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東日本大震災被災地支援（2011年７月実施）
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で、当日予定していた会長時間の原稿に代えて会長時
間の中で披露させて頂きました。
　尚、当初予定の原稿を次の通り掲載させて頂きます。

　明後日３月11日は東日本大震災から10年目に当たり
ます。新聞・テレビで震災関連のニュース・話題が数
多く報道され、当時の映像を見て改めて未曽有の大災
害であったと再認識するとともに、命を落とされた
方々のご冥福と、いまだ終息の見えない原発事故で被
災された皆様のご苦労に思いを新たにしています。東
日本大震災以降、熊本地震や各地を襲った豪雨災害な
ど自然災害が頻発しています。コロナで忘れがちに
なっていますが日頃から防災を意識して生活すること
が必要と思います。
　さて先日の土曜日に、散歩がてら広域公園の梅の園
に行ってきました。紅梅・白梅とも沢山の花をつけ、
特に階段そばの紅梅は見事に咲き誇っていました。管
理を担当して頂いているメモリアル委員会の皆様に敬
意を表します。
　梅の原産地は中国で弥生時代に朝鮮半島を経由して
入ってきた説と、遣隋使・遣唐使が日本に持ち帰った
という説があります。梅には500以上の品種がありま
すが、観賞用の花梅と食用の果肉を利用する実梅の２
つに大きく分けられます。食用にする梅には青梅を使
用しますが、青梅には青酸などの毒素を含むことから、
塩漬けやアルコール漬けにします。私は梅干しが好き
で、普通は塩漬けにしたあと防腐剤の紫蘇を入れ、赤
色になったものを天日干しし再度紫蘇漬けにします
が、私は塩漬けにして水が上がり黄色になった紫蘇を
入れる前のものが好きで、毎年６月には沢山の梅を漬
け毎日５、６個は食べます。家内からは塩分の取り
過ぎで血圧によくないと叱られますが、止められま
せん。
　近年、食事の西洋化とともに酸性食品のパン、肉等
を口にすることが多く、インスタント食品の利用も増
えています。一方アルカリ性食品は沢山食べることが
難しい野菜や海藻に多く含まれています。人間が健康
を保つためには血液や細胞液など体液が弱アルカリ性
に保たれている必要があります。体液が酸性化すると
血が濁り、内臓機能の低下、慢性疾患の原因にもなり
ます。体のためにはアルカリ性食品を摂取して酸性を
中和する必要があります。梅干しは酸っぱいので酸性
食品と思われがちですが、れっきとしたアルカリ性食
品です。酸性の牛肉100gを中和するには、キュウリ
では900gも必要となりますが、梅干しは５gで中和で
きるそうです。
　私のように塩分の取り過ぎはいけませんが、毎日１
粒の梅干しは健康に良いとされています。梅干しは日
本人が生んだ健康食品です。梅酒とともに適度に楽し
むことが良いと思います。

第1607回例会　３月２日  
　早くも弥生３月となりました。弥生とは草木がいよ
いよ生い茂る月ということで春本番を迎えます。私事
ですが先日の日曜日に久しぶりに縮景園に行ってきま
した。梅が満開で白と赤の花が青空の下で綺麗に咲い
ていました。盆栽展を開催していたので木瓜のミニ盆
栽とシャクナゲの苗を買いました。今年は気分転換を
かねて花海棠とハナミズキも植えました。自粛ムード
ですが花が咲くのが楽しみです。
　明日３日はひな祭、上巳（じょうし）の節句とも言
われ、中国では上巳の日に川で身を清め、不浄を祓っ
た後に宴を催す習慣がありました。これが平安時代に
日本に伝わり、宮中の人形遊び「ひいなあそび」と結
びつき「流し雛」へと発展したと言われ、現在のよう
に段を組んだ豪華な飾りをするようになったのは江戸
時代に入ってからです。新型コロナも落ち着いていま
すので、明日は子供達にとって２年ぶりの楽しいひな
祭りになることを願います。
　さて、３月は「水と衛生」月間です。1992年12月の
国連総会において３月22日が「世界水の日」World 
water dayとして定められました。
　地球の水の97％は海水、２％は極地の氷・氷河で
す。人が使用できる量は１％にすぎず、その内の70％
は農業用水に、20％は工業用水に使用され、生活用水
に使えるのは僅か10％に過ぎません。日本ではどこで
も透明で清潔な水を毎日飲むことができますが、世界
では2015年時点でもおよそ21億人が必要な時に自宅で
きれいな水を飲むことができず、およそ45億人の人が
安全に管理されたトイレを利用することができませ
ん。開発途上国における疾病の80％は汚染水が原因と
言われています。
　ロータリーでは７つの重点分野の一つにこの「水と
衛生」を取り上げており、地域社会が水と衛生への持
続可能なアクセスを確保できるようにするための活動
と研修を支援しています。テーマが大き過ぎてどんな
支援ができるか躊躇するところがあると思いますが、
広島中央ロータリークラブでは地区補助金を活用し
て、水不足に悩むケニアのNPO法人が運営する児童
福祉施設に、雨水をためる10トンタンクを提供する活
動を進めています。
　西南でも「水と衛生」への取り組みについて、今後
の検討課題としていければと思います。

