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台北新東RCより

山下会長追悼文
辦事處：台北市中山北路 1 段 53 巷 20 號 7 樓之 1
電

話：2523-3039、2523-3199

傳 真：2523-3215
E‐Mail：neweast.n3520@msa.hinet.net

日本國 廣島西南扶輪社
敬致

佐藤會長 殿

中華民國 臺北新東扶輪社
社長

湯正男 謹啟

佐藤會長 殿雅鑒：
遽聞
貴社 山下直前社長在參與服務過程中，遐然鶴歸，坐化仙去，令人遙念莫名！
懷想貴社 山下直前社長在近年中，每當本社赴 貴社參訪，均親自全程接待；
從其一舉手一投足間，充分展現扶輪領導人的優雅風範，真情至性，直令人
擊節歎賞！
為紀念貴社 山下直前社長的真摯友誼，本社所有參加 2020 年 7 月 31 日例會
的社友，特地肅立默哀，以表至諴！
聿此，謹代表本社全體社友致上崇高的敬意，敬請轉達給貴社社友暨 山下直
前社長的家人，綦願節哀珍重！
祝禱 山下直前社長 圓滿吉祥！
祝福 貴我兩社友誼 山高水長！
臺北新東扶輪社社長

湯正男 合十

佐藤会長 殿
山下直前会長のご逝去のお知らせを承り、驚きと悲しみを深く尽くしております。
ご生前は格別のご厚情を賜り、ここ数年台北新東ロータリークラブが西南ロータリークラブを訪問させて頂く
際は、いつも全行程を山下直前会長自らご案内いただき、その指導者としての優雅な風格、その誠実さに触れ感
銘を受けておりました。
山下直前会長との真摯な友情の下、2020年７月31日の例会に参加しましたメンバー一同謹んで哀悼の意を表し
ます。
ご遺族の方々へ、当クラブ一同謹んでお悔やみ申し上げます。
これからも両社の友好が末永く続きますように。



台北新東ロータリークラブ会長
湯 正男
※注 本
 文下から３行目の「祝 山下直前社長 円満吉祥」は、長生きをお祝いする
意味で、日本にない文化が失礼に当たる恐れがあるため、訳しておりません。

（翻訳：深谷泰之会員）
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えられるとして努力の大切さを指摘されています。読
みやすい示唆にとんだ記事です。この機会にロータ
リーの友を読む習慣を身につけて頂ければ幸いです。
是非お手に取って読んでみて下さい。

第1587回例会 ８月４日 
先週の山下幸彦直前会長の追悼例会が皆様のご協力
で無事終えることができましたことお礼申し上げま
す。
さて、広島市では連日新型コロナウイルスの感染者
が出ておりますが、とうとう在広クラブのなかで新型
コロナウイルスの感染者が出ました。この情報を踏ま
え急遽本日の例会をプログラムなしの短縮した形での
開催とさせて頂きました。最近の感染者数の推移をみ
ますと今後さらに増加することは避けられず、GO
TOキャンペーン、お盆の時期の移動を考えますとお
盆明けの状況は相当厳しいことになると予想されま
す。今後のクラブ例会・運営の仕方について本日の理
事会で協議し結果をメールにて皆様に連絡致します。
今月は「会員増強・新クラブ編成推進月間」です。
皆さんご承知の通り我がクラブでは会員80名を目指し
てここ数年精力的な活動を行い、今年度は71名の会員
でスタートすることができました。今年度会長目標は
「純増２名80人体制を目指す」です。80名に一歩でも
近づけることができるよう、会員増強委員会を中心に
会員一同一致協力して頑張って行きましょう。
最近のSNSの発達は目まぐるしく、新型コロナウイ
ルスの影響によるリモートワークの広がり等高齢者に
は不 得 手 な 時 代 に な っ て き ま し た。 又 ダ イ バ ー シ
ティー、女性活躍社会の到来と時代の変化はますます
加速しており、時代の変化は待ってくれません。ロー
タリーも日々変革していく必要があります。国際ロー
タリーはロータリアンになる人は年齢・職業・性別・
国籍等の制限はなく、ロータリーの目的に合致する人
であれば歓迎するとの方針です。
最近入会頂いた若い皆さんが核となって、若手・女
性の増員に注力して頂きたいと思います。
ところでロータリアンの三大義務として、①例会へ
の出席 ②広報誌の購読 ③会費の納入があります。こ
の中の広報誌の購読が毎月皆さんのお手元に届く
「ロータリーの友」を読むことです。私を含めて多く
の人が積読になっているのではないでしょうか、積読
では購読したことにはなりません。ロータリーの友に
はロータリーに関する情報が満載で毎月読めばロータ
リーの知識は充分身につきます。
ロータリーの友の記事は面白くない読む気にならな
いと言われる方もおられるかもしれませんが、例えば
７月号に元ジャパネットタカタの高田明社長の講演録
が掲載されています。日々目標を作って一生懸命やっ
ていれば明日は変わる。明日変われば１年後も変わ
る。明日も変えずに10年後は変えられない。過去と他
人は変えられないが未来と自分は自分が頑張ったら変

