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　今年１年を振り返ってみると、前半はいろいろな行
事の打合せを行い、平和公園の早朝清掃に始まり、初
めての廿日市RCと合同でのガバナー公式訪問、地区
補助金を利用した川内にこにこ食堂への冷蔵庫寄贈、
広島ひかり園まごころへの電動ベッドと移動式リフト
の寄贈、野球観戦家族会、地区大会参加、廿日市 RC
と合同夜間例会、クリスマス例会、ポップジャパン様
への職場訪問例会など一気に駆け抜けていましたが、
後半はコロナ禍で３月からの予定が一気にキャンセル
になるなど、その対応に追われました。
　岩田幹事を始め岡本、漆原両副幹事、各理事役員の
方々には、その一番大変な時期に関わらず、ご協力頂

き感謝致します。
　また、何もできないなかでも佐古会員の協力により
広大医学部への防護服寄贈が行えたことは、社会に対
して大きな貢献ができたと考えます。
　そして、今年度スタートから６名の新会員がこのよ
うな時期でありながらも入会して頑張っているのを見
ると今からの西南ロータリークラ
ブがさらに楽しみです。
　会長らしいことはできませんで
したが、温かい目で見て頂いた会
員皆様に感謝致します。
　１年間ありがとうございました。
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会長退任挨拶

副 会 長

佐 藤 二 郎
　今年度山下会長のもと１年間副会長を務めさせてい
ただきました佐藤です。まさにあっという間の１年間
でした。山下会長は「一歩、前へ！」のスローガンの
もと積極的な運営を実施され、成果を上げられまし
た。とくに今年の３月からは新型コロナウイルスの猛
威で例会が開けないという未曽有の事態にもかかわら
ず、動ずることなく理事会をSNSで開催するなど粛々
とクラブの運営を行われ、大変良い勉強になりました。
　新型コロナウイルスが今後どのようになるのか、第
二・第三の流行があるのか不透明な中での新年度のス
タートなりますが、目の前の課題に一つ一つ取組み堅
実な運営をして行きたいと思います。今年１年皆様に
種々ご指導頂いたことにお礼申し上げますとともに、
次年度の運営につきましても本年度とかわらぬご支援
ご協力を賜りますようお願い申し上げ、退任の挨拶と
させて頂きます。本当に有難うございました。

直前会長

岡 本 俊 雄
　昨年の７月に直前会長の任を拝命しました。主な仕
事としては理事会の場において、会の終了時に直前会
長講評を述べることが仕事でした。会長の時とは違っ
た立場での出席でしたので、客観的な立場で理事各位
のお話を聞くことができました。熱心に事業に取り組

んでおられる理事のご意見は感心をするばかりでし
た。しかし、今年度４月以降は、新型コロナウイルス
禍の影響で休会が続き、あっと言う間に、最終例会を
迎えることとなりました。これまでのロータリー活動
で経験したことのない出来事でした。この逆境を乗り
越えて、ロータリーは新しい運動が求められてくるも
のと思われます。大きな時代の変化を感じる１年でし
た。充分な活動もできず終わりましたが、この１年間
大変お世話になりました。甚だ簡単楚辞ですが退任の
挨拶と致します。

幹 　 事

岩 田 智 博
　会長スローガン『一歩、前へ！』の年度幹事を、無
事に終えることができましたことに感謝いたします。
　山下会長、佐藤副会長、岡本直前会長の素晴らしい
指導の下、また、漆原副幹事、岡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会員の皆様のご
協力により、約１年半前からの、準備期間に素晴らし
い計画を立てていただき、本年度をスムーズに過ごし
てきましたが、今年の３月からの新型コロナウイルス
の影響で、活動に制約を受ける中、各理事、委員長に
は、素晴らしい対応力を発揮していただきました。
　おかげさまで準備期間からの１年半、大変貴重な経
験をさせていただき、充実した時間を過ごすことがで
きました。感謝いたします。「ありがとうございまし
た。」

理事（クラブ管理運営委員長）

小 野 　 誠
　本年度は、クラブ管理運営委員会の理事を任命され
各委員会委員長と連携を取り進め運営も順調に消化し

山下　幸彦

理事役員・委員長退任挨拶
６月例会は短時間運営のためプログラム時間を省略
しましたので、紙面で退任挨拶をご紹介いたします。
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てきましたが、2020年に入りコロナウイルスの騒動が
徐々に広がり、今まで経験したことのない、非常事態
宣言による自粛行動・ステイホームと大変な状況とな
り例会を始め色々なイベントが中止となりました。理
事会もZOOMによるリモート会議を経験させて頂き、
これからウィズコロナの生活でのヒントを得たような
気が致します。多少不完全燃焼であったことは否めま
せんが、各会員のお力を頂き何とか役目を終えること
ができました。
　会員の皆様のご協力に感謝し、今年経験させて頂き
ました事を活かし、今後のロータリー活動において何
をすべきかを探りながら取り組んでいきたいと思いま
す。

理事（公共イメージ委員長）

田 中 朋 博
　公共イメージ理事の田中です。１年間を通じて、会
報資料委員会の宮㟢委員長、藤田副委員長、曽里会員、
クラブ広報委員会の佐古委員長、先小山副委員長、佐
藤暖以子会員にご協力いただきまして、無事に業務を
終了することができました。今年度は、広島西南ロー
タリークラブのHPリニューアル、Lineグループでの
情報共有もあり、これまでとは少し変わった活動とな
りました。事務局の近松さんや遠崎さん、掲載の情報
をご提供いただきました皆様に感謝申し上げます。
HPの更新作業は、情報さえあれば、クラブ内だけで
なく外に向けても定期的な発信ができますので、次年
度以降も委員会の立場で積極的に情報発信を実施した
いと思います。１年間、ありがとうございました。