第1608回例会　３月９日  
　３月11日を前に石巻市長から、震災10年目の節目を
迎えるに当たり、支援頂いた団体の一つとして、広島
西南ロータリークラブ宛てにお礼状を頂きましたの
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世界で働く18歳～ 27歳の17.4％がコロナ禍で失業や休
職し、42％の人の収入が減少。30 ～ 34歳の失業率が
10％を超え、米国で親と同居する若者は５割を超え
1930年代の大恐慌以来の高水準になっています。
　今回のコロナ禍は世界共通の時代体験として「コロ
ナ世代」を生み、高齢者ほど重症化や致死のリスクが
高いコロナは、「ブーマー・リムーバー」つまり戦後
生まれのベビーブーマー世代を取り除くウイルスとの
造語もネットで流行しました。富は高齢者世代に偏り、
米国では46 ～ 64年生まれの資産60兆ドルは、81 ～ 96
年生まれの10倍と偏っています。2019年の調査では世
界の富豪上位2153人の資産は、下位46億人の総資産を
上回っており、この差はコロナにより更に大きくなっ
ています。ドイツ銀行のジム・リード氏は「若者の怒
りの矛先が誤って資本主義に向かい、経済をさらに傷
つけかねない」と警鐘を鳴らしています。今まさに資
本主義の真価が問われています。
　昨年８月の米国の調査では「社会主義に親しみがあ
る」と答えた人の割合は50歳以上の約30％に対し18
～ 34歳は52％、35 ～ 49歳では59％に及んでいます。
資本主義の本家、自由の国アメリカで大きな変革のう
ねりが起きています。日本でも日々の食事にも事欠き、
まともな教育を受けられない人々がいるなかで、贅沢
な生活を享受する人々がいるのも現実です。このまま
では一層の社会的亀裂と分断が進行し、社会的不安の
爆発が憂慮される事態にもなりかねません。
　いまこそロータリーの使命「職業人と地域社会の
リーダーのネットワークを通じて人びとに奉仕し、高
潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進する。」
を踏まえ、持続可能な社会の構築に取り組む必要があ
るのではないでしょうか。

第1609回例会　３月16日  
　先週木曜日、全国に先駆けて広島市で桜の開花宣言
がありました。桜の下で弁当を広げビールやお酒を楽
しむお花見は今年も難しそうですが、散歩がてら桜を
眺め、春を満喫しては如何でしょうか。
　日本にある桜は600種以上ありますが、元は山桜、
大島桜、江戸彼岸桜などの11種の「基本野生種」から
生まれているそうです。開花宣言はソメイヨシノの開
花を指します。ソメイヨシノは接木により増やすク
ローンのため全株が非常に均一で一気に咲き揃いま
す。ソメイヨシノが誕生したのは1700年代の江戸中期
と言われ、全国に普及したのは明治中期で日清・日露
の戦勝記念として植えられたのがきっかけです。
　桜の開花時期はほぼ温度によって決まりますが、冬
が暖かければ早く咲くものでもないそうです。桜の花
芽は前年の夏にできそのまま休眠しています。休眠を
打破するにはある程度の寒い時期が必要で、休眠が打
破されてスイッチが入れば、あとは暖かいほど早く咲
きます。今年のように冬の半ばまで寒く、冬の後半か
ら早春にかけて気温が高い年は早く咲くようです。
従って温暖化が進むと単純に早く咲くわけでなく、む
しろ花芽が動くスイッチが入るのが遅れるため、開花
が遅れることもあるようです。
　ちなみに2007年に八丈島では休眠打破スイッチがき
れいに入らなかったため、だらだらと開花が続き満開
が観測できなかったことがありました。
　今後温暖化がさらに進行すると、北から南へ、山か
ら低地へと開花の時期が逆転し、一斉に綺麗に咲く桜
らしい春の風情が楽しめなくなるかもしれません。
　桜の語原は、サ神（農耕神）のクラ（依り代、神霊
がよりつくもの）といわれ、冬の間山奥にいた農耕神
が春になって里山に降りてきたとき桜に宿って花が咲
くと考えられたようで、それを目安に山に入り桜の木
の下で酒や歌、踊りをささげたのが花見の由来といわ
れます、はるか古代より日本人は花見をしていたよう
で、桜を詠んだ大伴家持の歌があることから、1300年
前には桜を栽培して観賞することが行われていたと考
えられます。
　花見は日本人のDNAに織り込まれたレクリエー
ションと言えると思います。やはり春は桜です。

第1610回例会　３月23日  
　先週はシェカール・メータRI次年度会長のVTR、
杉川ガバナーエレクトの地区運営方針を聞かれ、奉仕
への強い思いを共有されたのではないでしょうか、
　新型コロナウイルスはこれまで積み上がってきた諸
問題を顕在化させ、社会に大きな混乱を引き起こしつ
つあります。コロナウイルス感染拡大にもかかわらず
昨年後半から世界的な株高が続いています。富める者
はますます裕福になり、その一方で生活に困窮する
人々が世界的に増加しています。いわゆる格差社会の
拡大です。
　昨年８月の国際通貨基金（IMF）の報告によると、

DONATION
３  月 年度累計

ス マ イ ル 28,000 円 396,000 円
100万ドル 97,317 円 713,658 円
善 意 の 箱 4,383 円 68,721 円

掲　示　板

４月行事予定
❖４月６日（火）
　13：45 ～　第10回理事役員会
❖４月20日（火）
　13：45 ～　次年度第１回クラブ協議会
❖４月27日（火）
　13：45 ～　次年度理事役員会
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東日本大震災被災地支援事業報告

東日本大震災から今月で10 年が経過しました

創立25周年記念事業実行委員会　副委員長　杉川　聡
　３月11日、高速道路を通行中にラジオから津波警報
が流れてきました。東北地方で大きな地震が発生。津
波に注意。第一波は津波の高さ50センチという内容で
ありました。50センチか、そんなに大きく無いなと勝
手に解釈し、車を降り仕事を続けました。広島と東日
本は、それ程まで遠く、今までは、余り縁の無かった
地域であります。
　広島西南ロータリークラブは、本年９月９日に創立
25周年を迎えます。年初から、実行委員会を立ち上げ、
記念事業の準備に取り掛かっていました。その矢先に