第1588回例会 ８月18日 
お盆休みは皆様ご家族とゆっくり骨休めをされたの
ではないでしょうか、今週からまた厳しい暑さの中で
の仕事が始まります。熱中症とコロナウイルスに注意
しながら危険な暑さと言われる残暑の季節を乗り切り
ましょう。
８月４日理事会の決定事項は文書にてお知らせして
いますが、徹底をかねて補足説明をさせて頂きます。
①９ 月14日のガバナー公式訪問については廿日市RC
が新型コロナウィルスの状況を踏まえ中止の判断を
されましたので、合同で開催を考えていたことから
中止としました。その代わりとして９月15日（火）
に脇ガバナーのビデオメッセージを視聴頂くことと
しました。
②なお９月１日の白井ガバナー補佐を迎えてのクラブ
協議会は予定通り開催し、その内容を脇ガバナーに
ご報告頂きます。
③９月９日の創立記念例会は公的機関からのお酒の入
る大人数の会食は避けるようにとの要請を踏まえ、
夜間例会を取り止め昼の開催と致します。
④今後の例会は通常通り行いますが、会員から感染者
が出た場合、又公的機関から会合の自粛要請があっ
た場合は休会とします。
⑤夜の会合は原則行いません。又感染拡大中の大都市
に出向いた場合、或いは同地域からの来広者と会合
を持った方は次の例会は欠席して頂くこととしま
す。
⑥本日以降の例会は当面全員出席扱いとし例会への出
席は会員各位のご判断におまかせしますが、例会へ
の出席はロータリアンの義務でありできるだけ出席
頂きたく宜しくお願いします。
⑦９月４日の野球観戦家族会はクラブ行事としては中
止とします。
⑧子供食堂の「よこがわ楽だ食堂」への地区補助金を
使用した支援事業は８月29日に贈呈式を少人数で行
うことにしました。皆様にお声かけできませんがご
了承下さい。
以上が理事会の主要報告事項です。
又、熊本西南RCから寄贈したお見舞いへのお礼の
手紙が届いています。
台北新東RCから山下直前会長のご逝去に対する追
悼メッセージを頂いております。
新型コロナウイルスの感染が今後どのようになるか
全く分かりませんが、状況次第で今後のクラブ運営・
日程を急遽変更することがあると思います。ご理解の
程宜しくお願い致します。
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第1589回例会 ８月25日 
来週９月１日はガバナー補佐をお迎えしてクラブ協
議会を開催します。地区幹部との貴重な協議の場とな
りますので、皆さんの積極的な参加をお願いします。
特に入会３年未満の方は必ず出席頂きたく宜しくお願
いします。
さて新聞・テレビの報道でご存知の通り、４〜６月
のGDPの落ち込みは年率で30％近くとなり記録的な
景気後退になっています。新型コロナウイルス問題の
長期化が懸念され、景気のV字回復は難しい状況にあ
り、失われた10年、20年と言われた平成の時代が良い
時代であったと思える現状にありますが、はたして平
成の時代がどんな時代であったか、統計数値を基に平
成の30年を振り返ってみたいと思います。
GDPは平成元年415兆円が平成30年534兆円と30％
弱増加しましたが、その間米国は約５倍、中国は30倍
以上に増加しており、この結果一人当たり名目GDP
は９位から26位に、ちなみに韓国は42位から31位とな
り、最新の数値ではシンガポールの64,578ドルに対し、
日本は39,303ドルとシンガポールの60％に止まってい
ます。先進国から脱落しつつあった時代と言えます。
国家予算は66.3兆円が97.7兆円と50％弱も増加した
にもかかわらず税収は54.9兆円が僅か59.1兆円と８％
弱の増加に止まりました。リーマンショック前後の10
年間は税収が40兆円台にとどまった事、景気対策、社
会保障費の増加等で国の借金は191兆円が1,087兆円と
約5.7倍にも膨らみました。
叉人口は平成20年の128,084千人をピークに人口減
少の時代に入り平成30年には126,443千人まで減少し、
（R２.１.１現在124,271千人）減少スピードが加速して
います。一方私を含めた65歳以上の高齢者は平成元年
14,309千人が35,578千人まで増加し人口に占める割合
も28.1％と３割突破が目前に迫っています。
消費税が３％、５％、８％そして10％に増税されま
したが税収は殆ど増えず、アベノミクスの効果も限定