理事（会員増強委員長）

折 本 　 緑
　「仲間を増やそう！『めざせ80名』ひとり一声」運動
に、２か年にわたり熱くご協力いただきまして誠にあ
りがとうございました。
　昨年度は、会員の皆さまへの意識啓発を行なう年度
と位置づけ、本年度は、いよいよその実を取る年度だ
と期首に高らかに宣言いたしました。
　しかしながら、さあ！ラストスパートという時に新
型コロナウイルスという強敵に負け、なんとも不甲斐
ない結果に終わってしまったことをお詫びいたします。
　そんな中でも、児玉委員長のご協力により過去最大
の会員数が達成できました。
　また、石井委員長には、新入会員に対して適切な入
会審査と職業分類を行っていただき、徳納委員長には、
「ロータリーの理念と奉仕活動」「ロータリークラブの
行動基準と組織」「広島西南ロータリークラブの歴史」
の３つのテーマを、全会員が複数年度で受講する仕組
みを作っていただきました。
　各委員長さまより力強いご協力に恵まれ、会員の皆
さまに助けられ、幸せな１年間の活動でした。本当に

ありがとうございました。

理事（奉仕プロジェクト委員長）

寺 本 真 司
　19－20年度、奉仕プロジェクトの理事を務めさせて
いただきましたが、本当にあっという間に終わってし
まいました。
　時期的なこともあって予定者の段階から、バタバタ
とスタートしてしまった地区補助金特別プロジェク
ト、岩田幹事の心配を余所に「補助金事業は２つとも
やらせていただきます！」と、勢いで手を挙げてしま
い、杉本委員長･三宅委員長ほか、関係者の皆様には
大変忙しい思いをさせてしまいました。しかしながら
こういうのは旨くできているもので、私のような、ぽ
やっとした理事のもとにはデキル委員長が集結してお
り、ほとんどの事業が何の問題もなく順調に開催され
ていきました。
　残念ながら、コロナウイルスの影響で中止になって
しまったいくつかの事業、かなり強引ではありました
が、せっかく盛り返しかけていたのに、あやふやになっ
てしまったスマイル等々、尻切れトンボ感はあります
が、ご協力下さいました皆様のおかげで楽しい１年を
過ごさせていただきました。
　本当に、ありがとうございました。

理事（財団委員長）

室 㟢 雅 宣
　財団委員会の室﨑です。
　今年度のロータリー財団委員会を林本委員長と萬歳
副委員長で、また米山奨学委員会を根石委員長と平原
副委員長で運営してまいりました。
　両委員会とも、例会プログラム時間を利用して、ロー
タリー財団委員会は井内さんにグローバル補助金の活
用について、また米山奨学委員会は奨学生の閻璐さん
に日中関係史の話をしていただきました。
　補助金の活用については、今年度は特別に２つの地
区補助金事業を奉仕プロジェクト委員会の皆さんのご
協力を得て実施することができました。
　また、ポールハリスフェロー、ベネファクター、米
山功労者になっていただいた方をはじめ、会員の皆様
には多大なる寄付のご協力をいただき、地区目標を達
成することができました。
　以上会員の皆様の温かいご協力により、当初の計画
を完遂できましたことをこころより感謝申し上げます。
　１年間有難うございました。

Ｓ.Ａ.Ａ.

佐 々 木 　 宏
　残念ながら新コロナ対策のため３月～５月の例会が
中止となりましたが、会員皆さんの協力のもと、節度
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ある品位ある例会が実施されました。皆様に深く感謝
申し上げます。

会 　 計

白 築 忠 治
　今年度は年度後半に新型コロナウイルスの予期もし
なかった影響が発生し、５月分会費請求ゼロなどの異
例事態がありましたが、皆様のご協力のおかげで、資
金管理と収支は順調に推移し無事終えることができま
した。
　詳細は７月の例会で会計報告させていただきます。

副 幹 事

岡 本 倫 明
　初めての副幹事で１年間手探り状態でしたが、皆様
のご協力のおかげで滞りなく終了することができまし
た。最後は新型コロナウイルスの関係で、不完全燃焼
でしたが、この経験をもとに今後のクラブ運営に尽力
できればと思います。最後に、裏方で正確かつ親切に
対応してくれた事務局の近松さんに感謝申し上げま
す。

副 幹 事

漆 原 健 夫
　３月からはコロナの影響で休会もありましたが、皆
様のご協力のおかげをもちまして１年間、副幹事とし
ての任務を無事に乗り切ることができました。私に
とっても貴重な体験をさせていただき、勉強させてい
ただきました。みなさま、本当にありがとうございま
した。

出席委員会　委員長

桒 田 博 正
　本年度、出席委員会の委員長を仰せつかりました桒
田です。理事の小野会員、副委員長の梶本会員、三好
会員をはじめ、会員の皆様には大変お世話になりまし
た。１年間の皆様のご協力に感謝いたします。ありが
とうございました。

