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第1546回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌斉唱　われらの生業
新会員入会式
　�鍵岡　馨会員
　�（㈱ベストインシュアランス
執行役員広島支店長）
　推薦者：折本　　緑会員
　　　　　宮﨑　　真会員

自己紹介をさせて頂きます。
名前は鍵岡　馨です。生まれは広島県呉市です。
生年月日は1968年４月16日　牡羊座　血液型は
ABです。
趣味はゴルフ。先日初めて茶道をして趣味にす
るかは検討中です。
仕事は保険代理店で働いています。職責は執行
役員　広島支店長です。
弊社の方針は
　１�．あらゆる角度からリスクを分析し、お客
様との対話に基づきあんしんを提供します。

　２�．損害保険と生命保険の垣根を越え、リス
クの分散という考えに基づいて保険を考え
ることに挑戦します。

　３�．プロとしてのプライドを持ってサービス
を提案し、お客様の生活を守り経済的な運

営にお役に立てることを目指します。
ロータリーに入会にさせて頂いたので少しでも

皆様のお役に立つように頑張りますので宜しくお
願いします。

　�時岡　俊介会員
　（㈱エスリンク　代表取締役）
　推薦者：杉川　　聡会員
　　　　　山下　幸彦会員

　㈱エスリンクの時岡俊介で
す。家族構成は妻、長男（６）、長女（２）で呉
市在住です。
　仕事は損害保険、生命保険の代理店と障害児の
デイサービスを行っております。
　この度は杉川さんよりお誘いいただき入会させ
ていただく事となりました。大変緊張しておりま
すが、頑張ってまいりますので今後ともよろしく
お願い致します。

　�森　豊彦会員
　（日本建設㈱広島支店　支店長）
　推薦者：徳納　武使会員
　　　　　佐藤　克則会員

　此の度、前支店長の藤崎健次

最大の仕事として、創立35周年（2021年～
2022年度）の年には2710地区ガバナー輩出クラブ
になることが決まったことです。これも偏に会員
皆様のご支援とご協力の賜物で成し遂げる事がで
きたと感謝致しております。
最後になりましたが、経験もなく、知識もない

浅学菲才な会長を、全力で支えて頂いた、徳納幹
事、山下副会長、三宅副幹事、橋本副幹事の執行
部、理事並びに委員長の皆様に、心より御礼申し
上げます。この一年間、本当にお世話になりまし
た。� （６月18日例会　退任挨拶より）

皆さんこんばんは。
今、この場に立って最初に思ったのが、この一
年間の早さです。
昨年のこの日は、頭の中がパニックゾーンに陥
り、自分自身がコントロールのできない状態に
陥っていました。ある会員の一言で、我に返るこ
とができました。その一言に勇気を貰い、この一
年間大過なく送ることができ、本当に感謝してお
ります。
多くの委員会事業も滞りなく終えることができ
ました。

会長メッセージ

ロータリークラブの多様性を高めよう！
� 岡本　俊雄
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郎が異動に伴い広島西南ロータリークラブを退任
する事により藤崎氏の後任として、徳納武使氏と
佐藤克則氏のご推薦で６月より広島西南ＲＣに入
会させて頂きました日本建設㈱広島支店の森でご
ざいます。
　大阪出身の56才です。平成３年に大阪支店より
広島支店に転勤となり工務部から営業部を経て現
在に至ります。
　暫くの間は会員の皆様のお顔とお名前が一致せ
ず御無礼を致すかもしれませんが、１日でも早く
広島西南ＲＣの一員として活躍できるように頑張
りますのでどうぞ宜しくお願い致します。

　�岩田　洋子会員
　（㈱洋　代表取締役）
　推薦者：佐藤　克則会員
　　　　　桒田　博正会員

　この度、『社会保険労務士法
人サトー』代表取締役社長の佐藤克則様、『広島
シティ法律事務所』所長の桒田博正様のご紹介で、
新規入会しました岩田洋子と申します。
　幟町にて、調剤薬局の『マザー薬局』を経営さ
せて頂いている薬剤師です。
　患者さんファースト、患者さんの為に何ができ
るか、何を欲されているのか…を常に考えながら、
患者さんの話に耳を傾け、何でも気軽に相談して
いただける、かかりつけ薬剤師になれるよう頑
張っています。普通の薬剤師ではありません。（笑）
そして「母なる心で接する」「薬剤師である前に
人であれ」をスローガンに、小さくてもエクセレ
ントな薬局を目指しています。
　趣味は、ゴルフ（上手くないですが…）、料理
を作ること。食べて、呑むことが大好きです。い
つもポジティブシンキング、何があってもくじけ
ず、めげず、悩まない、そんな私です。
　ロータリアンとしても、経営者としても、駆け
出しですが、精一杯努力をしてまいりますので、
温かい目で見守ってください。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。
お誕生記念月記念品贈呈
　佐藤　克則会員　６月１日
　平石　雅史会員　６月３日
　谷口　公啓会員　６月12日
　河原　英二会員　６月15日
　宮﨑　　真会員　６月17日
　折本　　緑会員　６月23日

会長時間「ロータリー親睦活動月間」
ロータリー親睦活動は、エスペラント語に関心

を持つロータリアンが集まったことをきっかけに
1928年に始まりました。その後、1947年には、ボー
トに関心のあるロータリアンのグループが、自分
たちの船にロータリーの旗を掲げ、自らをロータ
リアンの国際ヨット親睦グループと名乗りまし
た。現在、最も長く活動を行っているのが、この
ヨット親睦グループです。
親睦活動の種類は、時を経るごとに増えてきま

したが、その目的は今日も変わっていません。ポー
ル・ハリスが異業種の友人３人と「職業人の親睦
団体・親類付き合いができる様な場を設けたい」
と語り合ったときからロータリーは始まりまし
た。しかし、競争相手である同業者を仲間に加え
ることは困難です。そこで一業種一会員制の原則
ができました。即ち、「親睦」の目的を実現する
がために同業者を排除する結果になりました。
その後、ロータリーも「不易流行」で、時代の