的であったようです。この間バブル崩壊、リーマン
ショック等の対策として様々な景気対策を赤字国債の
発行で対処した訳ですが、結局は借金で乗り切っただ
けで失われた20年どころではなく、経済的にみると平
成は失われた時代であった言えます。この間我々国民
は不景気、不景気とは言いながらも、国の借金でま
ずまずの生活を送ってきたように思います。企業の
内部留保も約150兆円が2018年には460兆円を超えて
います。国の危機が迫っているのに気が付かないゆで
ガエル状態でこの30年間を過ごしてきたと言えそう
です。
令和の時代がどの様な時代になるのか国家破産の道
に向かって突き進むのか、それとも財政が均衡し明る
い未来に向かうことが出来るのか、国民一人一人の自
覚と行動が試される時代と言えます。新型コロナウイ
ルスという未曽有の災害が日本のみならず全世界に広
がり、厳しい令和のスタートとなっていますが、我々
ロータリアンは地域のリーダーとして社会を引っ張っ
て行く必要があると考えます。

掲

示

板

９月行事予定
❖９月１日（火）13：40 ～
第２回クラブ協議会（白井AGをお迎えして）

ANAホテル３F
❖９月４日（金） 夜のカープ観戦家族会は中止
※９月も８月同様に全員出席扱い
10月行事予定
❖10月13日（火）16：30 ～
ロータリー情報委員会GM Gインテリジェントホテル２Ｆ
❖10月27日（火）18：00 ～
職業奉仕委員会GM Gインテリジェントホテル２Ｆ

中国新聞９月９日付に掲載されました
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例

会

記

録

第1587回例会
12：30～13：30

物が生き生きと動き回っている様な不思議な感覚でした。
今まで朗読を聞いてこの様な感じになった事はありません
でしたので、練達の技の素晴らしさに感銘を受けました。
８月４日

ANAクラウンプラザホテル

国歌斉唱 われらの生業
お誕生記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
ロ
 ータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。／例
会変更。／例会終了後、理事役員会開催。／次週は
休会。次回例会は８月18日。
スマイルボックス
折本緑会員
出席報告
会員数 70名 出 席 45名 欠 席 25名