親睦家族活動委員会　委員長

水 谷 耕 平
　親睦家族活動委員会の水谷です。
　今年度は、小川副委員長をはじめ、多くの委員が一
丸となって事業を進めてまいりました。はじめに、委
員の皆様に１年間の御礼を申し上げます。
　クラブ行事としては、昨年度に引き続き、９月の野
球観戦家族会及び創立33年記念夜間例会、12月のクリ
スマス家族夜間例会を開催しました。クリスマス夜間

例会では当クラブ軽音楽部に出演してもらうなど、趣
向を凝らした内容になったものと思います。
　その他、今年度は、ガバナー公式訪問を広島廿日市
ＲＣと共同開催したことを受けて、11月には同ＲＣと
の間で合同夜間例会を開催いたしました。
　今年度の委員会は、新入会員の方が多く、フレッシュ
なメンバーでした。そのため、司会の進め方なども個
性的なものが多く、会員の皆様にも好評を博したもの
と自負しております。
　毎例会時の来賓及びゲストのご紹介も滞りなく実施
できました。これも会員の皆様のご協力の賜物と思っ
ております。
　至らない点が多々ありましたが、１年間本当にあり
がとうございました。

プログラム委員会　委員長

佐 藤 克 則
　本年度は、プログラム委員長を仰せつかり、１年間
卓話の準備、運営を行いました。
　今年度お伝えすべきことは、何といってもコロナウ
イルス騒動に巻き込まれ、卓話プログラムが予定通り
実行できなかったことです。１月までは予定通りでし
たが、２月以降は外部講師の招へい中止、３月は１回
例会を開催できたものの後は例会中止、４月、５月の
２か月は全面的に例会中止となりました。６月も例会
は開催されたものの卓話時間は無しです。
　とりわけ山本豊会員には、数か月に及ぶ準備を進め
て頂いたにもかかわらず、今年度にお話を頂くことが
できませんでした。
　何はともあれ１年を終了し、なんとか役目を終える
ことができたと思っていたら、実は来年度も引き続き
プログラム委員長だそうです。皆様のご協力に感謝す
るとともに、来年度もよろしくお願い申し上げます。

クラブ広報委員会　委員長

佐 古 雄 司
・行事計画
　１�、新聞等また広島県・市の広報への広島西南ロー
タリークラブの対外事業PRの推進。上記PR用の
ニュースレターの雛形作成。�

　２�、ロータリーの友への投稿へ向け、魅力ある内容
を検討推進いたします

　３�、マイロータリーへの登録推進に向け会員への登
録代行も検討いたします。

　４�、広島西南ロータリークラブホームページを、会
員へのアンケート等により、より良いHPへの強
化を図ります。

・実施結果
　新聞などへの広報活動（対外事業PR推進）
・ニュースレターの投稿の実施
　〇�丸石こどもの家の子供達と原爆ドーム周辺の清掃活動
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　　2019／７／24　�プレスリリース→８／６経済レ
ポート掲載

　〇川内にこにこ食堂支援事業
　　2019／８／17　�プレスリリース→９／３経済レ

ポート掲載、９／27まるごと安佐
南＆安佐北ブログ

　〇�広島ひかり園まごころへ電動ベッド、移動式リフト寄贈
　　2019／９／２　�プレスリリース→９／５中国新聞

掲載
　〇�新型コロナウィルス感染症対応に関わる医療機
関、広島大学病院への防護服の寄贈

　　2020／５／25　�プレスリリース→６／４中国新
聞、６／９経済レポート掲載

会報資料委員会　委員長

宮 﨑 　 真
　会員資料委員会委員長の宮㟢です。１年間共に活動
してきた藤田副委員長、曽里会員ありがとうございま
した。また担当理事としてフォロー頂いた田中理事と
記載内容の確認等をして頂いた事務局の近松さんあり
がとうございました。
　本年度は山下会長に毎回インタビューという形で山
下会長の考えと想いを発信させて頂きました。山下会
長には毎月プレッシャーをかけてしまいました。この
場をお借りしてお詫び申し上げます。
　また、毎号コラムという形で執筆頂きました会員の皆
様、嫌な顔せず快く引き受けて頂き感謝申し上げます。
　最後に全会員の皆様、来年度も会報誌は皆様のご協
力なくしては成り立ちませんのでどうか宜しくお願い
致します。
　１年間ありがとうございました。

増強委員会　委員長

児 玉 栄 威
　本年度は、会員80名体制を実現すべく、新会員の発
掘に努めて参りました。折本理事をはじめ会員皆様の
おかげをもちまして、年度内に７名の新会員の方を迎
えることができました。
　同じく退会防止にも努めて参りましたが、残念なが
ら２名が退会され、純増は５名となりました。
　会員の皆さんに新会員候補の方をご紹介いただき、
粘り強く入会を勧めるという形で今年度は進めて参り
ました。そのなかで、10年会に参加してその後入会し
てくれた新会員の方も多くみられましたので、10年会
との連携は大変有意義なものだったと感じておりま
す。
　期末における会員数は71名と期首目標には達しませ
んでしたが、充実した活動ができましたことを感謝申
し上げまして、退任のあいさつとさせていただきま
す。

会員選考・職業分類委員会　委員長

石 井 和 彦
　会員選考・職業分類委員会は、副委員長に吉田会員
と委員に村尾会員の３名で担当させていただきまし
た。
　今期は会員増強の皆様のご検討もあり、６名の新会
員の選考をさせていただきました。会員増を達成され
たことは、会員選考委員会としても感謝しています。
職業分類も４名の新会員の方の新しい職業欄を追加し
ました。
　今期は、活発な委員会活動となり、充実した時間を
過ごさせていただきました。
　１年間ありがとうございました。