「未曽有の大震災」が起きた訳であります。ロータリ
アンも含めて、多くの方々が被災に遭われましたので、
その中で、創立25周年記念事業を予定通り実施すべき
かどうかの議論が続けられました。最終的に、被災地
以外も自粛し全ての活動を中止してしまうと、日本全
体が停滞し、それにより、被災地支援がより遅れてし
まうと言う判断の中で、記念事業は縮小して実施、そ
の上で、被災地支援の事業を記念事業として新たに組
み入れると言う事を決定致しました。
　今回の記念事業のテーマは、「新世代奉仕と環境」
でしたので、被災地の青少年に対し、何か直接支援が
出来ないかと言う事になり、旧知の間柄で仙台市に住
んでいるロータリアンに相談を致しました。その中で、
今回の大震災で最大の被災地の一つである石巻市にあ

る、石巻南ロータリークラブの浅野会長（当時）をご
紹介いただき、浅野会長のアドバイスで、石巻市立住
吉中学校と山下中学校が、クラブ活動を再開したいが、
サッカーゴールなどの器具・用具・備品が全て流され
てしまっている。支援して貰えるところを探している
という情報を頂きました。直接両学校に連絡を入れさ
せて頂き、状況をお聞きし、津波で流出した器具・用
具・備品の寄付をさせて頂く事と致しました。
　７月20日に石巻市にある４つのロータリークラブの
合同事務所にお伺いし、各クラブのロータリアンか
ら、津波被害の状況などをお聞きした上で、両中学
校に案内して頂きました。当クラブからの訪問者は、
山下会長以下４名です。市内の状況を視察しながら
中学校に向かいましたが、震災後４カ月も経ってい
るのに、遅々として行政による復興が進んでいない
もどかしさを強く感じました。しかし、中学校に訪
問し、子供たちが、震災の事実から決して逃げず、
直視し、真摯に受け止め、明日を夢見て復興を目指し
ている目の輝きに感動を覚えました。先生たちも震
災以後、不眠不休で対応されているとの事でした。
一日も早く、石巻市に子供たちの元気の良い歓声が溢
れて来る事を強く願っています。この子供たちが、必
ず石巻市の復興の牽引車になって行ってくれるでしょ
う。今回、子供たちによる復興に少しでもお手伝いを
させて頂く機会を与えて頂きました皆様に対し心より
感謝を申し上げ、報告とさせていただきます。
 （2011年７月記）
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例　会　記　録
第1607回例会� ３月２日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌　われらの生業
お誕生記念月記念品贈呈
　誕生日のあいさつ　岩田智博会員
　本日は、３月生まれを代表しお礼を申し上げます。
　お祝いをしていただき、誠にありがとうございます。
　こうして皆様にお祝いをして頂くようになって、も
う12年経ちました。
　長いようで、あっという間という感覚です。これか
らも諸先輩方にご指導いただき楽しく過ごせたらと思
います。本日はありがとうございました。
会長時間
幹事報告
　 本日は李新会員歓迎例会。食事はスマイル終了後懇

親会と同時に開始。／ロータリーの友誌・ガバナー
月信配布の案内。／ロータリー手帳購入希望者は事
務局迄申し込みのこと。／例会終了後、現次引継ぎ
の理事役員会開催。

出席報告
　会員数 69名　出　席 57名（うちZoom出席４名）
　　　　 　　　欠　席 12名
プログラム
新会員歓迎会

第1608回例会� ３月９日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和（職業奉仕委員会委員長の読み上げ
のみ）
ご結婚記念月記念品贈呈
　結婚記念月のお祝い御礼　岡田真規会員
　この度は結婚記念月をお祝い頂きまして誠に有難う
ございます。
　早いもので今年24年の節目を迎えますが、出会いは
今でもよく覚えております。
　お客様の展示会受付をしていた妻に一目ぼれをし、
その夜の食事会で偶然隣同士となった事を機に、ダメ
もとでアタック！結果見事このチャンスをモノに出来
ました…（笑）
　その日から毎日のように会い、出会いから３ヶ月で
婚約、１年経たずして結婚しました。
　何をそんなに焦っていたのか？と聞かれますが、一
言でいえば、運命の赤い糸が繋がっていたのだと思い
ます。
　結婚式当日、私は39度近い発熱をおこし大変な日と
なりましたが、実は当時勤めていた会社の先輩から風

疹をうつされていた様で、翌日、新婚旅行のため成田
空港に着くころには全身に発疹が…、ですが時すでに
遅し…（汗）
　妻のリクエストでラスベガスを経由し、メキシコの
ロスカボスというとても素敵なリゾートに向かいまし
たが、15時間という移動の疲れも出て、40度以上の高
熱で１歩も外出できず、５日間の滞在中ずっと寝たき
り、毎日部屋にはメキシコのドクターが来る始末。
　最高のロケーション！そして最高の天候！の中、妻
は元気にストレスをためながら、毎日ルームサービス
の食事で私の介抱、よく我慢してくれました。
　振り返ればこの時の我慢強さが今に根付き、夫婦と
して仲良く（？笑）今に繋がっているのだと思います。
　来年25周年を迎える時には、妻にこれまでの感謝の
気持ちを伝え、リベンジでメキシコ旅行を企画してみ
たいと思います。
　改めて24年を振り返る機会を頂きまして、本日は誠
に有難うございました！
会長時間
幹事報告
 　 ロータリーレート変更の案内（１ドル＝104円

→106円、３月から）。／３月のメークアップは本
日より必要。期間は従前通り前後２週間。ZOOM
での参加は参加時間に関わらず出席扱い。／今年
度の地区大会は５月16日（日）山口県防府市で開
催予定。会員プログラムは13時スタート。ボックス
に案内・プログラムを配布（出欠確認は来週から）。