流れと共に変化しています。「ロータリーが、よ
り寛容で、より他の人の良さを認め、より他の人
と親しく交わり、助け合うようにしてくれるなら、
そして、人生の美しさと喜びを発散し、伝えるよ
うにしてくれるなら、それが我々が求めるロータ
リーのすべてである。それ以上ロータリーに何を
求めることがあろうか。」と、ポール・ハリスは
著書の中で自問自答しています。
人類はひとつの大きな家族で、すべての人間、

すべての国民を含む一つの大きな家族です。全家
族の平和と幸福がなければ、個人の平和も幸福も
ありません。マザー・テレサは“凡人（大方の人）
は身近な人にこそ奉仕をすべきでしょう。皆さん
の最も近いところからの愛の行為、人を大切にす
ることを始めて下さい。愛は最も近いところから
始まります。愛の反対は憎しみではなく無関心で
す。憎しみを通り越して、憎しみの対象にすらな
らない無関心です”と言っています。
これで会長時間を終わります。
�幹事報告
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ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。
／地区大会の仮登録案内配布の案内（回答を提出
のこと）。／ロータリーレート変更の案内（１ド
ル112円→110円、６月１日より）。／広島城南RC
の例会場変更の案内（メルパルク広島からシェラ
トングランドホテル広島へ、例会費3,400円、７
月より）。／６月11日（火）例会プログラムは委
員長退任挨拶。当日発表用・月報用の原稿を準備
のこと。／例会終了後、理事役員会開催。
�委員会報告
クラブ広報委員会（友誌を読む）
� 折本　　緑会員

毎月購入する「ロータリーの
友」。サッと目を通すだけで終
えてしまうこともあり、毎号必ず熟読している
というわけではありませんが、いつも思うのが、
興味があること、仕事に役立つこと、読んでク
スッと笑ってしまうような記事など、実に様々
で色々な分野の記事が載っているなということ
です。
今月号にも、私が気になる記事がありましたの
で、少し紹介してみましょう。
まず、P７から始まる「クラブ広報力」の記事
です。
各クラブの工夫を凝らした広報ツールが紹介さ
れています。その中でも入会促進ためのリーフ
レットや、会員増強の資料としてのクラブ案内の
パンフレットは、力を入れて作ってあってとても
素晴らしい出来栄えです。ウチのクラブが次に作
るときには、慎重に協議したうえで作成していき、
良いものにしたいと思いました。
そして、Ｐ32の「モーターサイクリングロータ
リアン・ロータリークラブ」の記事です。私もバ
イクに乗りますので、目に留まりました。同じ趣
味嗜好の人が集まってのクラブ活動は足並みが揃
いやすく、その分野に精通していなければわから
ない事柄の支援を円滑に行うことができますね。
ロータリーも時代に合わせて柔軟に変化していっ
ているのですね。
最後に、日本の記事のＰ４から始まる横浜FC
会長の奥寺氏のスピーチです。息子の一人がサッ
カーをしにスペインに留学していますから、とて
も興味深く読みました。私はサッカーについては
全くの素人ですけれど少し知識が増えた気がしま
す。息子への言葉かけのバラエティが増えるかも
しれません。

以上、私が気になる記事をお伝えしました。
読み辛い、読まないという声をたまに聴きます

が、ご自身の興味がある分野の記事が必ずありま
すので、まずはそこだけでも読んでいく。すると、
隣の記事も読みたくなって興味が広がるかもしれ
ませんし、やがて読むことが習慣になっていくか
もしれません。
スマイルボックス

根石英行会員　社会保険労務士法人サトーと広島
メープル法律事務所の第53回合同勉強会のご案内
をお配りしております。今回のテーマは「労働
時間を巡る諸問題」です。日常的に問題となる
労働時間に関する問題を広く取り上げて解説し
ます。今回は、懇親会も予定しております。勉
強会のみの参加も可能で、勉強会参加費は無料
です。ご興味のおありになる方は、ご参加くだ
さい。
山本　豊会員　当社山豊の新製品が中国新聞に掲
載されました。この度は開発の松宮課長（女性）
がリーダーとなり仕上げました。ためになる副食
として願った次第。今後共よろしく皆様のご指導
を賜ります様御願いし出宝致します。
出席報告

　会員数�67名　出　席�59名　欠　席�� 8名
　　　　�　　　来　客�� 1名　来　賓�� 1名
　　　　�　　　ゲスト�� 1名
プログラム

外部講師卓話
「�いのちを守る気象情報にする
ために」
　お天気キャスター
� 　勝丸　恭子氏
　平成26年の広島市豪雨災害からわずか４年。平
成30年７月豪雨でまたしても広島県が甚大な災害
に見舞われてしまいました。
　穏やかで住みやすい広島県は、実は土砂災害警
戒区域の数が全国一位。昔から、ひとたび天気が
荒れれば災害が起きる恐れが潜んでいます。しか
も今回の大雨は、予測しにくい集中豪雨とは違っ
て事前に予想され、気象庁やメディアで繰り返し
その危険を呼びかけていました。情報をどう伝え
るか、どう受け止めてもらい、避難行動につなげ
るか。その課題を改めて突きつけられる大災害で
した。
　この災害を受け、ことしの梅雨からは防災情報
が「レベル化」されて発信されることになりまし
た。
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（ＮＨＫ　ＨＰより）

　ご高齢の方や小さなお子さんがいるお宅、避難
所が遠い、土砂災害の危険が特に高い地域に住ん
でいる方などは「レベル３」で避難を開始。その
ほかの方も、「レベル４」のうちに避難を完了す
ることが鉄則です。レベル５ではすでにどこかで
災害が発生し、逃げ後れている恐れが高くなって
います。
　その前に。みなさんの自宅や仕事場はどんな場
所でしょうか？逃げる必要がある場所でしょう
か？何から逃げなくてはいけませんか？それを正
しく知っておくが大切です。
　去年の豪雨災害後、地元の海田町で取材をさせ
ていただく機会がありました。川の氾濫を懸念し、
腰の高さまで浸水した道路を40分も歩いて避難さ
れましたが、そのルートはすべて土石流の危険が
高い場所。実際にその方が通った直後に土石流が
発生していた…という事例でした。安全に避難す
るためには、そのタイミングや道のり、行き先選
びが非常に重要になります。
　防災の第一歩は「命を落とさないこと」。その
ために、何から逃げなくてはいけないのか、ご自
身の住まいの特徴や避難するタイミングなどをあ
らかじめ考えておいて下さい。
　「ＮＨＫニュース防災」というアプリや、テレ
ビのデータ放送では、土砂災害や川の氾濫などの
危険度を見た目で分かりやすい色分けの表示で確
認することができます。
　ことしも雨の季節はすぐそこにやってきていま
す。自分の命は自分で守る。それは周りの大切な
人の命を守ることにもつながります。そのために
情報の意味を正しく知ったり、入手方法を確認し
たりしていただけるとうれしいです。
　広島県の防災力アップを目指し、信頼できる分
かりやすい情報発信ができるよう私もがんばりま
す。