ロータリー情報委員会　委員長

徳 納 武 使
　新入会員が多い時期にコロナ禍になり、タイムリー
にオリエンテーションを行えませんでした。
　年度最後に約１時間、「ロータリーの理念と奉仕活
動」そして「ロータリーの組織」をテーマに当該年度
の新入会員にPPTを使ってプレゼンテーションを行
いました。この方法は今までにないやり方で効果的と
感じました。
　また、職業奉仕GMは計画していた３回が１回しか
できませんでした。卓話時間を利用して、「ロータリー
の理念と奉仕活動」のプレゼンテーションをしました。
寝る方も１人もなく、効果的な話ができたと思います。
　次年度も、なぜかしらロータリー情報委員会に配属
されました。岩田委員長そして杉本委員と西南のロー
タリー情報の在り方を確立したいと思います。

職業奉仕委員会　委員長

山 國 　 豊
　今年度職業奉仕委員長を担当しました山國です。
　副委員長に遠崎秀一会員と新藤幸次郎会員の心強い
方たちと１年間、助け合い、協力し頑張ってきました。
　新型ウイルスの影響で職業奉仕GM１回、職業奉仕
月間に因んだ卓話、優良従業員表彰等、残りの行事が
実行できませんでしたが１年間職業奉仕にご協力本当
にありがとうございました。

社会奉仕委員会　委員長

三 宅 陽 一 郎
　社会奉仕委員長を仰せつかり１年が過ぎました。後
半は思わぬコロナの影響でロータリークラブそのもの
の活動が制限される中、社会奉仕委員会の行事として
は大半は年度の前半で予定・実施したこともあり、ほ
ぼ期初の目標を達成できたのではないかと思います。
皆様のご協力に感謝し退任のあいさつとさせていただ
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きます。ありがとうございました。

国際奉仕委員会　委員長

長 野 　 宏
　今回国際奉仕事業として、事務局および各委員の方々
のご協力のもと、外国人留学生との共同［にぎりずし
体験］を企画しました。会場となる「にぎり座」様に
もご協力を得て４月18日に実施予定でしたが、新型コ
ロナウイルスにより残念ながら中止となりました。結
局のところ何もできず非常に悔いの残る年となりまし
た。また機会があれば事業にチャレンジしてみたいと
思います。１年間どうもありがとうございました。

青少年奉仕委員会　委員長

杉 本 清 英
　今年度はコロナウイルスの影響で後半のRYLAは中
止になりましたが大半の事業は前半に集中していたた
め消化することができました。中でも印象に残ったの
は「地区補助金特別プロジェクト川内にこにこ食堂
支援事業」です。年度が始まる前に急きょ、地区補
助金特別プロジェクトに応募することが決まり限ら
れた時間の中で交渉した結果、広島市安佐南区で母
子寡婦福祉会や社会福祉協議会などが中心になって
運営する「川内にこにこ食堂」を支援することにな
りました。当日は会員と児童で一緒に夕食のカレー
を食べ、食後には会員がかき氷をつくり子供達に食
べてもらいました。大きく口を開けてかき氷を頬張
る子供の写真は「ロータリーの友」にも取り上げら
れ広島西南ロータリークラブの活動を広報できたと
思います。スムーズに事業を行うことができたのも
会員の皆様の協力のおかげです。ありがとうござい
ました。

スマイル委員会　委員長

橋 本 幸 範
　スマイル委員会の橋本です。
　山本春男会員、宮本昇会員との３名体制で１年間活
動させていただきました。会員の皆様のご協力のおか
げをもちまして、１年間スマイル委員長を務めること
ができました。深く感謝しております。
　また、奉仕プロジェクト委員会理事の寺本会員にも
大変ご協力をいただきました。
　皆様、１年間ご協力いただきまして、ありがとうご
ざいました。

ロータリー財団委員会　委員長

林 本 正 継
　本年度ロータリー財団委員会委員長の林本です。萬
歳副委員長と共に務めさせていただきました。

　本年度のロータリー財団への寄付は、ポリオプラス
会員１人当り35ドル、年次寄付会員１人当り150ドル
以上、恒久基金のベネファクターには山下会長に、ポー
ルハリスフェローには佐古会員と新藤会員に、マルチ
プルポールハリスフェローには杉川会員に、それぞれ
なっていただきました。
　11月のロータリー財団月間にはロータリー財団の意
義やグローバル補助金活用の国際奉仕事業について理
解を深める為の卓話を実施致しました。
　１年間ご協力いただきました皆様に心より感謝を申
し上げ退任の挨拶とさせていただきます。

米山奨学委員会　委員長

根 石 英 行
　１年間、米山奨学委員会の活動にご協力いただきま
してありがとうございました。
　本年は、米山奨学生として閻璐さんをお迎えし、岡
本俊雄会員にカウンセラーをお願いしてお世話をして
いただきました。また、米山特別寄附と一般寄付とを
合わせて、クラブの寄付の目標を達成することができ
ました。米山奨学金の活動について十分にお知らせで
きなかったことにつきましては、心残りではございま
すが、寄付を含め委員会の活動にご協力をいただきま
した皆様に心よりお礼申し上げて、ご挨拶とさせてい
ただきます。

戦略計画委員会　委員長

曽 里 　 裕
　本年度は新たなRI戦略計画並びに規定審議会の制
定案を参考に、現戦略計画のあり方を検討したくらい
で終わってしましました。会員の皆様等へのクラブの
戦略計画の認知度を上げるに至らなかったことをお詫
びし、退任のご挨拶と致します。

