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  副会長  

根 石 英 行 ������
　副会長を仰せつかりました根石で
す。
　ウイズコロナの時代、コロナとの
新しい日常でロータリーの活動もど
うなっていくのか不透明ですが、皆さんと一緒にクラ
ブを強くし、皆さんがロータリーを深く理解し、皆さん
にロータリーの活動を楽しんでいただけるように、しっ
かり佐藤会長を支えて努力してまいりたいと思ってお
りますのでご指導のほどよろしくお願いいたします。
　また、今年度の始まりに次年度のことを言うのはどう
かと思いますが、次年度はクラブの35周年であり、そ
れに向けた準備作業も必要となります。周年事業を始
めとして皆様にもいろいろご協力をいただかなければ
なりませんので、この点もよろしくお願い申し上げます。

  直前会長  

山 下 幸 彦 ������
　直前会長を務めさせて頂きます山
下です。今年１年、よろしくお願い
申し上げます。 
　昨年度、メンバーの皆さんには、
大変お世話になりました。皆様のご協力を持ちまして、
コロナ禍で振り回されましたが、なんとか無事務めさせ
て頂くことができました。心より御礼を申し上げます。
　本年は、皆様から頂いた御礼を返すべく直前会長と
しての役割を頑張って行い、佐藤会長のお手伝いをさ

せて頂きます。
　皆様と一緒により良き１年にしていく事を願いまし
て、簡単ではございますが、 直前会長の挨拶とさせて
頂きます。よろしくお願い致します。

  幹　事  

佐 古 雄 司 ������
　この度2020 ～ 2021年度、広島西
南ロータリークラブの幹事を務めさ
せていただくことになりました。
　入会して10年という短い期間しか
経過しておりません。非常に経験不足で未熟ではあり
ますが、任された以上、幹事という重責を担えるよう
精進してまいりたいと思います。
　今年、35代会長佐藤年度方針のもと、各委員会と連
携を図り、会員相互の親睦を図り、また出席率向上を
目指して取り組んでいきます。今年に入り新型コロナ
ウイルス感染症の甚大なる経済的被害などを受けてい
ます。多くの困難がありましたが、これからの明るい
未来のため、佐藤会長のもと頑張っていきます。
　至らない点も多々あるとは存じますが、皆様のご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

  理事（クラブ管理運営委員長）  

桒 田 博 正 ������
　クラブ管理運営委員長を仰せつか
りました、桒田です。折本出席委員
長、寺本親睦家族活動委員長、佐藤
プログラム委員長、各委員の皆様と
ともに円滑なクラブ管理運営を心がけたいと考えま
す。会長スローガン「ロータリー、より強く、より深

理事役員就任挨拶（７月７日
第1583回例会卓話）

　先程の会長時間でも触れましたので簡単に就任挨拶をさせて頂きます。詳しくは事業計画
書に記載しておりますので一度お読み頂ければ幸いです。今年度の会長スローガンは延期と
なりましたが東京オリンピックにちなみ、オリンピックのモットー「より速く、より高く、
より強く」を参考に、「ロータリー、より強く、より深く、より楽しく」とさせて頂きました。
　その意味は、
　　より強く　　 全会員がワンチームとなって奉仕の精神に則り、ロータリー活動をより力

強く推進する。
　　より深く　　ロータリー精神を理解しなくては活動も上滑りとなります。
　　　　　　　　ロータリーをより深く学ぶ年とします。
　　より楽しく　どんな活動でも会員各位が楽しくなくては続きません。親睦の充実を目指します。
　繰り返しになりますが、人の往来が活発になり第二波の流行が始まりかねません。会員の皆様には自分は絶対
に流行の発生源にはならないとの信念で日々の仕事に日常生活に取り組んで頂きたくよろしくお願いします。
　７月、８月は今日のような配席での例会とし、広い会場がとれない日はスクール形式の配席で行うこととしま
した。また第二波の流行が来た場合は、例会時間の短縮、例会の中止、ネットを使った例会への切り替え等も躊
躇なく実施して行く所存です。多難な年度となりますが皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。

会 長 就 任 挨 拶 佐藤　二郎
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く、より楽しく」のもと、出席委員会、親睦家族活動
委員会、プログラム委員会、S.A.A.と連携し、活力あ
る楽しい例会運営を目指します。卓話については、ロー
タリー活動に対する知識と理解を深めてもらえる卓話
を企画します。ホームグラウンドでの例会出席、新入
会員歓迎会・諸行事への積極的な参加も促進し、会員
家族も含めた親睦を深めていけるよう取り組みます。