（ＮＨＫ　ＨＰより）

6
� 11

第1547回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

われらの生業
四つのテスト唱和
ご結婚記念月記念品贈呈

先小山英夫会員�６月１日
沖井　　翔会員�６月２日
岡本　倫明会員�６月４日
栗原　佑哉会員�６月15日
田中　和之会員�６月16日
遠崎　秀一会員�６月20日

連続出席100％
　谷口　公啓会員（20年）
　岡本　倫明会員（３年）
　稲田　健二会員（１年）
　栗原　佑哉会員（１年）

会長時間「ロータリー113年の歩み」
ロータリーとは何かと問われたとき、これを簡

潔に答えることは非常に難しいことですが、少な
くともロータリアンであることを自負するなら
ば、世の中たくさん存在する奉仕クラブとの本質
的な違いは、あらゆる分野の業種で選ばれた職業
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人の団体であり、職業を通じて各々の会員が奉仕
する、いわゆる職業奉仕を主な目的にしているク
ラブであることを、まず最初に理解しておく必要
があると思います。
ロータリーの綱領が、「有益な事業の基礎とし
て奉仕の理想を鼓舞し、これを育成する」という
文言で始まり、更に、綱領付帯事項の第２項に「事
業及び専門職種の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認
識を深めること。そしてロータリアン各自が、業
務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品
位あらしめること。」と銘記されていることは、
ロータリーの根幹が職業奉仕にあることを意味
し、職業奉仕実践によって得られる結果が、継続
的な事業の発展と、個人と業界全体の倫理基準の
高揚することです。
数多く存在する奉仕クラブの中で、職業奉仕の
理論付けと実践を根底に置いて活動をしているク
ラブは、ロータリークラブだけであり、換言すれ
ば、職業奉仕クラブであることがロータリークラ
ブの特徴とも言えましょう。ロータリークラブの
会員から、「職業奉仕は難しくてなかなか理解で
きない」という言葉をよく聞きます。しかし他の
奉仕団体とロータリークラブとの最も特徴的な違
いは職業奉仕の概念ですから、職業奉仕を理解し
ていないことはロータリーを理解していないこと
になるのです。職業奉仕が一生懸命仕事に精出す
ことだと誤解したり、社会奉仕と混同する会員が
いる一方で、職業奉仕は判らないと言いながら、
立派に職業奉仕を実践しているロータリアンが沢
山いることからも、職業奉仕の理論が十分に理解
されていないことは確かです。
職業奉仕を正しく理解しようと思えば、職業奉
仕Vocational�Serviceという言葉は、ロータリー
が独自に作り出した新しい概念を持った言葉だと
いうことを、まず理解することが必要なのです。
「Service�is�my�business」
これで会長時間を終わります。
�幹事報告
次年度配属表配布の案内。／10月27日（日）福山

で開催の地区大会仮登録案内を回覧。必ず回答の
こと。／本日と来週のプログラム原稿は、終了後田
中（朋）会報資料委員長と事務局迄送付のこと。／
例会終了後、次年度理事役員会開催。／本日18：
30～ＡＮＡホテル５Ｆにて新会員歓迎会開催。／次
週６月18日（火）18：30～今年度最終夜間例会開催。
スマイルボックス

杉川　聡会員　６／15（土）に、タカノ橋商店街
で私が会長をしておりますビルメン協会主催の
「第２回ひろしまビルメン祭り」が開催されます。
お子様・お孫様連れで是非お越し下さい。ズムス
タチケットの当たる抽せん会もございます!!
出席報告

　会員数�67名　出　席�54名　欠　席�13名
　　　　�　　　来　客�� 1名
プログラム

臨時総会
委員長退任挨拶
出席委員会
� 委員長　白築　忠治
　出席委員会の白築です。出席
報告は専ら佐々木信幸さんにやっていただき、あ
りがとうございました。
　本年度は100％出席の達成はできませんでし
た。出席に関しては国際ロータリーの規定審議会
で改定が行われている。出席のあり方については
様々な意見があると思う。
　これからのロータリーは多様化が進むと思われ
ますが、楽しみながら出席を励行し元気で頑張っ
ている証しにしていただければと思います。

親睦家族活動委員会
� 委員長　小野　　誠
今年度初めて親睦家族活動委

員長のご指名を受け活動させて
頂き、諸先輩方々多くいらっ
しゃる中で最初は緊張して何を
して良いのか分からない状態でしたが、イベント
に備えてのGMを繰り返すことで委員会メンバー
の支えも頂き、各イベントも親睦が図れ和やかに
実施できたと思います。委員の中で退会者が出て
人数減の時期もありましたが、それ以上に入会さ
れる方があった為、結束の取れた委員会になった
ように思います。各例会時も委員の方々のご協力
を頂き交代で来客紹介も実施できました。ご協力
頂きました委員の方々に感謝し退任の挨拶とさせ
て頂きます。一年間有難うございました。

プログラム委員会
� 副委員長　田中　和之
　本年度、藤崎委員長と奥田会
員と私の３名で一年間担当させ
ていただきました。年度当初よ
り徳納幹事から「眠くならない
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卓話の実施を」との熱い要請を受け、皆様のご協
力、ご紹介の中、バラエティに富んだ外部卓話を
実施することができました。
　また、例年以上に新入会者の多かった今年度は、
様々な新会員加入のおかげで、内部会員卓話に関
してもユニークな新会員卓話を行うことができま
した。
　一年間、プログラム委員会にご支援ご協力をい
ただきまして、たいへんお世話になりました。あ
りがとうございました。