第1588回例会
12：30～13：30

８月18日
ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
９
 月14日（月）サンプラザで開催予定の合同公式訪
問は中止、９月15日（火）昼ANAホテルで通常例
会開催（プログラムはガバナーメッセージ放映）
。
／９月１日のガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会
は開催予定。／９月９日（水）昼開催の創立記念例
会案内郵送の案内。／熊本西南RCからの義援金等
礼状・台北新東RCからの山下直前会長哀悼文の受
付掲示の案内。／８月会費で同好会半期会費を請求
済。同好会会計は通帳を持参のこと。／例会変更。
出席報告
会員数 70名 出 席 40名 欠 席 30名
来 賓 1名
プログラム
外部講師卓話
「朗読劇」 いちえプロジェクト代表 竹元恵美子 氏
本日の卓話は、いちえプロジェクト代表の竹元恵美子様
です。竹元様は1997年より広島市文化財団の演劇ワーク
ショップへ参加され、2000年より音声学の磯貝靖洋氏に師
事され中国地方で講師を務められています。2010年より演
劇を中心とした、人と人のかけがえのない出逢いを大切に

演題「語り手 竹元恵美子 朗読」
朗読作品
◯第５回アンデルセンメルヘン大賞 優秀賞作品
「さよう島」 作：小田原菊夫
◯
「夢十夜」

作：夏目漱石 より

「第三夜」

プロフィール
いちえプロジェクト代表。
語り手。演者。声とことばの磯貝メソッド正講師。
語り手として、日本の古典、世界の古典から現代ま
での物語やエッセー、詩などの公演、ボランティア活
動を行う。
また役者として、広島、東京、鳥取、岡山などで、
プロの演出家のもと、数多くの舞台に立つ。
1963年、被爆２世として広島に生まれる。
1997年より、
（財）広島市未来都市創造財団の演劇
ワークショップに参加し、演劇の勉強を始める。
2000年より、声とことばの磯貝メソッド（音声学）
を磯貝靖洋氏に師事し、正講師の資格を取得し、広島
を始め、様々な地域で講師としての活動を行う。
2010年より、演劇を中心としながらも、人と人との
かけがえのない出会いを大事にした「いちえプロジェ
クト」を立ち上げ、演劇、語り、朗読、歌の公演やボ
ランティア活動を始める。2010年、2014年に、国宝不
動院、
縮景園お茶室にて「ぼっけえ、
きょうてえ」
（作：
岩井志麻子 演出：髙瀬久男）の一人芝居、一人語り
を行う。また2017年にはギャラリーＧにて「第１回竹
元恵美子語りの会」を行い、一人で「藪の中」
（作：
芥川龍之介）を語る。
2017年より、定期的に広島アンデルセン主催の「ア
ンデルセンおはなし会」で朗読を行う。アンデルセン
メルヘン大賞受賞作品、ハンス・クリスチャン・アン
デルセン作の作品、明治の文豪の作品などを朗読し、
毎回、好評価を得ている。
主な出演作品
「ボーダー」
＜演出：赤堀雅秋 演劇引力廣島＞
「R.P.G」
＜演出：古城十忍 ワンツーワークス、DOCS主催＞
「水曜日の食卓」＜演出：マキノノゾミ 演劇引力廣島＞
「父と暮せば」 ＜演出：谷口浩成 演劇ユニット「体温」＞
「ただようように」＜演出：水沼健 岡山アートファーム＞
「法王庁の避妊法」＜演出：髙瀬久男 広島市文化財団＞

したいちえプロジェクトを主宰されています。
本日の朗読劇は、小田原菊夫

作「さよう島」
、夏目漱

石 作「夢十夜」より「第三夜」の２本でした。どちらも
素晴らしい朗読で、特に後段の「夢十夜」は、竹元様の鬼
気迫る語り口でぐいぐいと物語の世界へ引き込まれまし
た。まるで竹元様の周りに小宇宙があり、その中で登場人

第1589回例会
12：30～13：30

８月25日
ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間
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幹事報告
ク
 ラブ月報配布の案内。／９月９日（水）昼の創立
例会と来週のクラブ協議会の出欠回答を今週中に事
務局迄連絡のこと。／８月18日（火）ロータリー情
報GM資料を準備。参加者は受付で受け取りのこ
と。／例会変更。／例会終了後、４Ｆ会議室で理事
役員会、例会場前で編集会議開催。
出席報告
会員数 70名 出 席 45名 欠 席 25名
プログラム
会員卓話
「回顧」 創立会員・第２代会長 山本 豊会員