  理事（公共イメージ委員長）  

宮 㟢 　 真 ������
　公共イメージ委員会委員長の宮㟢
です。公共イメージ委員会には昨年
同様２つの委員会で構成されます。
クラブ広報委員会井上委員長、会報
資料委員会藤田委員長のお２人は今回初めての委員長
就任ですが、すでに様々な経験をされていますので安
心してお任せ致します。
　本年度佐藤会長の会長スローガンである『ロータ
リー、より強く、より深く、より楽しく』を実現する
ために、対外的また対内的に広島西南ロータリーを発
信していきます。
　対外的に情報を発信することで、会員増強にも寄与
すると思います。また対内的には情報を共有すること
で会員サービスの向上に繋がると思います。
　２つの委員会ともに西南ロータリークラブを影で支
える委員会ではありますが、原稿依頼など会員の皆さ
んの協力がないと成り立ちませんのでどうか助けて下
さい。
　最後になりますが一年間よろしくお願い致します。

  理事（会員増強委員長）  

児 玉 栄 威 ������
　今年度、会員増強委員長を担当致
します児玉です。昨年度の折本委員
長から重たいバトンを受け継ぎ、重
責を感じているところではあります
が、増強委員会の河原委員長、会員選考・職業分類委
員会の曽里委員長、ロータリー情報委員会の岩田委員
長をはじめ、各委員会には頼もしいメンバーがいてく
ださいますので、大変心強く感じています。
　当委員会の柱である会員増強については今期71名か
らのスタートということで、昨年度より引き継ぎまし
た目標値80名体制という旗の下、昨今の状況も踏まえ、
純増２名を確実に達成したいと思います。また、会員
数の増加に合わせ、西南ロータリーのこれまで培った
雰囲気や会員間の関係が希薄にならないよう組織固め
に努めていきたいと思います。それと、新会員の発掘
は困難になることが予想されますが、誰でもというわ
けではなく、当クラブに適した方に入会してもらえる
よう、会員選考には十分留意して参りたいと思います。
　また、新入会員の増加に合わせ、ロータリー情報委

員会において、今年度は新会員の方への教育の機会と
して全３部に分けた勉強会を開催していく予定です。
勉強会のプログラムは入会歴の浅い会員を主な対象と
しますが、長年在籍されている会員の方にも改めて
ロータリーを確認するために有意義な内容となるよ
う、しっかり作りこんでくれていますので、ご期待く
ださい。
　最後になりますが、会員増強には会員一人ひとりか
らのご紹介やお声がけが何よりの強みとなります。皆
様の温かいご協力をお願いいたしまして、就任のあい
さつと致します。１年間よろしくお願い申し上げます。

  理事（奉仕プロジェクト委員長）  

山 國 　 豊 ������
◎方針
　本年度は会長スローガンである

「ロータリー、より強く、より深く、
より楽しく」の言葉を受け、奉仕プ
ロジェクト委員会は、ロータリーの中核的価値観の１
つである・奉仕（Service）をより強化し、前に進め
ていけるような活動をしたいと思います。
　これまでも１委員会単独でというよりも、奉仕プロ
ジェクトの各委員会全体で事業に取り組むイメージの
強い奉仕プロジェクト委員会ですが、本年度はその相
互協力をさらに高めていき、職業奉仕、社会奉仕、国
際奉仕、青少年奉仕、スマイル委員会の各委員会間の
連携、事業に参加していただくメンバーの方々との絆
をより確かなものにしていきたいと思います。主な事
業としては、当クラブが例年通り取り組んできた地区
補助金事業に加えて、特別プロジェクトの地区補助金
事業の実施が既に決定しております。
　また、継続事業につきましても、これまでの流れを
引き継ぎながらも、より良いものに進めて、１人でも
多くのメンバーの参加が得られるよう、努めていきた
いと思います。
　職業奉仕に栗原さん、社会奉仕に田中（朋）さん、
国際奉仕に平石さん、青少年奉仕に佐藤（暖）さん、
スマイルに小野さんにお願い協力のもと、頑張ってい
きます。よろしくお願いします。
　本日の会議欠席で申し訳ございません。

  理事（財団委員長）  

梶 本 尚 揮 ������
　財団委員会委員長を拝命しました
梶本尚揮でございます。
　佐藤二郎会長運営方針に添い務め
て参ります。よろしくお願い申し上
げます。
　財団委員会はロータリー財団委員会には山下哲夫委
員長、石井和彦副委員長、萬歳幸治会員、村尾博司会
員、米山奨学委員会には谷口公啓委員長、白築忠治副
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委員長、吉田栄壮会員の皆さんで運営致します。
　ロータリーアンの寄付金により、ロータリー財団委
員会は「何か良いことをしよう。」を合言葉に奉仕プ
ロジェクト委員会が行う事業に協力を致します。
　また、米山奨学委員会は留学生への奨学金援助と、
ロータリークラブとの交流により相互理解を深めて参
ります。
　皆様のご協力を頂きます様、お願い申し上げます。

  Ｓ.Ａ.Ａ.  