スマイルボックス
　折本　緑　会員
出席報告
　会員数 69名　出　席 56名（うちZoom出席７名）
　　　　 　　　欠　席 13名
プログラム
会員卓話
　「社会奉仕委員会の活動」
　田中朋博　社会奉仕委員長

社会奉仕とは…

•すべてのロータリアンが、地
域の人びとの暮らしを豊かに
し、より良い社会づくりに貢
献することです。

社会奉仕
社会奉仕委員⻑

田中朋博
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基本的教育と識字率向上
•読み書きのできない15歳以上の人の数は、世界に約7億7500万
人。これは、全世界の成人の17％にあたります。

•しかも、学校に通っていない⼦どもは世界に6700万人いると言
われています。地域社会が自力で学校を支え、教育における性
差別を減らし、成人の識字率を高められるよう支援することが、
私たちの目標です。

重点分野

•地域社会の経済発展
•基本的教育と識字率向上
•平和構築と紛争予防
•⺟⼦の健康
•水と衛生
•疾病予防と治療

平和構築と紛争予防
•ロータリー会員は、奉仕プロジェクトや平和フェロー・奨学生
への支援を通じ、貧困、差別、⺠族間の衝突、教育機会の欠如、
リソースの不平等な配分といった紛争の根底にある問題に取り
組むために行動を起こしています。

•ロータリーは、新たな課題に応えるために平和構築へのコミッ
トメントを高めています。ロータリーが未来にインパクトをも
たらすには何ができるか、持続可能な変化を目指すロータリー
のビジョン声明をどのように実現できるか、といった課題に取
り組むべく、ロータリーは「平和構築」の定義をさらに広げ、
より多くの人が平和構築に参加できる方法を見つけることで、
団結と幅広い参画による平和という概念に基づくアプローチを
取っています。

⺟⼦の健康
•予防可能な原因で⺟と⼦どもが命を落とすことなどあってはな
らないと、私たちロータリー会員は考えます。すべての⺟⼦が
質の高い医療を受けられるよう、そして、出産で命を落とす⺟
親がいなくなり、⼦どもがすくすくと成⻑できるように、私た
ちは支援活動を行っています。

•ロータリーはこんな活動をしています
•教育、予防接種、出産キット、移動クリニックなど、ありとあ
らゆる方法で⺟⼦の健康を推進しています。また、女性を対象
に、HIV⺟⼦感染の予防、⺟乳による授乳、病気の予防に関す
る教育も行っています。

地域社会の経済発展
•雇用されているにもかかわらず1日にわずか1ドル90セント（約
220円）で暮らしている人の数は、世界で約8億人。ロータリー
は、貧困問題に持続可能な解決策をもたらすために活動してい
ます。

•起業家とリーダーの育成、特に女性のエンパワメントは、地域
社会の発展に欠かせません。ロータリー会員とロータリー財団
は、自立に役立つスキルの指導、家計を支えるための就職支援
等を通じて、人びとと地域社会の自立を促しています。

•ロータリーはこんな活動をしています
•ロータリーは、地域社会とそこに住む人びとが経済的、社会的
に自立できる道をひらいています。

猪苗代湖天神浜・
松橋浜漂着水草回収ボランティア

未来へ綺麗な猪苗代湖を残そうと水草回収ボランティア

疾病予防と治療
•誰にとっても「健康であること」は何より大切。でも、基本医
療を受けられない人は世界で4億人と言われています。質の高
い医療を受ける権利はすべての人にあると、私たちは信じてい
ます。

•世界で数百万人が病気によって苦しみ、貧困を強いられていま
す。私たちが疾病の予防と治療に力を注ぐのは、このためです。
病気の蔓延や医療不足に悩む地域社会に、仮設クリニックや献
血センター、研修施設をつくったり、医師と患者と政府が協力
できるインフラを設計するなど、世界中のロータリー会員は、
人びとがより良い医療を利用できるよう支援しています。

有田川クリーン作戦2019

今では市⺠約1000人が参加する大プロジェクトに発展

はだしで遊ぼう雲仙

雲仙ゴルフ場を貸し切って、コロナ禍の中でも子供たち
が元気に遊んでもらえるイベントを開催

大学体験ふれあい学習
「科学の力で工作しよう」

子ども達に身近な物の作品制作を通じて、科学と芸術の
専門学習の楽しさを知ってもらい、向学心を高めると共
に地元の大学の素晴らしさを知ってもらう目的で行った
（倉敷南）

ポリオ撲滅の為の活動

全会員協力のもと、ポリオ撲滅に向け、市内にて募金活
動を行いました

おわり

疾病予防と治療
•マラリア、HIV／エイズ、アルツハイマー、多発性硬化症、糖
尿病、ポリオなど、人びとを苦しめる病気の予防・治療や患者
の支援に当たっている会員も大勢います。衛生教育のほか、無
料の定期健康診断や眼科・⻭科検診も行っています。

•ロータリーはこんな活動をしています
•病気は何もせずに予防できるものではありません。命にかかわ
る病気の蔓延を食いとめ、予防を徹底させるために、私たち
ロータリー会員は、医療従事者への研修、病気や衛生習慣に関
する市⺠への指導など、世界で毎日、数百ものプロジェクトを
実施しています。

クレーン車見学＆ハロウィーンごっこ

働く車「クレーン車」に触れる機会を子ども達に提供。

市⺠と留学生のつどい

諫早市及び周辺大学の留学生と市⺠との交流を通じて、
異文化への理解、国際交流、世界平和に寄与することを
目的とする（諫早東）

⺟⼦の健康
•毎年、5歳未満で命を落とす⼦どもは、世界で推定590万人。そ
の原因は、栄養失調、適切な医療や衛生設備の欠如など、どれ
も予防が可能なものばかりです。