西南の集い親善委員会　委員長

児 玉 栄 威
　西南の集い親善委員会の委員長を担当致しました児
玉です。
　本年度開催を予定していた「西南の集いin広島」は
残念ながら新型コロナウイルスの影響により中止とな
りましたが、実行委員長を中心に、組織作り、会の運
営やアトラクション、観光等についても細かく計画を
立て実施可能なところまで準備して参りました。
　その後の各西南ロータリークラブとの協議で次年度
は鹿児島、次々年度に広島で再度開催という運びとな
りましたので、次々年度に向けてより良い会が催せる
ように引き続き努めていきたいと思います。
　次年度以降も全国西南ロータリークラブとの絆を深
めていきたいと思いますので、多くの会員の皆様の変
わらぬご理解とご協力を賜りますよう、お願い申しま



DONATION
６  月 年度累計

ス マ イ ル 107,000 円 723,000 円

善 意 の 箱 3,062 円 95,173 円

掲　示　板

７月行事予定
❖７月７日（火）13：45 ～
　第１回理事役員会� ANAホテル4Ｆ
❖７月14日（火）13：45 ～
　第１回クラブ協議会� ANAホテル４F

☆�７月例会ご欠席時のメークアップ期間は特例
により前後２ヶ月とさせて頂きます。

新 入 会 員 か ら の ご 挨 拶
大山　修司会員
　６月から入会させていただきました、大山と申します。
　児玉さんにお声かけ頂き、10 年会には以前に一度出席
させていただいておりました。
　その後、入会につき何度かお誘いを頂いておりました
が、ロータリークラブという名前の持つ威圧感に、怯ん
でいたのが正直なところです。
　しかし、ここ数年の個人的スローガン「拒絶したらゼロ」
に照らし、ここはご縁を頂いたことに感謝して、入会さ
せていただく決意をしたところでございます。
　ロータリークラブにお誘いいただき入会できましたこ
と、非常に光栄に思っております。
　仕事は、土地家屋調査士という不動産登記業務の一部
を業として行っております。年齢は 49 歳。家族構成は、
愛する妻と反抗期の盛り中学３年生男子１人です。
　少しずつでもお役にたてる存在になれるよう努めてま
いりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

岡田　真規会員
　６月に入会いたしま
した、株式会社リノ
ベートファームの岡田
真規と申します。
　主に空調・換気・給排水衛生設備を中心に広島市西区
大芝で操業しております。
　人と地球に優しい快適空間の提供を企業使命とし、「住
環境の総合プランナー」としてお客様の住環境・商業・
生活において満足と感動をお届けいたします。
　プライベートでは旅行が大好きで国内外のあちこち
行っています。
　また、最近はゴルフに勤しんでおりますが、釣りやア
ウトドアの全般が好きで、日本バーベキュー協会の認定
インストラクター資格も持っています。
　これから永きに渡り、公私共々ご指導の程、何卒宜し
くお願い申し上げます。
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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
　雨で梅林整備事業が中止になり、コロナ禍で宮島
包ヶ浦桜整備が中止になりました。寂しい結果となっ
たのですが、35周年に向けて廿日市市と協議を始めま
した。西南RCの先人たちが残した包ヶ浦のメモリア
ルをもう一度美しく咲かせたいと思います。

台北新東RC親善委員会　委員長

岩 田 智 博
　本年度は、2021年度の台湾での国際大会への参加準
備と、35周年の共同事業の協力準備を行う年度でし
た。そうした中、４月に台北新東から有志13名の来日
予定がありましたが、新型コロナウイルスの影響で来
日が中止となり、事業の準備内容などの対話ができま
せんでした。また、来日準備の段階で、多くの会員に
ご協力いただきましたこと、感謝いたします。次年度
も引き続き、委員長を拝命しております。変わらぬご
支援宜しくお願い致します。

10年会　委員長

宮 﨑 　 真
　10年会委員長の宮㟢です。新入会員の掘り起こしを
担う委員会として隔月でゲストを迎えて開催しまし
た。委員会メンバーの積極的な声掛けと参加により毎
回ゲストを連れて来て頂きありがとうございました。
　ここ数年の活動により最近の新入会委員のほとんど
が10年会に参加してからの入会となっています。新型
コロナウイルスの問題もありますが、この流れを維持
して80名の目標に向かって次年度も頑張りましょう。
　１年間ありがとうございました。



26まで、各分科会が行われます。
　これは、家庭でパソコンを利用して、雰囲気を味わ
えるところが画期的ですし、無料で参加できる国際大
会です。
　是非とも時間が取れる方は、myrotaryから入って
サインアップして参加して下さい。
　当クラブのmyrotaryの登録状態は、48％程度なの
でパソコンを使われる方、登録がまだの方は、これを
機会に是非登録して下さい。
　また、初めての方は、myrotaryと検索してアカウ
ント登録のボタンから進んで下さい。
　もし、不明な点があれば、私か田中朋博会員に相談
下さい。
　以上で会長の時間を終わります。