宮 本 　 昇 ������
　皆様、こんにちは。S.A.A.理事委
員長を拝命頂きました、宮本　昇と
副委員長の長野　宏でございます。
まだまだ微力でございますが、一生
懸命努めてまいる所存でございますので宜しくご協力
下さい。
　本年度は特に年始から続いております新型コロナウ
イルスの影響でRC活動の在り方、例会運営を苦労し
ておりますが、皆様のご意見をもお聞きしながら、致
しますので、宜しく宜しく御尽力を賜わりたい所存で
あります。

  会　計  

橋 本 幸 範 �����������
　今年度、会計を担当させていただくことになりまし
た橋本です。
　私はこれまで、クラブ全体の会計をあまり意識した
ことはありませんが、この度初めて、全体の予算計画
を詳細に把握しました。１年間、適正・円滑な会計処
理に努めてまいります。
　皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上
げます。

  副幹事  

水 谷 耕 平 ������
　副幹事を仰せつかりました水谷です。
　今年度は、心強い相棒である上田
副幹事とともに会長、幹事を支えて
いきたいと思います。
　今年度の準備を進めるにあたって、佐藤会長から今
年度はコロナ回復年度との言葉をいただいておりま
す。まだまだ予断を許さない状況でございますので、
例会運営についても、臨機応変に、柔軟に対応してい
かなければならない場面もあるかと思います。そのた
め、緊張感をもって、頭を働かせて職責を果たしてい
ければを考えています。
　１年間どうかよろしくお願いいたします。

上 田 直 治 ������
　今年度副幹事を務めさせて頂きま
す上田でございます。
　新型コロナウイルスの収束も見え
ない中、毎年のように起こる、水害、
土砂災害と先の見えない時代になり
ましたが、皆様と共に前向きに頑張って参りたいと思
います。会長、幹事の支えとなるよう、また皆様の足
を引っ張らないように１年間精進して参ります。
　どうか皆さまよろしくお願い申し上げます。

長 野 　 宏 �����������
　今年度　副S.A.A.をさせていたきます長野です。S.
A.A.は初めてとなりますが、宮本　昇さんのもといろ
いろご指導いただきながら１年間頑張っていきたいと
思いますので皆さまどうぞよろしくお願いいたします。
　簡単ですが　よろしくお願いいたします。

掲　示　板

８月行事予定
❖ ８月４日（火）13：45 ～
　第２回理事役員会 ANAホテル４F
❖ ８月18日（火）16：30 ～
　ロータリー情報GM Gインテリジェントホテル３F
❖ ８月25日（火）13：45 ～
　第３回理事役員会 ANAホテル４F
９月行事予定
❖９月１日（火）13：40 ～
　第２回クラブ協議会（AGを迎えて） ANAホテル３F
❖９月９日（水）12：30 ～
　創立34周年記念例会 ANAホテル３F
　　←９月８日（火）昼例会の変更

委員長就任挨拶（７月14日
第1584回例会卓話）

  出席委員会　委員長  

折 本 　 緑 ������
　本年度、出席委員会委員長を拝命
した、折本でございます。
　今期は、新型コロナウイルスの影
響により、新しい生活様式を探しな
がら迎える初めての期となりました。まだまだ、みん
なで集まって会合をとなると、ちょっと気が引けてし
まいますね。しかし、参加してこそ価値のあるロータ
リークラブです。様々なことに注意しながら、可能な
方の積極的な参加をお願いしてまいります。
　年間のざっくりとした行事計画がよりわかりやすいよ
う、「出席カード」のレイアウトを変更しました。メイ
クアップ期間は前後２か月間に延びておりますし、イン
ターネットでのメイクアップ紹介も行ってまいります。
　「ヤルからには腹のど真ん中で」が私のモットーで



51245号

す。いわゆる三密を回避しながら参加奨励する必要が
あり、難しい年度となりそうですが、必ず新しい伝説
を作ります。皆さまには、お願い事が多い１年間にな
ると思いますが、どうぞお力をお貸しください。よろ
しくお願い致します。