水と衛生
• 安全な水と衛生設備の利用は、すべての人がもつべき権利。なのに、
汚染水で病気になる人や命を落とす人が後を絶ちません。未来を担
うはずの⼦どもたちは、水汲みなどの労働によって学校に通えず、
つらい境遇を強いられています。

• 私たちの活動は、井⼾を掘るだけではありません。安全な水と衛生
設備を提供した上で、衛生や伝染病予防に関する教育も行うことで、
コミュニティ全体の生活を改善し、⼦どもの通学率を高めています。

• ロータリーはこんな活動をしています
• 会員の世界的ネットワークを通じて、世界各地の人びとと協力して
教員研修やカリキュラム作成を行うだけでなく、家庭と学校の水・
衛生設備の改善を通じて、⼦ども（特に女⼦）への教育を改善して
います。

交通安全事故防止啓蒙活動

ドライバーに注意喚起するパトカー形看板を由布市湯布院町の国道210号
線沿いに設置（湯布院ロータリークラブ）

文化遺産の技法を：からくり箱を作ろう

小学生5・6年生を対象に50組を募集。夏休みに親子体験
教室を開催。祭り屋台の「木工組立-彫刻-彩色」の3部門
の技法を体験し「からくり箱」を作成（岐阜高山中央）

10月24日は「世界ポリオデー」・
大阪難波から機会の扉を開こう！

大阪難波ロータリークラブは、10月24日の「世界ポリオ
デー」に先駆けて、ポリオ根絶のための啓発活動及び街
頭募金活動を

水と衛生月間6 2021年 3月



第1609回例会� ３月16日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間
幹事報告
　 次年度配属表・創立35周年実行委員会組織図・クラ

ブ月報１・２月合併号配布の案内。／５月16日（日）
開催の地区大会の出欠を回覧。参加希望者は現地参
加・WEBでの参加の別も合わせて記入のこと。

スマイルボックス
　折本　緑　会員
出席報告
　会員数 69名　出　席 55名（うちZoom出席４名）
　　　　 　　　欠　席 14名
プログラム
会員卓話
　「ガバナー年度について」
　RI第2710地区ガバナーエレクト　杉川聡　会員

いよいよ
後

3か月で
ガバナー年度開始︕︕

2021‐22年度 第2710地区
ガバナー 杉川 聡（広島⻄南ロータリークラブ所属）

今年に⼊り、
これまで終了した主なスケジュール

①2/1‐11 ・国際協議会（ZOOM開催）
対象︓ガバナーエレクト・ローターアクト代表・RI役員等

全世界で総勢約800人

②3/14（⽇）・会⻑エレクト＆地区チームセミナー（ZOOM開催）
対象︓72クラブ会⻑エレクト・地区役員で約120人

今⽇は、国際協議会で聴講した
「シェカール・メータRI会⻑エレ
クトのテーマ」とそれを受けての、
「ガバナー信条と第2710地区の
地区運営方針」を皆さんに説明さ
せて頂きます。

まず、ガバナー信条と
地区運営方針を
ご説明いたします。

・10数年前に障がい者の親⼦との出会い。
障がい者に働く場を提供したい。
障がい者就労⽀援施設と障がい者雇⽤に注⼒。

・コロナ禍において、世界的に様々な差別が発生。受容の精
神の必要性を実感。SDGs活動などの社会への浸透を⾒る
につけ、未来への責任を痛感。

みんなのためになるかどうか。
未来のためになるかどうか。

〜多様性を受け⼊れ、相互理解を深めよう〜

地区ガバナー信条

次に
シェカール・メータ会⻑エレクト
の年次テーマをご説明いたします。

2021-22年度 テーマロゴ

2021-22年度 RI会⻑テーマ
Serve to Change Lives
奉仕しようみんなの人生を豊かにするために

コロナなんかには負けないで、

世界を変える⾏動人として、

積極的にロータリー活動に取り組んで

⾏きましょう︕︕

2021‐22年度を宜しくお願い致します。

2021-22年度RI会⻑
シェカール・メータ
カルカッタ・マハナガルRC所属
インド⻄ベンガル州
会計⼠であり、⾃⾝が設⽴した不動
産開発会社「Skyline Group」の会
⻑
カナダを本拠とする「Operation 
Eyesight Universal (India)」の
ディレクター

これからの主なスケジュール

①4/25（⽇）・地区研修・協議会（ZOOM開催）
対象︓クラブ会⻑・幹事・該当委員⻑・地区役員

総勢約750人
②5/16（⽇）・地区大会（防府）10月の地区大会のPRが有ります。
③7/12（月）・ガバナー公式訪問（全72クラブ）
④10/16（土）17（⽇）・地区大会

対象︓第2710地区約3100人。例年の登録者は約1800人。
⑤2022年1月から全12グループでIM
⑥その他、周年⾏事12か所

地区重点運営方針

①クラブ運営の積極的⽀援
②会員基盤の強化
③クラブのデジタルトランスフォーメーションの推
進⽀援
④ロータリー奉仕デー推進⽀援(他団体との連携)
⑤ロータリークラブとローターアクトクラブ間の協
⼒強化

シェカール・メータ2021-22年度RI会⻑の年次目標
①2022年7月1⽇までに会員数130万人を目指します。
「each one, bring one」（みんなが一人を⼊会させよう。

②各クラブが「ロータリー奉仕デー」を開催して下さい。
③⼥⼦のエンパワメントに⼒を注ぎ、教育、リソース、奉仕、
機会など、未来の⼥性リーダー成功に必要な⼿段を与え
て下さい。