ご存じ当クラブ最高齢の山本豊会員の「回顧」は、
予想外にそのテーマは“健康の秘訣”であった。大正
15年４月１日生まれ御年94歳のお話はやはり説得力が
あった。
健康の秘訣は２つ。①水と②石であるとのこと。水
と石は漬物をおいしく作るために必須のものである。
長い人生の中で、水と石に接しながら（対話しながら）
健康を維持されてきたことに対して、誇りをもって語
られている姿に感銘を受けた。良い水でできた新鮮な
野菜を食すこと、先祖を大事にすること、石は息をし
ていること、などなど興味のつきないテーマであった
が、盛況のうちに幕を閉じた。
（岡本倫明 記）

８月18日例会

８月25日例会
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会員増強・新クラブ結成推進月間

よこがわ楽だ食堂に調理機器贈呈
広島西南ロータリークラブは８月29日、
「よこがわ楽だ食堂」に折り畳み式テーブル、２升炊き炊飯器、電子レ
ンジを寄贈しました。
「よこがわ楽だ食堂」は月に２回、地域の子どもやボランティアの方達が一緒に宿題やゲー
ムをして交流しています。
フードバンクや寄付食材を利用し食品ロスの削減にも取り組んでいるため、食事も子ど
も100円、大人300円と安価で提供出来ています。今年は新型コロナウイルスの影響で子ども食堂がいつものよう
には開催できず、現在は持帰り弁当で対応している状態です。
寄贈品の贈呈式が終了後、さっそく電子レンジを使用して頂き大変喜んでもらえました。
ボランティアの方達が色々と工夫して調理しているので、寄贈品によって少しでも時間短縮・負担軽減にな
り子供たちとの交流時間が増えて笑顔が増えればと思います。

青少年奉仕委員会

委員長

佐藤

暖以子

中国新聞８月30日付

経済レポート９月８日付

1246号
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熊本西南ロータリークラブへの義援金について


西南の集い親善委員会

児玉

栄威

令和２年７月４日に熊本南部を中心に発生
した豪雨災害のお見舞いとして広島西南RC
から、熊本西南RCに対して10万円の義援金
と消毒液などの支援物資をお送りしました。
平成30年の豪雨災害の際には熊本西南RCの

KUMAMOTO SEINAN ROTARY CLUB
District 2720

Office

ANA CROWNE PLAZA HOTEL KUMAMOTO NEW SKY

2 Higashiamidaiji-Machi Chuo-Ku
Kumamoto-City 860-0034 Japan
Tel 096-354-4533
Fax 096-355-4533

幹事が当クラブの例会に出席され、義援金を
贈呈してくれましたので、今回はその友情に
対するお返しができまして大変ありがたく

Meeting

ANA CROWNE PLAZA HOTEL KUMAMOTO NEW SKY

2 Higashiamidaiji-Machi Chuo-Ku
Kumamoto-City 860-8575 Japan
Tel 096-354-2111

令和２年８月７日

思っております。７月14日、21日の例会時に
募らせていただきましたところ、すぐに目標
額を達成できました。皆様の温かいご支援に
対しまして、心よりお礼申し上げます。

広島西南ロータリークラブ
会長 佐藤 二郎 様
会員御一同
様
熊本西南ロータリークラブ
会 長 石田 誠人

【佐 藤会長より熊本西南RCへ宛てたメッ
セージ】
この度の球磨川水系を中心に発生致しまし
た未曽有の豪雨災害で被災された皆様に心か
らのお見舞いを申し上げます。
テレビ、新聞だけの情報ではありますが、
あまりの被害の大きさに驚いております。
今年の梅雨は例年になく長く、今後も暫く
は梅雨前線停滞の予報も出ており、復旧作業
も危険と隣り合わせとなります。くれぐれも
お怪我のないようにご注意下さい。
弊方にて出来ることがあれば何なりとお申
し付け下さい。
皆様が一日も早く日常生活を取り戻される
ことを心よりお祈り致しております。