  親睦家族活動委員会　委員長  

寺 本 真 司 ������
　2020-2021年度、親睦家族活動委
員会の委員長を担当することになり
ました寺本真司です。
　まだまだコロナ渦でロータリー事
業も先行きが不透明で、毎年恒例のイベントがこれま
でと同様の形式で開催できないことも多いのではない
かと思われます。
　当委員会はスタート時もそうですが、途中入会の新
入会員も編入されることが多く、入会年度の浅いメン
バーが中心の委員会構成になりますので、不慣れな点
も多々あるかとは思いますので、その辺りは気を付け
たいとは思うのですが、それよりも１日も早くメン
バーの顔と名前を憶えていただいて、楽しく交流でき
るように頑張っていきたいと思いますので、１年間よ
ろしくお願いいたします。

  プログラム委員会　委員長  

佐 藤 克 則 ������
　昨年に引き続きまして、プログラ
ム委員会の委員長を担当することに
なりました。
　昨年はコロナ騒動のせいで例会が
予定通り開催できず、卓話も実行できない時期があり
ました。残念でなりません。
　今年はそんなことが無いよう願っております。
　もともと今年の委員長は、平原さんの予定であり、
平原さんがかなりの計画を立てられております。
　この計画を基本として、事業を展開して行きたいと
思っております。
　皆様のご協力をお願いする次第です。

  クラブ広報委員会　委員長  

井 上 俊 博 �����������
　今年度クラブ広報委員会の委員長を拝命しました井
上です。
　公共イメージ委員会宮﨑委員長の方針、「HPの定期
的更新と対外広報活動の推進」、「マイロータリーへの
登録・利用促進」に従いクラブ広報委員会の方針とし
て、広島西南ロータリークラブの活動を、広報を通じ
て多くの人に知っていただけるように働きかけを行っ
ていきます。
また、計画として、

　１ ．新聞等または広島県・市の広報への広島西南
ロータリークラブの対外事業PRを推進します。

　２ ．ロータリーの友への投稿へ向けて、各種活動報
告等魅力ある内容を検討します。

　３ ．マイロータリーへの登録・利用促進に向け会員
へのPR推進を図ります。

　４ ．広島西南ロータリークラブホームページの定期
的更新とより良いHPへの強化を図ります。

という計画で進めていきますので、１年間よろしくお
願いいたします。

  会報資料委員会　委員長  

藤 田 　 進 ������
　今年度、会報資料委員会の委員長
を拝命いたしました藤田です。
　まだまだロータリー歴の浅い若輩
者ですが、佐藤会長のスローガンを
受けて、足を使った取材活動を行い、１年間しっかり
と当クラブにおける情報の取集、集約、共有、発信を
行なっていきたいと考えておりますので、どうぞ皆様
のお力添えの程、何卒よろしくお願い申し上げます。
　また、早速ではございますが、前回ご挨拶を頂きま
した理事の方でまだ挨拶原稿を頂戴していない方、本
日ご挨拶を頂きました各委員長の皆様につきましては、
藤田の方まで挨拶原稿をメール頂きます様、重ねてお
願い申し上げます。１年間よろしくお願い申し上げます。

  増強委員会　委員長  

河 原 英 二 ������
　増強委員会委員長を拝命しました
河原英二です。稲田会員、田中茂樹
会員という強力な布陣とともに１年
間増強に務める所存です。
　来る杉川ガバナー時代に向けて、10年会との連携の
もと、悲願の会員80人を目指して粉骨砕身頑張ります。

  会員選考・職業分類委員会　　　　  
  戦略計画委員会　　　　　委員長  

曽 里 　 裕 ������
　２つの委員会の委員長を兼任してお
りますのでまとめてご挨拶致します。
　まず、会員選考については田中和
之会員、荒木会員と担当致します。クラブ定款の会員
身分、全般的資格要件を参考に選考させて頂きます。
　戦略計画委員会は佐々木宏会員以下13名のメンバー
で担当致します。
　すでに当クラブにある戦略計画を皆さんに周知する
とともに、脇ガバナー方針「不易流行」を踏まえ、RI
の重点項目の一つである「５年先を考えたクラブ戦略計
画会議を各クラブで実行すること」を実施し、ウイズコ
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ロナを踏まえたクラブの将来について皆様と論議したい
と思います。皆様のご協力をよろしくお願い致します。