クラブ広報委員会　委員長　長野　　宏
クラブ広報委員会の長野です。
この委員会では、各記者クラブへのプレスリ
リースで、県庁記者クラブ・市役所記者クラブを
廻りました。初めての経験でしたので、非常に勉
強になりました。
また、『ロータリーの友誌を読む』では、皆様
に快く受けていただき、本当に感謝しております。
中国新聞の方や、経済レポートの方にも気持ち
よくご対応いただき、大変感謝しております。
皆様、１年間、誠にありがとうございました。

会報資料委員会
� 委員長　田中　朋博
みなさんのご協力があって、
１年間（あと１回残っておりま
すが…）、無事に会報誌を発刊
することができました。お忙し
いなか、原稿のご提出にご協力いただきましてあ
りがとうございました。少しでも、みなさんに読
んでいただけるように、カラーにして読みやすく
したり、GMや同好会などの情報も盛り込んでみ
ました。次年度は、会報誌、ホームページともリ
ニューアルされる聞いておりますので、新しい企
画を楽しみにしております。１年間、ありがとう
ございました。

増強委員会
� 委員長　折本　　緑
２ヵ年計画で80名体制へとの
目標に向かって、杉川副委員長、
田中茂樹委員、河原委員とで力
を合わせ、委員会メンバー全員
参加で会員増強への意識啓発活動を中心に一年間
頑張りました。
66名のスタートのところ、年度初に１名退会し

２名入会という状態からのスタートでした。それ
も含め、今年度トータルで７名という大量の入会
がありました。皆さまの熱いご協力に感謝します。
しかし、残念ながら退会者も６名あり、大量の

入退会がある年度となりました。
年度末では、会員数67名、純増１名となり、岡

本会長の年度初めの目標は達成したものの、不完
全燃焼感でいっぱいです。
次年度は、２ヵ年計画の、いよいよ実を取る年

度となります。より一層の入会者があるように、
引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

会員選考・職業分類委員会
� 副委員長　吉田　栄壮
会員選考・職業分類委員会は

委員長に末葊氏と山本豊会員と
吉田の３人で担当させて頂きま
した。会員選考につきましては、
結果的に増強委員会の皆様が強力なリーダーシッ
プを発揮され、（会員の減少に苦慮されるクラブ
が多い中）実質増を達成された事に敬意を表する
と同時に会員選考委員会としても感謝していま
す。職業分類につきましては、以前の様にクラブ
会員は一業種一会員と云う原則がなくなりました
ので、今年入会された新会員の皆様には既に有る
職業分類に当てはまっていますので、新しい職業
欄を検討する必要がありませんでした。
以上、報告をさせて頂き退任の挨拶と致します。

ロータリー情報委員会
� 委員長　杉本　清英
今年度ロータリー情報委員会

を担当しました杉本です。先小
山副委員長と一緒に１年間職務
を全うすることができました。
次年度は徳納幹事がロータリー情報委員会を引

き継がれます。
今年一年、ロータリー情報委員会では、新入会

員の方に広島西南ロータリークラブに早く溶け込
んで頂けるよう活動してきました。ロータリーク
ラブの理解を深めて頂くために曽里裕パスト会長
と佐々木宏パスト会長を講師に迎え２回のグルー
プミーティングを開催しました。入会歴の浅い方
が増えており、ロータリークラブの知識を改めて
整理する機会が必要と考えたからです。両日共、
会員30名程度が参加し活気にあふれた会となりま
した。当初目的としていた入会10年未満の会員の
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方の参加が少なかったのが課題です。次年度も情
報提供をされると思いますので、入会歴の浅い会
員の皆さんは積極的に参加して下さい。
今後とも、会員の皆さんが居心地の良い会にな
るよう努めていきたいと思います。ありがとうご
ざいました。

職業奉仕委員会　委員長　根石　英行
職業奉仕委員会の委員長を務めさせていただ
きました根石です。平石副委員長と共に、４つの
テストの唱和、佐藤会員のロボットパークへの職
場訪問例会などの事業を行ってまいりました。職
業奉仕の卓話としては山下会員による卓話、ま
た、優良従業員表彰も行いました。私の職業のグ
ループミーテイングでは、知っていそうであまり
知らない各会員の職業について、面白いお話を聞
くことができました。発表や各事業に協力いただ
きました皆様、ご参加いただきました皆様に心か
ら感謝申し上げます。１年間ありがとうございま
した。

社会奉仕委員会
� 委員長　岡本　倫明
本年社会奉仕委員長をおお
せつかりました岡本倫明で
す。今回はじめての委員長でし
たが、水谷副委員長をはじめ、
皆様の協力のおかげで無事委員長を終了するこ
とができました。
岡本会長のスローガン「ロータリークラブの多
様性を高めよう！」のもと、６つの事業を行いま
した。
特に印象深かったのは、８月の平和公園清掃で
す。ロータリーの柱の１つである社会奉仕を委員
長として行うことができたのは、ロータリアンと
して１人前になった気がしました。
来年は副幹事として山下会長を支えることに
なりました。
引続きよろしくお願いします。

国際奉仕委員会
� 委員長　佐古　雄司
実施事項
①�2018／11／17
　�　�ひろしま日本語学校学習者
と広島西南ＲＣ会員との初
交流会の実施。場所：合人社ウェンディひと・

まちプラザ。参加者：西南ＲＣ会員関係29名、
日本語学校ボランティア18名、学習者39名、
計86名

　②�2019／５／14
　　広島日本語学校への支援金渡し（５万円）
　　広島西南ＲＣで卓話の実施
　　�（卓話者：光原さん、椎葉マリアさん、バスチャ
ン・シュワイガッツさん）

○�初交流会では、皆さんから協賛をしていただき
ました手土産やゲームに参加しコミュニケー
ションをとっていただいた事で学習者の方に大
変喜んでいただきました。次年度も継続してい
ただければと申し送りをしております。

青少年奉仕委員会
� 委員長　寺本　真司
本年度、青少年奉仕委員会の

委員長を務めさせていただき
ました寺本真司です。メンバー
は副委員長の伊藤英彦さんと、
谷口公啓さんです。
平和公園の早朝清掃や森林教室の体験学習の

際には多くのメンバーにもご参加いただき、感謝
感謝です。
RYLAに関しては、手違いもあって次年度委員

長の杉本さんに引率してもらうことになってし
まいましたが、参加していただいたのが杉本さん
の会社の方だったので、結果オーライという事に
しておきます。
児玉理事をはじめ、ご協力いただいたメンバー