拝啓

盛暑の候

貴クラブ会員の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたびの「令和２年７月豪雨災害」に対しまして心温まるお見舞い、更には多額
の義援金をいただき誠にありがとうございました。西南の集いの絆の強さに会員一同感激
致しました。
今回の豪雨は熊本県南地域に大きな被害が出ました。現在も千人以上の方が避難生活を
送られております。いただきました義援金は被害を受けられました方々の支援として活用さ
せて頂きたいと思っております。
末筆ながら貴クラブのご発展と会員の皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

敬 具

８月の会員記念日
会員誕生日
藤田
進
佐々木信幸
尾㟢 順也
宮本
昇
田中 茂樹
長野
宏
森
豊彦
村尾 博司
沖井
翔
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８日
９日
11日
14日
14日
17日
17日
18日
21日

2020 年 8 月

入
遠崎
藤田
影久

会
秀一
進
知也

月

創

パートナー誕生日

H18年 伊藤英彦 夫人
H30年 吉田栄壮 夫人
H30年 岡田真規 夫人
田中茂樹 夫人
結婚記念日
平原一彦 夫人
鍵岡
馨 １日 佐古雄司 夫人
宮㟢 真 夫人
奥田 實 夫人

亜紀 様
まゆみ 様
真弓 様
岳子 様
緑 様
真弓 様
敬子 様
紘子 様

７日
９日
11日
13日
15日
16日
21日
29日

岩田 智博
三好 清隆
森
豊彦
折本
緑
尾㟢 順也
佐古 雄司

業

月

㈱中国道路施設
Ｈ11年
㈱ミヨシ
Ｓ25年
日本建設㈱広島支店 Ｓ30年
ゆめみらい㈱
Ｓ49年
㈲ジェイ・アセット・マネジメント Ｈ15年
キョーリツコーポレーション㈱ Ｓ25年

会員増強・新クラブ結成推進月間

2020 - 2021 年度
日

時：2020年８月４日

場

所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ

第２回理事・役員会

13時45分〜

議事録

アップ期間について
例会については、各理事からの意見を踏まえ、ク

出席者：佐藤（二）、佐古、根石、桒田、上田、梶本、

ラブ内感染者、公的機関からの要請などの場合に

児玉、宮本、山國、水谷、橋本

は中止。

欠席者：宮﨑

会長から意見。夜の会合は中止。８月18日のR情
報委員会ＧＭも懇親会は中止としたい。大都市部

佐藤会長挨拶

へ出張された方は次回例会には来ないようにす

コロナが身近に迫っている。行事開催、運営への対

る。また、大都市部から来た方と接触した場合も

応を検討していきたい。

同様とする。

議事

９月４日の野球観戦家族会はクラブ行事としては

⑴公式訪問・クラブ協議会について

取りやめを決定。

ガ バナー補佐訪問はお盆明けに会長が判断をす
る。ガバナー公式訪問は中止することを決定。

次週例会からは全員出席扱いとすることを決定。
⑹各理事役員報告

⑵９月プログラムについて

各理事から報告。熊本西南ＲＣに10万円を寄贈。

９月14日のガバナー卓話の代わりにガバナービデ
オを放映する。その他は資料のとおり。

８月18日R情報委員会ＧＭは勉強会のみとする。
⑺その他

⑶創立記念例会について

８月18日開催のロータリー情報委員会ＧＭはメー

夜間開催はしないことを全員一致で決定。昼に開

クアップ対象とする。

催決定。場所の都合を確認。
⑷地区補助金特別プロジェクト進捗状況について
８月29日に贈呈式開催予定であるが、広島市から
の要請等により中止の可能性あり。
贈呈式ができない場合でも寄付は先行する。その
場合贈呈式は年度内に実施する方向。見積段階よ