人のために世話をし、奉仕することが最良の生き方。なぜ
なら、その経験を通じて誰かの人生だけでなく、⾃分の人
生を豊かに出来るのだから。

第1610回例会� ３月23日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

それでこそロータリー
会長時間
幹事報告
　 ５月16日（日）防府で開催の地区大会の出欠を回覧。

未回答者は回答のこと。／例会終了後、次年度理事
役員会、月報編集会議開催。／次週は休会、次回例
会は４月６日（火）。

スマイルボックス
　佐藤克則　会員

出席報告
　会員数 69名　出　席 59名（うちZoom出席11名）
　　　　 　　　欠　席 10名
プログラム
会員卓話
　「国際奉仕委員会の活動」
　漆原健夫　国際奉仕副委員長
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１．国際奉仕とその歴史的経緯

 ロータリーの４大奉仕のひとつで、国際理解、親善、平和
を推進するために実施する全ての活動を言うが、初期の
ロータリーには今日の人道的奉仕活動を主体とした国際
奉仕の概念はなかった。

 第一次大戦中の1917年頃より米国やカナダ、ヨーロッパ
のRCが各地の避難民や傷病兵、復員軍人に対するボラ
ンティア活動や物資援助を行うなど歴史的背景を受けて、
「奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人お
よび地域社会のリーダーの世界的親交によって、国際間
の理解と親善と平和を推進する」という国際奉仕の概念が、
1922年に綱領の第６項目として正式に明文化され現在に
至る。

国国際際奉奉仕仕

１．国際奉仕とその歴史的経緯

(参考）

２度にわたる世界大戦を通して世界平和を
願うロータリアンは、1945年には米国合衆

国国務省から要請を受けて、４９名が国連
憲章の原案作成作業に参加したといわれ
ている。これはロータリーの歴史の中でも特
筆すべき国際奉仕活動である。

２．個々のロータリアンの責務
１．愛国主義にとらわれず、自分が、国際理解と親善と平和を推進すると

いう責務を共に負っているものとみなすべきである。
２．国家的または人種的優越感によって行動しないようにすべきである。
３．他国民と強調する共通の基盤を求め、これを育成すべきである。

４．理想、言論、集会の自由、迫害と侵略からの開放、欠乏と恐怖からの
開放を享受できるように、個人の自由を守る法律と秩序を擁護すべき
である。

５．どこかが貧困であれば、全体の豊かさを危うくすると認識し、あらゆる
国の人々の生活水準を高めようとする行動を支援すべきである。

６．人類に対する正義の原則を高くかざすべきである。この原則は基本で
あり、世界的なものでなければならないと認識すべきである。

７．国家間の平和を推進しようと常に務め、この理想のためには個人的
犠牲を払う覚悟をすべきである。

８．実践されれば、必ず豊かで充実した人生をもらたす、倫理的・精神的
基本水準が存在すると認識しながら、国際親善の一歩として、あらゆ
る他の人々の信念を理解する心をかき立て、これを実践すべきである。

９．国家間の関係が緊迫しているところで活動やプログラムを実施する場
合には、適切な注意を払うべきである。

国際奉仕とは

１．国際奉仕とその歴史的経緯

２．個々のロータリアンの責務

３．国際奉仕の分野

３．１ 世界社会奉仕活動

３．２ 国際レベルの教育および文化活動

３．３ 世界理解月間

３．４ 国際的な会合

３．５ 海外姉妹クラブとの国際交流

３．国際奉仕の分野

３．１世界社会奉仕活動

世界社会奉仕活動の恩恵

 ＷＣＳ活動の恩恵は、援助される側の人々だけではなく、
活動に参加した私達ロータリアンも受ける。

 私達の活動によって助けられた人々と喜びを目の当たり
にする時、私達奉仕を実践したロータリアンも大きな喜び
を手に入れる事ができる。

 さらに国際理解や親睦をいっそう深めていく事ができる。

 奉仕の相手だけではなく、奉仕をした自分も満たされる
のが、真の奉仕である。

３．国際奉仕の分野
３．１世界社会奉仕活動

歴史的には、発展途上国や開発途上国に対する
人道的奉仕活動という新しいニーズによって、国
際奉仕活動に新しい流れをつくったが、一方で、
ロータリー綱領上で国際奉仕活動の一分野であ
ると明記されていなかったために、多くの混乱や
議論を生んだ。

 よって、1967年に正式に国際ロータリーの常設プ
ログラムとなり、地区とクラブは、この活動のため
に、WCS委員会を設置するよう奨励されるように
なった。

３．国際奉仕の分野

３．２ 国際レベルの教育及び文化活動

 ロータリー友情交換 (Rotary Friendship Exchange)
ロータリー友情交換プログラムは、RIの活動で国境を越えた
個人対個人の交流を通じて国際理解、親善、平和を推進す
るために、ロータリアンとその家族が他国のロータリアンとそ
の家族を訪問し、ホームスティを行うものである。友情交換プ
ログラムには２種類ある。

１．クラブ対クラブの訪問者プログラム
個々のロータリアンが他国のロータリアンの家庭に数日
間滞在するもので家族を同行することもできる。

２．地区対地区のチーム・プログラム
４組から６組のロータリアン夫妻が最高１ヶ月間ホスト地
区内の地域社会を数ヶ所訪問する。ロータリアン夫妻の
数や滞在期間は関係地区双方の合意により変更できる。

３．国際奉仕の分野

３．２ 国際レベルの教育及び文化活動

 世界ネットワーク活動グループ(Global Networking 
groups)
ロータリー親睦グループ（職業および趣味に基づく）また
はロータリアン行動グループ（奉仕活動に基づく）として、
共通の関心を通じて集まった異なる国出身のロータリア
ンとその他の人々から成るグループ。国際的な親睦、友
好、奉仕活動を助長することを目的とする。すべてのロー
タリアンとその配偶者、およびローターアクターが参加で
きる。