の方、本当にありがとうございました。次年度も
奉仕プロジェクトに居残りしますので、宜しくお
願い致します。

スマイル委員会
� 委員長　上田　直治
皆さんこんにちは。今年度ス

マイル委員長を務めさせて頂き
ました上田でございます。
皆様には委員会にお付き合い

頂き、またご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
お陰様をもちましてスマイル浄財目標金額の

150万円を達成する事ができました。
会員の皆様をはじめ、副委員長の小川会員、委

員の平原会員、山下哲夫会員、また事務局の近松
さんのご協力の賜だと感謝致しております。
皆様１年間本当にありがとうございました。
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ロータリー財団委員会　委員長　佐藤　克則
本日は退任のご挨拶を直接申し上げることが出
来なくて、申し訳ありません。
皆様のおかげをもちまして、計画通りに今年度
の事業を進めることができました。事業の内容は
報告書にまとめさせていただきましたのでご覧下
さい。
資金の提供も含め、皆様のご協力に感謝いたし
ます。有難うございました。
来年度の委員長も大変でしょうが、頑張ってく
ださい。� （代読　副幹事　橋本　幸範）

米山奨学委員会
� 委員長　佐藤　二郎
米山奨学委員会の佐藤です。
本年度は石井和彦副委員長と二
人で担当致しました。皆様のご
支援により一人16,000円の寄付
目標を達成することができました。特に米山功労
者になって頂きました。６名の会員の皆様には心
からお礼申し上げます。
又10月の米山月間では元米山親善大使のスチッ

タ・グナセカラさんに卓話を頂き、例会の委員会
報告で「ハイライトよねやま」の紹介を致しました。
４月には米山奨学生として閻璐さんを迎え岡本
会長にカウンセラーに就任頂きました。
皆様のご協力により職務を全うすることができ
ました。一年間ありがとうございました。

戦略計画委員会
� 委員長　佐々木　宏
戦略計画はクラブのあるべき
姿　すなわち目標を示して、そ
の目標を達成するための基本的
な考え方や行動指針を表したも
のです。
クラブの基本姿勢を表したものでありクラブに
とって大切なものであります。
今一度皆様にはよく眼を通していただき理解を
していただきたいと思います。
本年度は卓話の時間に皆さんから当クラブの現
状やロータリーに対する思いをお聞きしました。

健康管理委員会　委員長　石井　和彦
　健康管理委員会の石井でございます。
　2007－2008荒木会長年度から特別委員会とし
て、ＰＥＴ・脳心臓ドック等の検査及び健康に関

する卓話を中心に活動してまいりました。現在荒
木会員、桒田会員と３人で担当させて頂いており
ましたが、委員の健康上の都合及び仕事の都合等
により、活動が困難となりました。桒田会員には
大変お世話になりました。本年度唯一、2018年12
月４日高橋メディカルクリニック院長、高橋司氏
による「がん治療の可能性を広げたい（免疫細胞
療法について）」のテーマで卓話を実施しました。
その他、計画しておりました癌予防推進の為のア
ンケート等の調査は、健康管理委員会としては実
施しませんでした。
　田原ガバナーが癌予防推進事業をガバナー信条
の１つとして重要視されたこともあり、会員の皆
様方も数年間特に癌に対する意識が随分変わって
こられたと思われます。これからも各自癌を中心
とする成人病予防の為、生活習慣、定期健診等に
心がけ健康を維持されることをお願いし、今年限
りで健康管理委員会の事業を中止させて頂きます。
　長い間、有難うございました。

「西南の集い」親善委員会
� 　委員長　児玉　栄威
　本年度、西南の集い親善委員会の委員長を仰せ
つかりました児玉です。
　本年度は５月11日に西南の集いin東京に岡本会
長、徳納幹事をはじめ12名で参加して参りました。
　次の会報にて様子をご報告させて頂こうと思い
ますので、皆さんご覧ください。
　私の方は引き続き次年度も委員長を務めて参り
ます。
　そして、次年度は広島での開催が決定しており
ますので、曽里実行委員長の元、委員会一丸となっ
て進めていきたいと思います。
　開催に当たりましては全国西南ロータリークラ
ブから150名～ 200名の参加が見込まれます。
　皆様のご協力がどうしても必要ですので、引き
続き、西南の集い親善委員会への皆様のご理解、
ご支援を賜りますよう、お願いしますとともに、
一年間の皆様の温かいご支援に感謝いたしまして
退任のご挨拶とさせていただきます。

メモリアル保存委員会　
� 委員長　徳納　武使
　メモリアル保存委員会では広
域公園の梅林整備そして、宮島
の桜整備事業を主に活動を行い
ました。
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　会員の熱意で両公園とも市民の憩いの場として
活用されています。
　昨日梅林で梅の採取事業を行いました。
　クリスマス例会の美味しい梅酒を楽しみにして
ください。
　一年間有難う御座いました。

台北新東RC親善委員会
� 委員長　岩田　智博
　本年度は、台北新東の皆さん
の来広があり、合同クラブ協議
会開催、歓迎会など台北新東の
皆様も大変喜ばれ充実した時間
を共有できました。クラブ協議会では35周年の共
同事業のほか、2020－21年の台湾での国際大会へ
の参加要請もあり、今後も互いに親睦を深めてい
くことを確認しました。これもひとえに会員の皆
様のご協力と感謝いたします。
　１年間ありがとうございました。
　次年度も引き続き委員長を勤めさせていただき
ます。次年度は、2020－21年度の台湾での国際大
会訪問の準備を進めてまいります。

10年会　委員長　岩田　智博
　10年会は、入会10年未満の会員で構成され、新た
な入会候補者の発掘を目的に、奇数月にゲストを
迎え開催しています。本年度は、総勢23名のゲスト
を迎えることができ、会員増強の下支えができた
と思います。これも10年会の会員の皆様、またそれ
を見守っていただいている会員の皆様のおかげと
感謝いたします。
　次年度以降は既成での活動を意識せず、どんど
ん新しい取り組みをしていただきたいです。宮㟢
次年度委員長よろしくお願いします。
　１年間ありがとうございました。