第1582回例会　６月16日  
　皆さん、こんばんは。
　この１年間、たいしておもしろくもない話ばかりで
申し訳ありません。
　いよいよ最後の会長時間となりましたので、今まで
のロータリーの中で感じたことを話したいと思います。
　感じたままで話すので、聞き流して下さい。
　私が入った当初のロータリーは、寄付や寄贈したこ
とはあまり公にしないで、「あしながおじさん」のよ
うな感じでした。
　しかし、最近は国際ロータリーから広報を進めるよ
うな記事を多く見ます。
　私としては批判ではありませんが、そこに何か引っ
かかります。
　私の会社では、「５日で5,000枚プロジェクト」とい
うボランティアに参加しています。それは、災害が起
きて避難所が出来たら、５日以内に5,000枚の新しい
畳を無料で差し上げるというボランティアです。この
畳は、全国の有志の畳店が自分で申告した枚数を提供
します。今現在で528店、6,874枚になっています。過
去に色んな災害地に持って行きましたが、その団体の
発起者がいつも気にしている事が広報です。
　メディアが報道する事によって、世の中に知られて、
行動しやすくなるのは事実です。でもあまり大きく報
道されるとアンチな意見が必ず出てきます。まさに、
右に寄りすぎても落ちるし左に寄りすぎても落ちてし
まう、登山でいう馬の背のようなところを進むような
状態の広報を行うように心掛けています。
　同じようにロータリー活動の広報もバランス良さが
必要と思います。
　これで、最後の会長時間とします。１年間ありがと
うございました。

第1580回例会　６月２日  
　皆さん、こんにちは。
　大変久し振りですが、皆様に変わりはありません
か？
　今回のコロナですが、最初は軽く考えていたもので
すから仕事上では結構厳しい状態でしたが、乗り切っ
ていくよう頑張っております。
　クラブ的にも今年度の約１／４を何もできなく会長
の役目を果たせずに申し訳ありません。
　できなかった行事の代わりに、なるべくできる奉仕
の優先順位を考え、広島大学病院に防護服を寄贈して
きました。
　木内病院長を始め関係者の方々に大変喜ばれ、感謝
の言葉を頂いたことを皆様に報告致します。
　今月の残った期間を全力で頑張りたいと思います。
　プライベートでは、外での食事がほぼ皆無で、家で
過ごす時間が長く、いつもより酒の量が確実に増えま
したが、早寝早起きで健康的に過ごしています。
　話は変わりますが、今月は「ロータリー親睦活動月
間」です。
　ロータリーで言う親睦は、英語ではフェローシップ
となっています。
　フェローシップとは、「何かを一緒に行う、または
利害を分け合う人々の行いで生まれる友情の感情、仲
間意識、連帯感」という意味になります。
　つまり、ロータリーの親睦とは、ロータリー運動を
志す仲間の連帯、友情ということです。
　その親睦を深める手段としてロータリアン同士の
様々な親睦活動があり、それを通じて楽しみを分かち
合い、地域を越えた親睦を深めることにより、一層ロー
タリーライフを充実したものにしていきましょう。
　以上で会長の時間を終わります。

第1581回例会　６月９日  
　皆さん、こんにちは。
　本来であれば、本日、佐藤副会長に例会を任せ、ワ
イキキの空の下でのんびりしているはずでしたが、残
念ながら広島の地で汗をかいております。
　そうです、ワイキキでロータリー国際大会に参加の
予定でしたが、中止になってしまいました。
　私は、過去に大阪で行われた国際大会にほんの少し
だけ参加しましたが、スケジュールや人の多さにビッ
クリしたりで、とても大変でした。
　しかし、皆さんにチャンスがやってきました。
　と言うのも、ロータリーバーチャル国際大会が行わ
れることになりました。
　６／20（土）の22時から第１回本会議が始まり６／
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第1580回例会� ６月２日
12：30～13：10　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
　岡田真規会員（㈱リノベ―トファーム　代表取締役）
　推薦者：折本緑会員・杉川聡会員
　大山修司会員（あすみあ土地家屋調査士事務所　代表）
　推薦者：児玉栄威会員・曽里裕会員
お誕生記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　�６月16日（火）夜開催の最終夜間例会の案内配布の案
内。／次年度会員手帳の原稿を６月会費のお知らせに
同封。必ず確認のこと。／今月は期末月、会費は必ず
月内に支払いのこと。／例会終了後、理事役員会開催。

スマイルボックス
　稲田健二会員、宮﨑真会員、佐藤克則会員
出席報告
　会員数�73名　出　席�62名　欠　席�11名

第1581回例会� ６月９日
12：30～13：10　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和
米山功労者表彰
　岡本俊雄会員（第３回マルチプル）
　室﨑雅宣会員（第２回マルチプル）
　米山功労法人表彰
　長野　宏会員（10万円）
ご結婚記念月記念品贈呈
連続出席100％（３～５月分）
　吉田栄壮会員（29年）、谷口公啓会員（21年）、
　寺本真司会員（13年）、杉本清英会員（12年）、
　折本　緑会員（10年）、佐古雄司会員（９年）、
　上田直治会員（６年）、山國　豊会員（６年）、
　水谷耕平会員（５年）、小野　誠会員（４年）、
　岡本倫明会員（４年）、沖井　翔会員（２年）、
　佐藤暖以子会員（２年）、稲田健二会員（２年）、
　高鍋　徹会員（２年）
会長時間
幹事報告
　�６月理事会で、６月例会は全員出席として対応する
ことで承認（欠席者メークアップ不要）。／来週の
最終夜間例会＆歓送迎会の回答は本日迄、必ず連絡
のこと（欠席者には別途記念品を発送）。／ロータ
リー手帳配布の案内（申込者のみ）。／例会終了後、
次年度理事役員会開催。／次週６月16日（火）18：