 国際青少年交換(International Youth Exchange)
現在、「新世代プログラム」に入っているが、元は国際奉
仕プログラムのひとつ。高校生または該当する年齢の若
者に外国の文化に触れ、学ぶ機会を提供するもの。将来
彼らが地域社会のリーダーとして世界平和や国際理解を
深め、生かすことが期待されている。

３．国際奉仕の分野
３．４国際的な会合

 ロータリアンは国際大会をはじめとするロータ
リーの国際的な会合に積極的に参加し、国際レ
ベルで友情や親睦を深めることが推奨されてい
る。

国国際際ロローータタリリーー国国際際大大会会
2016年度以降の開催場所は、次のとおり
2016年・ソウル(韓国) 2017年・アトランタ(米国)
2018年・トロント(カナダ) 2019年・ハンブルグ(ドイツ)
2020年・ホノルル(米国)→コロナにより中止

2021年・台北（台湾）→バーチャル行事として開催

G クラブ名 関係 国名 相手クラブ名 G クラブ名 関係 国名 相手クラブ名

長門 姉妹 韓国 鎮海 広島中央 姉妹 台湾 台中西区

下関 姉妹 韓国 釜山 広島廿日市 友好 台湾 台北市南港

下関中央 姉妹 台湾 新竹東南 広島城南 姉妹 アメリカ アラモアナ

下関東 姉妹 韓国 中釜山 広島南 姉妹 アメリカ ヒロ

姉妹 韓国 東馬山 姉妹 台湾 臺中(台中)

姉妹 台湾 花蓮 姉妹 アメリカ パールハーバー

姉妹 日本 鹿児島 広島西南 姉妹 台湾 台北新東

姉妹 韓国 釜山港都 姉妹 台湾 台南

姉妹 台湾 高雄西區 友好 アメリカ シカゴ

萩 友好 日本 輪島 友好 アメリカ ヒロ・ベイ

友好 韓国 利川 友好 台湾 高雄南星

友好 台湾 台北西北區 東広島21 姉妹 韓国 安山中央

宇部 姉妹 オーストラリア ニューキャッスル 呉 姉妹 韓国 仁川

防府 姉妹 アメリカ モンロー 呉東 友好 台湾 台北西北區

防府南 姉妹 韓国 高陽 呉南 友好 韓国 漢

山口 姉妹 日本 松江 姉妹 韓国 光州

山口南 友好 台湾 台中北屯 姉妹 韓国 ハンマウム福祉会

友好 台湾 台北市南欣 瀬戸田 友好 台湾 彰化南

友好 フィリピン ダウンタウンマニラ 竹原 姉妹 台湾 羅東

友好 アメリカ シャンペン 福山 姉妹 台湾 豊原

友好 台湾 中壢東 福山東 姉妹 台湾 新竹西

広島安佐 友好 日本 北上和賀 福山北 姉妹 韓国 南ソウル

広島東 友好 インドネシア バリタマン 福山南 姉妹 台湾 新竹北

広島北 姉妹 日本 京都伏見 福山赤坂 姉妹 台湾 東京赤坂

広島陵北 友好 台湾 台北松山 12 三次 友好 日本 小林
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下関北

下関西

萩東

岩国西

柳井

国際ロータリー第2710地区　友好・姉妹クラブ一覧表
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広島東南

広島西

東広島

西条
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３．国際奉仕の分野

３．１世界社会奉仕活動

世界社会奉仕活動の用件

①プロジェクトが人道的奉仕活動であること

②２ヵ国以上のロータリアンが関与すること

③プロジェクトはこのうちいずれか１ヵ国で実施され
ること

３．国際奉仕の分野
３．５ 海外姉妹クラブとの国際交流

各クラブは、海外のクラブと「姉妹クラブ」、「友好
クラブ」、「Twin Club」といったような名称で長期
的な友好関係を築いている。

 その主な目的は国際親善と親睦活動の推進に
ある。海外クラブと緊密な友好関係を築くことに
より、両国のクラブは共同で相手国あるいは第3
国でWCSプロジェクトに取り組む機会も生まれて
きている。

３．国際奉仕の分野
３．５ 海外姉妹クラブとの国際交流

 カテゴリーは違うが、近隣諸国との国際交流の
場として、定期的に開催されている日韓親善会
議や日台親善会議がある。

 ロータリアンとその家族は両会議に自由に参加
できるので、両国の姉妹クラブ会員がこれからの
国際会議に一緒に参加することにより国際交流
の輪が一段と広がる機会になっている。

２．個々のロータリアンの責務

 世界で紛争や戦争など有事の際には、国際ロー
タリーは中立を守る立場にあり、当該国のロータ
リークラブとロータリアンは、それぞれ国法を遵守
しなければならず、これらの国々の間では友情や
親睦を築くことは困難になる。

 つまり世界の恒久的平和の推進を願うロータリー
の国際奉仕活動も、有事の際には限界があると
いう矛盾もはらんでいる。

 しかし、ロータリアンは手続き要覧８９頁に記され
ている個々の責務を忘れてはならない。

３．国際奉仕の分野

３．１世界社会奉仕活動

英語ではWorld Community Serviceと記され、
ＷＣＳ活動と称される。

国や行政が地域社会のニーズを満たせない発
展途上国や開発途上国で、ロータリークラブも資
金の制約等で奉仕活動が実践できない場合に、
援助を海外の地区やクラブに求め、協力して奉
仕活動を行う。

