛けるので競争率は高くなると言う事でした。 

しかし今は特に退会防止が大事だと言われていました。ロータ

リーでは 6 月末での退会者がかなり多く出たそうです。2710 地

区でも 3300人居た会員が 3150 人まで減ったそうです。これは私

の思いですが、コロナ禍で経営状況が大変厳しく成り又会員同士

のコミュニケーションが取りにくく、会員皆様の状況が把握出来

ず退会防止の対策を取れなかったのも原因の一つではないかと

思います。 

三年未満の会員の方が退会されるケースも多く見られるそう

です。単年で辞める会員が非常に多いと危惧されていました。勧

誘する時はロータリーに付いてしっかり説明し長く続けられる

方を誘って頂きたいとこうも言っておられました。又退会防止の

一環として三年を研修期間とし、責任在る立場を早くから与える

事も大事だと言っておられました。 

そもそも何故会員を増やさなければいけないのか。先ずは財政

ですが、城南クラブを運営して行く上での財政分岐点は 45 名だ

そうです。現在我がクラブは 40名です。昨年度は会員が 45名居

ましたので未だ何とかギリギリでは有りましたが各委員会活動

に支障は出ていないようでした。現在繰越金もある程度はあるよ

うです。しかし、この度のコロナの様に予期しない事で退会者が

多数出る事も有ります。会員の増強によって財務基盤を強化して

いく事が活動の持続可能性に繋がっていく事と思います。 

では次にどの様な人を勧誘すれば良いのか？先ず、職業分類表

が有りますのでそれを見て行きたいと思いますが、城南ロータリ

ークラブでは、分類的には医療系や旅行代理業、家具、家庭雑貨 

自動車関連、設計コンサルタント、食品加工、生産、金融機関、

総合商社芸術家などと言った分野が少ないようです。 

それから、ロータリーと言えば四つのテストです。四つのテスト

が実践出来る人を推薦して頂きたいと思います。 

皆さんもご存知だとは思いますが新会員入会手続きをもう一

度確認したいと思います。実は、昨年高雄年度の第 1 回理事会で

新会員入会手続きについて書かれていました。事業計画書の 47・

48 ページになります。そこには入会手続きについて新会員情報

に記載し協議してから新会員推薦カードに記載する事、と書かれ

ています。それを詳しく書いて有る「別紙」新会員入会手続きは

皆さんお持ちの事業計画書の 104ページ、会員手帳のメモの後 

に記載されています。「別紙」新会員入会手続きに書かれている

「RC に入会すると」を皆様にもご活用して頂きたいので、 

事務局からメールで送って貰います。メールよりプリントの方が

良ければ直接事務局にお願いして下さい。 

これより入会手続きを説明して行きたいのですが大まかな流

れとして、5回の審査を行いその上で承認を得て初めて正式な会

員になれます。皆さんも厳しい審査を通りましたので現在ここに

居るわけです。 

最後に成りますが皆さんに新会員情報を書いて貰いたいと思

います。詳しい事は書かなくても良いですが、出来れば名前とか

分かる範囲で良いので書いて私の所迄持って来て下さい。宜しく

お願い致します。 

皆様ありがとうございました。会員を増やしこれからも奉仕活

動並びに、地域への社会貢献が出来ればと思っております。あり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