30より今年度最終夜間例会を開催。
スマイルボックス
　熊本卓司会員
出席報告
　会員数�73名　出　席�55名　欠　席�18名

第1582回例会� ６月16日
18：30～20：30　ANAクラウンプラザホテル

最終夜間例会＆歓送迎会

ＲＯＴＡＲＹ
ホーム例会皆出席100％
　�岩田智博会員、小野誠会員、白築忠治会員、
　山本豊会員、山下幸彦会員
会長時間
幹事報告
　�本日最終夜間例会につき、ボックス内配布物他持ち帰
りのこと。／今月期末月につき、必ず月内に会費振込
みのこと。／次週より休会。新年度は７月７日（火）
例会からスタート。／７月会費は７月21日の予算決算
報告後に発送予定。同好会半期会費請求のメンバー
表は７月14日迄に連絡のこと。／７月プログラムは例
年通り、７月７日理事役員就任挨拶、７月14日委員長
就任挨拶、７月21日予算決算報告、７月28日新会員卓
話。該当者は当日の挨拶と月報用原稿を送付のこと。

出席報告
　会員数 73名　出　席 61名　欠　席 12名

例　会　記　録
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　⑥�　退会の件
　　�　山本春男会員から退会申し出があり、承認され
た。

　⑦�　転勤の件
　　�　三井ホームの高鍋会員が名古屋へ転勤により６
月末をもって退会の申し出があった。

　　　後任については、まだ未定とのこと。
理事報告
　　・佐々木／�あと２回の例会をしっかりと対応した

い。
　　・折　本／�ラストスパートのところ、コロナ禍で

目標を達していない、寂しい終わり方
になった。

　　・寺　本／�スマイルが起動に乗りかかったが、コ
ロナで目標達成できず残念であった。

　　・田　中／�広大贈呈には中国新聞、経済レポート
の取材を受けた。

　　　　　　　�マイロータリーには33名の登録が終
わっている。

　　・小　野／�最終夜間例会　歓送迎会も兼ねて最後
を飾りたい。

　　・�コロナ関連の出席免除についても、細則11条　
出席義務の免除の規定で対応できる。申請が条
件。

直前会長講評　岡本俊直前会長
閉会挨拶　佐藤副会長

2019-2020年度　第12回理事・役員会　議事録

日　時：2020年６月２日　13時30分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ
出席者：山下（幸）、佐藤（二）、岡本（俊）、小野、
　　　　田中（朋）、折本、寺本、室﨑、白築、
　　　　佐々木（宏）、岩田、岡本（倫）、漆原

開会挨拶　山下会長
議題
　①　地区からの報告
　　�　地区大会を2021年５月15日、16日に延期して開
催することの報告があった。

　　�　また、コロナウイルス特別支援として、広島県
で４万、山口県で４万のマスクの寄贈をした。

　②　他クラブの６月例会の開催状況について
　　�　６月のメークアップについて、６月は出席扱い
にしているところが多い。

　　�　当クラブでも６月を出席扱いとすることで承認
可決された。

　③　事業報告書の提出について
　　�　昨日の時点で各理事に報告書が集まっているか
を確認し、来週の月曜日までに岩田幹事まで提出
のこと。

　④�　田中和之会員から入院の為、出席免除申請があ
り承認された。

　⑤�　５月度会計報告
　　�　５／26防護服の広島大学病院への寄付を行っ
た。

６月２日
稲田　健二会員　新規事業として次亜塩素酸水の噴霧器及び液剤の販売を始めました。本日ご案内をボックス配布させ
て頂きました。
宮﨑　真会員　５月２日より１週間ケーブルＴＶちゅピCOMの「プラスワン」に出演させて頂きました。
佐藤　克則会員　私は６月１日で古希を迎えました。昭和60年に創業した社会保険労務士事務所の代表も、５月一杯で
退任して、顧問という立場に変わりました。これからは、勤務期間も含め46年間経験を積み重ねてきた社会保険労務士
の仕事のうち、経営者の困ったこと、教えてほしい事などの相談にのる事、加えて企業のマッチングを手助けすること、
そんなことをやりたいと思っております。ロータリー活動は、別会社として設立しておりますサトーアソシエイツの代
表として、これからも続けて参ります。皆様には、今後も今まで同様にお付き合い下さるよう、よろしくお願い申し上
げます。

６月９日
熊本卓司会員　５月に広島県呉市飲食組合さまへの「のぼり旗テイクアウト」無償提供させて頂きました。昨日６／８
バスケットＢＪリーグ広島ドラゴンフライズ朝山キャプテンに来社して頂き動画撮影終了。また、今月テレビ新広島さ
ま「満点ママ」、来月は２回目ディアボスと最近メディアに出すぎてお断りしましたが、各局の方より今広島で一番元
気がある会社と言われました。が、「現金はありません」これからも目立たずがんばります。スマイル大賞目的でなく
社会奉仕が目的です。

スマイルボックス

ロータリー親睦活動月間10 2020年 6月



パートナー誕生日

創　業　月

――――――３月――――――
小野　誠夫人　照子様　４日
寺本真司夫人　美奈様　５日
児玉栄威夫人　幸子様　９日
田中朋博夫人　公仁江様　14日
沖井　翔夫人　瑞穂様　16日
稲田健二夫人　千里様　21日
井上俊博夫人　文恵様　22日
――――――４月――――――
杉本清英夫人　明子様　３日
山下哲夫夫人　千春様　３日
佐々木信幸夫人　香代子様　８日