※ ロータリー友情交換プログラムは、ロータリー財団の研
究グループ交換プログラム（GSE)とたびたび混同され
ますが、ロータリアン夫妻や家族が交換旅行に関わる
すべての費用を自己負担するという点が異なります。

(参考）
研究グループ交換(GSE)プログラムは、事業や専門職
経験の浅い２５～４０歳の男女に、文化と職業に関するま
たとない交流の機会を提供する。GSEプログラムは、男女
専門職従事者からなるロータリアン以外のチームに、異
なる国の組み合わせロータリー地区へ４週間から６週間
の交換旅行をするための旅費を補助するものである。
ロータリアンのチームリーダーが各チームを率いる。

３．国際奉仕の分野

３．２ 国際レベルの教育及び文化活動

３．国際奉仕の分野
３．３世界理解月間

世界理解月間（World Understanding Month)
 １９０５年２月２３日はロータリーの創始者ポール・ハリスが友人３人

と最初に会合をもった日である。

 この２月を特別月間として世界理解月間に指定されている。

 同月間中、クラブは、世界平和に不可欠なものとして理解と親善を
特に強調するクラブ・プログラムと活動を実施し、世界社会奉仕を中
心としたプログラムを行うよう要請されている。

世界理解と平和の日（World Understanding and Peace Day)
２月２３日は、最初のロータリー・クラブ会合が開かれた記念日であ
り、世界理解と平和の日として順守されている。各クラブは、この日、
国際理解と友情と平和へのロータリーの献身を特に認め、強調しな
ければならない。

水と衛生月間8 2021年 3月



　　 桒田理事より資料をもとに提案。承認。
　⑷２月度会計報告
　　 橋本理事より報告。
　⑸各事理役員報告
　　梶本理事： 米山寄付は３名内諾を得ている。米山

寄付については事務局から請求書を出
してもらう。

　⑹その他
　　 スマイルの徴収方法については、スマイル委員会

に集金してもらう方法によることを決定。
　　 児玉理事から、入会希望者が１名いるとの説明。

推薦者に確認し、引き続き入会承認について検討。
次回開催日
　第10回理事役員会　2021年４月６日（火）13：45
閉会挨拶　根石副会長
　 徐々に通常の例会に戻りつつある。次年度は今年度

の例会運営を踏襲して進めたい。

日　時：2021年３月２日　14時00分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ
出席者：佐藤（二）、佐古、根石、桒田、上田、宮本、
　　　　梶本、山國、児玉、宮㟢、橋本、水谷

佐藤会長挨拶
　引き続きよろしくお願いしたい。
議事
　⑴合同幹事会・合同事務局運営委員会報告
　　 佐古幹事より報告。他クラブも夜の行事は全面的

に中止している模様。３月から通常例会開催の方
向が多い。

　⑵３月例会メークアップ等について
　　 ３月以降は出席をカウントする、２か月間のメー

クアップ期間とする、ZOOM出席も可とするこ
とを決定。

　⑶ ４月プログラムについて 

2020-2021年度　第９回理事・役員会　議事録2020-2021年度　第９回理事・役員会　議事録

91252号

３月９日
折本　緑会員　昨年、グランプリをいただいた「ミセスジャパン」日本大会の開催がコロナで延び、５月15日に決定
しました。みなさま、応援をお願いいたします。また、本年度2021のエントリーも始まっており、大会を主催するこ
とになりました！みなさまのお力を貸して下さいませ。よろしくおねがいいたします。
３月16日
折本　緑会員　ミセスジャパン2021広島大会を私が９／ 20に開催するのは先週お伝えしたとおりですが、場所が決
定しました ! ! ANAクラウンプラザホテル広島です。たよりになる小野会員のバックアップを得て、大成功まちがい
なしです♡なお、現在エントリーなさる女性、スポンサー様を大募集中です。
３月23日
佐藤　克則会員　皆様のテーブルの上に政経倶楽部の例会案内を置いております。４月９日金曜日18時30分からの開
催で講師は岡田吉弘三原市長です。演題は「私の挑戦と志～市長に就任して」というものです。私、岩田洋会員、桒
田会員の高校の後輩をぜひお聴き下さい。御希望の方は佐藤にお伝え下さい。

スマイルボックス

編集後記
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2021年４月20日発行  

今年は広島の桜が全国に先駆け１番早く開花しました。首都圏の緊急事態宣言も解除され、
徐々に日常の生活が戻ってきております。我々ロータリークラブも昨年行えなかった地区
大会を５月に山口県防府市で行い、10月にはいよいよ我々のクラブがホストとして企画・
運営する来年度の地区大会も開催されます。杉川ガバナーの下、全員が一丸となって地区
大会を成功させましょう。 （藤田　進）

奥田　　實　１日
室﨑　雅宣　17日
佐古　雄司　18日
岩田　智博　18日

会員誕生日

３月の会員記念日

水谷　耕平　６日
寺本　真司　14日
岡田　真規　20日
稲田　健二　21日

結婚記念日

パートナー誕生日

小野　誠夫人　照　子様　４日
大山修司夫人　寿　恵様　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

入　会　月

田中　茂樹　Ｈ２年
寺本　真司　Ｈ19年
杉本　清英　Ｈ20年
折本　　緑　Ｈ22年
上田　直治　Ｈ26年
小野　　誠　Ｈ28年
沖井　　翔　Ｈ30年
佐藤暖以子　Ｈ30年

創　業　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
尾立静泰　美徳産業㈱ Ｈ26年



慎んで三好清隆会員のご冥福を
お祈り申し上げます。� 広島西南ロータリークラブ会員一同

広島西南ロータリー
作詩 三好　清隆　広島西南Ｒ.Ｃ.作曲
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⑵ 北に東に　クラブの仲間
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