6
� 18

第1548回例会
18：30〜20：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
ＰＨＰ表彰
　田中　朋博会員

ホーム例会皆出席100%
　村尾　博司会員

　三宅陽一郎会員
　岡本　俊雄会員
　小野　　誠会員
　白築　忠治会員
　佐々木信幸会員
　漆原　健夫会員
　吉田　栄壮会員

会長時間「ロータリーライフを楽しもう」
　本日が、今年度最後の例会となります。会長ノ
ミニー、会長エレクトを経て、昨年７月３日、
2018年－2019年度、広島西南ロータリークラブの
第33代会長に就任しました。暗中模索、五里霧中
の心境での船出でしたが、徳納幹事をはじめとし
た、理事役員並びに各委員会委員長のお陰でこの
日を迎えることができました。心より感謝致して
おります。第12回目の理事会も無事終了し、会長
時間の話も今回が最後となり、本日が44回目の会
長時間です。会長エレクトの時代に早めに用意を
しようと思い、ロータリー情報から半年分の原稿
を作成し、余裕を持って船出を待っていました。
徳納幹事の例会への考え方や会員様の会長時間へ
の要望を色々聞いている内に、退屈をしない、眠
らさない、面白い、仕事に役立つ、そんな話をし
て欲しいという要望を耳にすることになりまし
た。会長就任直前になり、新たに作り始めた原稿
でこの一年間の任が全うできました。
　16年に亘るロータリーライフの中で最も充実し
た１年間を過ごすことができました。年齢も、職
業も、キャリアも違う会員がそれぞれの知識と経
験を出し合い、職業奉仕に汗を流したことは何事
にも代えがたい経験となりました。多種多様な委
員会行事に積極的に参加する事でロータリーライ
フを楽しむことができる事が判りました、新入会
員の積極的な参加を期待し熱望しております。「99
歩をもって半とせよ」の喩えがあるように、本日
の行事の最後まで、気を引き締め、任を全うした
いと思っています。この１年間、会員皆様の温か
いご支援とご協力に対し、衷心より御礼申し上げ、
会長時間を終わります。
�幹事報告

（10）� 2019年6月
ロータリークラブの多様性を高めよう！



　クラブ月報配布の案内（最終例会につき、必ず
持ち帰りのこと）。／先週の地区大会仮登録の回
覧板が未回収のため、再度回答のお願い。／６月
は期末月につき、会費支払いは余裕をみて月内に
振込のこと。／次週は休会、新年度は７月２日（火）
例会からスタート。／７月会費は７月16日（火）
予算決算承認後の発送予定。同好会半期会費請求
のメンバー表は７月19日（金）迄に連絡のこと。
／７月プログラムは例年通り、７月２日理事役員
就任挨拶・７月９日委員長就任挨拶。該当者は当
日挨拶と月報用原稿を送付のこと。
出席報告
　会員数�67名　出　席�54名　欠　席�13名
プログラム
理事役員退任挨拶
副会長　山下　幸彦
岡本会長の背中を追い、１年過ごしましたが、
まだまだ遠く感じます。
会長といろんな事業に参加しましたが、副会長
という立場から見ると、多くの学ばされる点があ
り、とても充実した期間でした。
この点を次年度に有効に活用して、みんなの為
になるようにします。
この一年、皆様のご協力を頂き無事に終えるこ
とをなりました。
本当にありがとうございました。
次年度には、岡本会長に少しでも近づけるよう
に頑張りますので、次年度も更なるご支援をよろ
しくお願いします。

会計　佐々木　宏
皆様の協力のもと資金は確実
に管理され、収支は当初の予算
通り順調に推移しました。
詳細は７月16日の卓話で会計
報告をいたします。

Ｓ.Ａ.Ａ.　山國　　豊
　今年度S.A.A.を担当しました、
山國です。
　副S.A.A.には宮本昇会員、寺
本真司会員、河原英二会員の心
強い方たちと１年間助け合い、
協力し、頑張り例会出席が楽しくなる様な運営、
来訪者が居心地の良い雰囲気つくりに努めてきた
つもりです。
　また会員の皆様には例会中、他への思いやり気

持ちを大切にして、卓話者に盛大な拍手を贈り、
卓話中の私語の自粛と途中退席の自粛のご協力あ
りがとうございます。
　１年間S.A.A.にご協力ほんとにありがとうござ
いました。

理事（財団委員長）�曽里　　裕
　本年度はロータリー財団委員
長を佐藤克則会員、米山奨学委
員長を佐藤二郎会員に担当して
頂きました。
　両委員長の活躍により当初の
目標をほぼ達成することができました。皆様のご
協力に感謝申し上げます。

理事（奉仕プロジェクト委員長）
� 児玉　栄威
　今年度、奉仕プロジェクト委
員長を担当致しました児玉で
す。
　本年度の奉仕プロジェクト委
員会は平和公園の早朝清掃に始まり、野球観戦家
族例会への心臓病の子供を守る会の招待、地区補
助金事業の森林教室、日本語教室交流会、梅林清
掃、職業奉仕の夜間ＧＭ等、たくさんの事業を行っ
て参りました。
　準備不足の面もありましたが、どの事業も概ね
無事成功裏に終えることができました。
　また、各活動が広報委員会のおかげをもち、ロー
タリーの友に２回、その他、各種メディアにもた
くさん取り上げて頂くこともできました。
　私としては大変有意義な一年を過ごすことがで
き、これもひとえに岡本社会奉仕委員長、寺本青
少年奉仕委員長、根石職業奉仕委員長、佐古国際
奉仕委員長、上田スマイル委員長をはじめ、チー
ム奉仕プロジェクトとして活動ができたおかげだ
と思っております。
　また、会長幹事をはじめ、理事の皆様にも事案に
ついて快くご承認を頂き、ありがとうございました。
　最後になりますが、会員の皆様には各事業に多
数のご出席を頂き、大変心強く励みになりまし
た。皆様に心からの感謝を申し上げまして退任の
あいさつとさせていただきます。