入　会　月

―――３月―――
田中　茂樹　Ｈ２年
三好　清隆　Ｈ３年
寺本　真司　Ｈ19年
杉本　清英　Ｈ20年
折本　　緑　Ｈ22年
上田　直治　Ｈ26年
田中　和之　Ｈ27年
小野　　誠　Ｈ28年
沖井　　翔　Ｈ30年
佐藤暖以子　Ｈ30年
―――４月―――
吉田　栄壮　Ｈ１年
佐古　雄司　Ｈ23年

会員記念日

―――３月―――
奥田　　實　１日
室﨑　雅宣　17日
佐古　雄司　18日
岩田　智博　18日
―――４月―――
山本　　豊　１日
熊本　卓司　10日
石井　和彦　11日
鍵岡　　馨　16日
萬歳　幸治　25日
梶本　尚揮　26日
桒田　博正　29日
―――５月―――
児玉　栄威　３日
新藤幸次郎　６日
小川　光博　12日
栗原　佑哉　15日
―――６月―――
佐藤　克則　１日
平石　雅史　３日
谷口　公啓　12日
河原　英二　15日
宮﨑　　真　17日
折本　　緑　23日

会員誕生日 結婚記念日

―――３月―――
水谷　耕平　６日
寺本　真司　14日
稲田　健二　21日
―――４月―――
山下　幸彦　14日
林本　正継　21日
徳納　武使　25日
萬歳　幸治　27日
―――５月―――
宮﨑　　真　１日
田中　茂樹　３日
吉田　栄壮　４日
時岡　俊介　５日

高鍋　　徹　Ｈ30年
―――５月―――
村尾　博司　Ｈ３年
谷口　公啓　Ｈ11年
岡本　倫明　Ｈ28年
稲田　健二　Ｈ30年
栗原　佑哉　Ｈ30年
―――６月―――
宮本　　昇　Ｈ11年
岩田　洋子　Ｒ１年
森　　豊彦　Ｒ１年
時岡　俊介　Ｒ１年
鍵岡　　馨　Ｒ１年

白築　忠治　11日
佐々木　宏　15日
杉本　清英　16日
奥田　　實　16日
桒田　博正　26日
―――６月―――
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
尾﨑　順也　19日
遠崎　秀一　20日

熊本卓司夫人　弥生様　８日
岡本俊雄夫人　美智子様　15日
遠崎秀一夫人　真紀子様　20日
鍵岡　馨夫人　容子様　21日
三好清隆夫人　淳子様　22日
佐藤二郎夫人　美知子様　25日
根石英行夫人　みさ様　25日
先小山英夫夫人　和子様　27日
三宅陽一郎夫人　久美様　29日
――――――５月――――――
山國　豊夫人　麻記様　17日
小川光博夫人　秀子様　17日

岡本倫明夫人　和子様　24日
谷口公啓夫人　季代子様　27日
萬歳幸治夫人　洋子様　28日
折本　緑夫　大野公嗣様　29日
高鍋　徹夫人　愛里様　30日
――――――６月――――――
深谷泰之夫人　和佳乃様　４日
長野　宏夫人　夏子様　10日
藤田　進夫人　貴代美様　17日
尾﨑順也夫人　隆子様　19日
田中和之夫人　恵子様　27日
新藤幸次郎夫人　有香様　27日

水谷耕平　水谷・木村法律事務所� Ｈ20年
沖井　翔　㈱恵実� Ｈ26年
白築忠治　㈱白築鑑定事務所� Ｓ47年
田中茂樹　田中食品㈱� Ｍ34年
山本　豊　㈱山豊� Ｓ37年
吉田栄壮　㈱光HOTEL&OFFICE� Ｓ21年
山下幸彦　広島畳材㈱� Ｈ元年
山本春男　㈱ヤマユウ� Ｈ３年
大山修司　あすみあ土地家屋調査士事務所� Ｈ16年
―――――――５月―――――――
藤田　進　合同会社Juho� Ｈ16年

宮本　昇　光和海運㈱� Ｓ35年
小川光博　小川電気通信㈱� Ｓ22年
佐藤暖以子　三光電業㈱� Ｓ32年
―――――――６月―――――――
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
宮﨑　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　㈱ぺルラ構造� Ｈ28年

―――――――３月―――――――
村尾博司　㈱興洋� Ｓ49年
三宅陽一郎　府中紙工㈱� Ｓ35年
根石英行　弁護士法人 広島メープル法律事務所�Ｈ13年
長野　宏　㈲ナガノ防災サービス�Ｈ16年
佐藤克則　社会保険労務士法人 サトー� Ｓ60年
尾立静泰　美徳産業株式会社� Ｈ26年
―――――――４月―――――――
萬歳幸治　㈱萬歳経営� Ｓ44年
稲田健二　西部熱機㈱� Ｓ48年
河原英二　㈱河原商会� Ｓ44年
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編　集 	 会報資料委員会

2019年７月14日発行  

会報資料委員会として１年間月報の編集作業に関わり、何とか最終号までたどり着きました。支え
て頂いた田中理事、藤田副委員長、曽里会員、そして近松さんに、この場をお借りして御礼申し上
げます。また、毎号毎号記事の寄稿にご協力頂いたすべての会員の皆様へ感謝申し上げます。１年
間ありがとうございました。� （宮﨑　　真）



中国新聞６月４日付

経済レポート６月９日号

医療機関への支援活動が紹介されました