次回開催日
第３回理事役員会
閉会挨拶

2020年８月25日（火）13：45

根石副会長

35周年記念事業についても理事会で報告していく予
定。

りも約8000円増額したので、増額分支出につき承
認。
⑸８ 月以降の例会来客・卓話ゲスト対応とメーク

DONAT ION
8 月

年度累計

スマイル

16,000 円

129,000 円

100 万ドル

89,453 円

210,362 円

善意の箱

7,185 円

23,771 円

編集後記

スマイルボックス
８月４日
折本 緑会員 テーブル上に「シターで奏でる美し
き日本の四季」のチラシを置かせていただきました。
被爆75年目の夏と題して行われるシターの演奏と朗
読をお届けします。８／ 18外部卓話でお招きする予
定の竹元さん出演です。実は高校の同級生でシター
の白井さんも古くからの友人です。コロナで遠出の
旅行など気がひけますが、ゆっくりとしたひととき
を楽しんではいかがでしょう？ 1,000円お得な前売り
券を折本が持っております。お声がけ下さい。

2020年１月より猛威を振るっている新型コロナウイルスは、９月を迎えても未だ終息が見通せません。
先日ZOOMを使用した、オンラインとリアルが融合したハイブリット例会を行いましたが、私たちロー
タリークラブも、新しい生活様式に従い、今までとは違うクラブ運営を行っていかざるを得ない状況
です。一刻も早く、対外的な奉仕活動や、会員・会員家族との親睦活動も再開できることを切に祈念
いたします。
（藤田 進）

2020年９月15日発行 
発

行

広島西南ロータリークラブ ［会長：佐藤 二郎
幹事：佐古 雄司］
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
1246号
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ロータリー情報GM
ロータリーの定義
「ロータリー」って何ですか？

 「ロータリーは人道的な奉仕を行い、
 あらゆる職業において高度の道徳的水準を守ることを奨励し、
 かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを目指した、
 事業及び専門職務に携わる指導者が世界的に結び合った団体であ

る」

ロータリー運動の実態を表す言葉
「入りて学び、出でて奉仕せよ」
親睦(FELLOWSHIP)
 世の中のあらゆる有用な職業から選ばれた裁量権を持った職業人

が、一週一回の例会に集い、例会の場で、職業上の発想の交換を
通じて、分かち合いの精神による事業の永続性を学び、友情を深
め、自己改善を図り、その結果として奉仕の心が育まれてきます。
その例会における一連の活動のことを「親睦」と呼ぶのです。例
会で高められた奉仕の心を持って、それぞれの家庭、職場、地域
社会に帰り、奉仕活動を実践します。これが理想とされるロータ
リーライフです。

８月18日（火）
四つのテスト
言行はこれに照らしてから
 １、真実かどうか
 ２、みんなに公平か
 ３、好意と友情を深めるか
 ４、みんなのためになるかどうか

奉仕 (ロータリーの奉仕)

クラブ活動の土台となる５つの奉仕部門を通じて、地域社会や海外での奉仕に力を注いでます。
 クラブ奉仕は、会員同士の関係をはぐくみ、積極的な会員増強計画を実行して、活気あるク

ラブづくりを行うことです。
 職業奉仕は、すべてのロータリアンが倫理と高潔さをもって仕事にあたり、

職業の知識やスキルを社会のニーズ解決のために進んで役立てることです。
 社会奉仕は、すべてのロータリアンが、地域の人々の暮らしを豊かにし、

より良い社会づくりに貢献することです。
 国際奉仕は、国際的なプロジェクトでボランティアをしたり、

海外のパートナーとの共同活動を通じて、平和と相互理解を推進することです。
 青少年奉仕は、ローターアクト、インターアクト、ロータリー青年指導者育成プログラム

(RYLA)、ロータリー青年交換などを通じて、青少年や若い世代の社会人がリーダーシップ能
力を伸ばせるよう支援することです。