理事（会員増強委員長）　宮﨑　　真
会員増強委員会委員長の宮㟢です。今年度の目

標70名に届かなかったことを深くお詫び致しま
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す。目標まで若干足りないということで坊主では
なく短髪でお許し下さい。
何はともあれ、増強委員会折本委員長、ロータ
リー情報委員会杉本委員長をはじめ委員の皆さ
ん、途中色々ありましたが会員選考・職業分類委
員会の皆さん１年間ありがとうございました。
2021年に向けて会員拡大は益々大事になりま
す。次年度以降も「ひとり一声」をお願い致しま
す。
最後になりますが理事として力不足であった私
を最後まで温かい目で見守って下さった皆様に感
謝申し上げ理事退任挨拶に代えさせて頂きます。
一年間ありがとうございました。

理事（公共イメージ委員長）　桒田　博正
公共イメージ委員会の桒田です。
今年度はクラブ広報委員会の長野委員長、会報
資料委員会の田中朋博委員長を中心に積極的な広
報活動を展開頂き無事職務を果たすことができま
した。両委員長はじめ両委員会の皆様にお礼申し
上げます。会報の作成配布、マスコミ・ロータリー
の友誌等への投稿、ホームページ・Facebookを
活用した積極的な対外発信をし、ロータリー活動
及び当クラブに対する公共イメージと認知度向上
に努めました。
一年間公共イメージ委員会にご支援ご協力を頂
き有難うございました。

理事（クラブ管理運営委員長）
� 岩田　智博
本年度の、クラブ管理運営委
員会は「楽しく出席でき親睦を
深められる例会」をテーマに出
席委員会、白築委員長、親睦家
族活動委員会、小野委員長、プログラム委員会、
藤崎委員長を中心に委員の皆様、また会員の皆様
のご協力の下、１年間無事に行事を終えられたこ
とに感謝いたします。１年間ありがとうございま
した。

幹事　徳納　武使
「改革の年度」と位置付け、
＜会長テーマ＞「ロータリーク
ラブの多様性を高めよう！」の
年度、幹事を大過なく終えるこ
とができましたことに感謝しま
す。岡本会長、山下副会長、室㟢直前会長の卓越

した指導力、そして三宅副幹事、橋本副幹事に支
えられ、理事・委員長のリーダーシップそして何
よりも会員の協力により、初期に掲げた目標をほ
ぼ達成することができました。
理事の皆様には任命させて頂くときに、それぞ

れの委員会の役割をお願いしました。例えば、「二
年で80名の会員増強」「会員が眠らない卓話」「身
近な国際奉仕」「市民の目に触れる広報」等々、
本来あるべき姿の追究をお願いしました。そして
理事役員そして会員が一致協力して目標達成た
めに頑張っていただきました。大変感謝いたし
ます。
お陰様で準備期間を含めて1.5年大変充実した

ロータリーライフを過ごすことができました。本
当にありがとうございました。

副幹事　橋本　幸範
　拙い例会進行でご迷惑をおかけすることもあり
ましたが、皆様のご協力のおかげをもちまして、
何とか１年間を乗り切ることができました。また、
大変勉強になりました。皆様、本当にありがとう
ございました。

副幹事　三宅陽一郎
　この度は一年間に亘りまして、皆様には大変お
世話になりました。副幹事としての任期を無事終
えることができたのも、皆様のご協力があったか
らこそと実感しております。私にとっても貴重な
体験をさせていただきました。そして事務局の近
松さん、ありがとうございました。

直前会長　室﨑　雅宣
直前会長の役割は無任所で、

発言の機会も少ないのです。し
かし今年度は、幹事の計らい
で、理事役員会の終了時に、副
会長の閉会挨拶前に理事会の
講評を述べる機会をいただきました。これで１年
間、12回の理事会をたいへん有意義に参加させて
もらうことができました。
会長ノミニーに推されてから、この年度末で

ちょうど３年半になりますが、これで会長がらみ
の役職がすべて終了となります。次年度からはま
た１ロータリアンとして、初心に帰ってロータ
リー活動を続けていきたいと思います。どうかよ
ろしくお願いいたします。
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芝楽会

　今年度最期の例会を６月16日（日）美和ゴルフクラブで開催
しました。梅雨空を心配していましたが、とてもいい天気にな
りました。大接戦で優勝の行方は全く読めない中、見事橋本会
員が優勝されました。おめでとうございました！
　次回は７月20日戸山カ
ンツリークラブにて取り
切り線を開催予定です。
皆様のご参加をお待ちし
ております！
　よろしくお願いいたし
ます。

順位 氏名 OUT IN GR HDCP NET
優勝 橋本　幸範 46 54 100 27 73
準優勝 山下　哲夫 48 41 89 14 75
３ 遠崎　秀一 43 42 85 9 76
４ 岩田　智博 44 44 88 11 77
５ 村尾　博司 53 53 106 26 80
６ 三宅陽一郎 46 53 99 19 80
７ 佐々木　宏 47 46 93 12 81
８ 先小山英夫 45 55 101 20 81
９ 山本　春男 49 46 95 6 89

新入会員歓迎会
６月11日（火）
ANAクラウン
プラザホテル広島

佐藤　克則　１日
平石　雅史　３日
谷口　公啓　12日
河原　英二　15日
宮㟢　　真　17日
折本　　緑　23日

先小山英夫　１日
沖井　　翔　２日
岡本　倫明　４日

栗原　佑哉　15日
田中　和之　16日
遠崎　秀一　20日

会員誕生日

６月の会員記念日

結婚記念日 パートナー誕生日入　会　月

創　業　月

長野　　宏夫人　夏�子様　10日
藤田　　進夫人　喜代美様　17日
田中　和之夫人　恵�子様　27日
新藤幸次郎夫人　有�香様　27日

宮本　　昇　Ｈ11年

井上　俊博　㈱ハイエレコン� Ｓ57年
桒田　博正　広島シティ法律事務所� Ｈ20年
宮㟢　　真　㈱ニシキプリント� Ｓ42年

寺本　真司　㈱寺本緑化建設� Ｓ37年
漆原　健夫　㈱ペルラ構造� Ｈ28年
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2018-2019年度　第12回理事・役員会　議事録

日　時：2019年６月４日　13時45分～

場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ

出席者：岡本（俊）、山下（幸）、徳納、橋本、

　　　　室㟢、佐々木（宏）、曽里、岩田、桒田、

　　　　宮㟢、児玉、三宅

開会挨拶　岡本（俊）会長

　「おつかれさまです。今日が最後の理事会です。

次期への引継ぎも含め十分な審議をお願いした

い。」

議事

　①�　細則変更について

　　�　先週配布した細則変更を理事会満場一致で

承認することとした。

　②�　最終夜間例会進捗状況について

　　�　岩田理事よりほぼ予定はできているとの報

告あり

　③�　事業報告書提出状況について

　　�　11日の期限までにお願いしたい

　④�　職業分類表について

　　�　添付資料のようになる見込み

　⑤�　５月度会計報告

　　�　佐々木理事より順調に推移している。西南

の集い委員会・HPリニューアルの支出承認

　⑥�　各理事役員報告

　　宮㟢理事…�会員増強は実質２名増で終われ

た。

直前会長講評　室﨑直前会長

　「皆さん１年間おつかれさまでした」

閉会挨拶（山下（幸）副会長）

　「新年度も頑張っていきます。」との掛け声で閉

会した。

７月行事予定
❖�７月２日（火）13：45 ～
　第１回理事役員会� ANAホテル4Ｆ
　（集合写真撮影）
❖�７月９日（火）13：45 ～
　第１回クラブ協議会� ANAホテル4Ｆ
❖�７月28日（日）７：00 ～
　平和公園早朝清掃� 朝食はメルパルク広島

掲　示　板

DONATION
6  月 年度累計

ス マ イ ル 26,000 円 928,500 円
善 意 の 箱 7,674 円 136,178 円
100万ドル なし 564,144 円
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広島西南RC　５月度個人別出席状況一覧表
（メークアップ期間の都合上１ヶ月前を掲載しております）

名…名誉会員　■…出席免除会員　○…ホームクラブ出席　△…メークアップ　×…欠席

2019年７月23日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　岡本�俊雄　幹事　徳納�武使
　　　　事務所　広島市中区基町6-78
　　　　　　　　リーガロイヤルホテル13F
　　　　TEL 082-221-4894 FAX 082-221-4870

編　集　会報資料委員会

　あっという間に、６月の最終週。最終
号の会報誌制作となりました。会員の
みなさまには、お忙し中、原稿のご提
出をいただき感謝申し上げます。今回
から、少しでも読みやすいようにと、①

会報誌のカラー化、②同好会やGM、10年会などの
掲載を取り組ませていただきました。次年度から
は、宮﨑さんが担当されます。リニューアルした
新しい会報誌を楽しみにしております。１年間、
ありがとうござしました。� （田中　朋博）

氏　名 7 14 21 28 出席率

1 荒木　　攻 × × × × 0%

2 萬歳　幸治 ○ △ ○ ○ 100%

3 藤崎健次郎 ○ ○ 退会

4 平原　一彦 ○ △ ○ ○ 100%

5 林本　正継 △ ○ ○ ○ 100%

6 平石　雅史 ○ ○ ○ △ 100%

7 橋本　幸範 ○ ○ ○ ○ 100%

8 石井　和彦 ○ △ ○ △ 100%

9 岩田　智博 ○ ○ ○ ○ 100%

10 伊藤　英彦 △ △ △ ○ 100%

11 井上　俊博 ○ ○ ○ △ 100%

12 稲田　健二 △ ○ △ ○ 100%

13 梶本　尚揮 ○ ○ ○ ○ 100%

14 桒田　博正 ○ ○ ○ △ 100%

15 児玉　栄威 ○ ○ ○ ○ 100%

16 河原　英二 × × ○ ○ 50%

17 栗原　佑哉 △ △ ○ ○ 100%

18 三好　清隆 ○ ○ ○ ○ 100%

19 村尾　博司 ○ ○ ○ ○ 100%

20 宮本　　昇 ○ ○ △ ○ 100%

21 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ ○ 100%

22 宮﨑　　真 ○ ○ ○ ○ 100%

23 三宅陽一郎 ○ ○ ○ ○ 100%

24 水谷　耕平 ○ ○ ○ △ 100%

25 根石　英行 ○ ○ ○ △ 100%

26 長野　　宏 ○ △ △ ○ 100%

27 奥田　　實 ○ ○ ○ ○ 100%

28 小川　光博 △ △ ○ ○ 100%

29 岡本　俊雄 ○ ○ ○ ○ 100%

30 折本　　緑 ○ ○ ○ ○ 100%

31 小野　　誠 ○ ○ ○ ○ 100%

32 岡本　倫明 ○ ○ ○ △ 100%

氏　名 7 14 21 28 出席率

33 沖井　　翔 △ ○ ○ △ 100%

34 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100%

35 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100%

36 曽里　　裕 ○ ○ ○ △ 100%

37 杉川　　聡 ○ ○ ○ ○ 100%

38 先小山英夫 ○ ○ △ ○ 100%

39 佐藤　二郎 ○ ○ ○ ○ 100%

40 佐藤　克則 ○ △ ○ △ 100%

41 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100%

42 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100%

43 佐古　雄司 ○ ○ △ ○ 100%

44 新藤幸次郎 ○ △ ○ ○ 100%

45 佐藤暖以子 △ ○ ○ ○ 100%

46 田中　茂樹 ○ ○ ○ ○ 100%

47 谷口　公啓 ○ △ △ ○ 100%

48 遠崎　秀一 ○ ○ ○ ○ 100%

49 寺本　真司 △ ○ ○ ○ 100%

50 徳納　武使 ○ ○ ○ ○ 100%

51 田中　朋博 △ ○ ○ ○ 100%

52 田中　和之 ○ ○ △ △ 100%

53 高鍋　　徹 ○ △ ○ ○ 100%

54 上田　直治 ○ ○ ○ ○ 100%

55 漆原　健夫 ○ ○ ○ ○ 100%

56 山本　　豊 ○ ○ ○ ○ 100%

57 山下　哲夫 ○ ○ ○ ○ 100%

58 吉田　栄壮 ○ ○ ○ ○ 100%

59 山下　幸彦 ○ ○ ○ ○ 100%

60 山本　春男 ○ ○ △ △ 100%

61 山國　　豊 ○ △ ○ ○ 100%

62 影久　知也 △ △ △ △ 100%

63 藤田　　進 ○ ○ ○ ○ 100%

64 熊本　卓司 ○ ○ ○ ○ 100%
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最終夜間例会 ６月18日
ＡＮＡクラウンプラザホテル広島