  ロータリー情報委員会　委員長  

岩 田 智 博 ������
　ロータリー情報委員長を拝命いた
しました岩田です。
　本年度のロータリー情報委員会
は、副委員長に杉本会員、委員に徳
納会員、３名で活動していきます。昨年度の徳納委員
長が作成されました、ロータリアンとしての基本的知
識のカリキュラムを引き続き、入会歴の若い会員に重
点を置き、会員全員対象にグループミーティングを開
催いたしますので、皆さんに参加のお願いをして、挨
拶とさせていただきます。

  職業奉仕委員会　委員長  

栗 原 佑 哉 ������
　この度、2020-2021年度奉仕プロ
ジェクト委員会、職業奉仕委員会の
委員長を仰せつかりました、栗原です。
　入会して親睦家族活動委員会、会
員増強委員会とさせていただきましたが、所属だけで
特に何もできず２年があっという間に過ぎました。
　しばらくはこんな感じで少しずつ足を運び、できる
範囲で活動しロータリーに慣れていければと思ってい
ましたが、この度、職業奉仕委員会の委員長というこ
とで機会をいただき自分で務まるのかと不安しかあり
ませんでしたが、スローガンの「ロータリー、より強
く、より深く、より楽しく」のとおりに、まずは私自
身がやってみようと思いました。
　皆様にご指導ご鞭撻をいただき１年間より強く、よ
り深く、より楽しく頑張っていきますのでよろしくお
願いいたします。

  社会奉仕委員会　委員長  

田 中 朋 博 ������
　社会奉仕委員長を拝命いただきま
した田中です。2020-2021年度会長
方針「ロータリー、より強く、より
深く、より楽しく」を基にさまざま
な奉仕活動に取り組んでいきます。なかでも、社会奉
仕は会員全員がワンチームとなって奉仕の精神に則
り、ロータリー活動を「より強く」推進していきます。
対外的には、実施する奉仕活動で広島西南ロータリー
クラブのイメージ向上と存在感をアピールするととも
に、会員への積極的な参加を促し、会員同士がより楽
しく活動できるよう、「奉仕と親睦」の充実を目指し
ます。昨年までの公共イメージでの経験を生かし、社
会奉仕活動も積極的に情報発信を実施したいと思いま

す。皆様、１年間、よろしくお願いいたします。

  国際奉仕委員会　委員長  

平 石 雅 史 ������
　この度国際奉仕委員長を拝命しま
した平石です。今年も例年通り広島
国際交流会館日本語教室の先生、生
徒の皆さんとの交流のできる企画を
考えています。また生徒の方を何人か例会にお招きし
ての卓話もお願いする予定です。
　１年間宜しくお願いいたします。

  青少年奉仕委員会　委員長  

佐藤 暖以子 ������
　今年度、青少年奉仕委員長を拝命
しました佐藤暖以子です。
　まだ入会して３年目で分からない
ことのほうが多く、不安もあります
が奉仕プロジェクト委員長の山國さんに色々と教えて
もらいながら、青少年奉仕副委員長の沖井さん、鍵岡
さんと共に頑張ります。今までのほほんと例会に参加
していましたが、委員長になるにあたって事前準備を
経験して初めて皆さんが水面下で色々と活動してくれ
ていた事を実感しました。
　新型コロナウイルスで計画通りにいかないことも多
いですが、できる限りの事をしたいと思っています。
１年間よろしくお願い致します。

  スマイル委員会　委員長  

小 野 　 誠 �����������
　今年度スマイル委員会の委員長を拝命致しました小
野でございます。小川副委員長・先小山会員と連携し
て努めて参りたいと思います。
　会員及び会員の企業からもたらされる喜ばしいメッ
セージを積極的に発信する場として参りたいと思いま
す。より強く・より深く・より楽しくスマイルを頂戴
することで浄財が構築され、奉仕プロジェクトを通じ
た奉仕活動を行うことにつなげて参りますので、１年
間よろしくお願い申し上げます。

  ロータリー財団委員会　委員長  

山 下 哲 夫 ������
　石井副委員長、萬歳、村尾両委員
とともに１年間役割を果たしたいと
思います。
　ロータリーは奉仕団体であり、金
銭での国際奉仕は財団が担っています。皆さんの浄財
を有効に活用するのも財団の役割です。それぞれの会
員にお願いすると思いますがその節はよろしくご協力
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のほどお願いします。

  米山奨学委員会　委員長  

谷 口 公 啓 ������
　米山奨学委員会の委員長を仰せつ
かりました。副委員長の白築会員、
委員の吉田会員のご協力を仰ぎなが
ら務めて参ります。財団系の委員会
は私のロータリーキャリアの中では初めてですが、先輩
方の活動の伝統を踏襲したいと存じます。具体的な活
動方針・計画については事業計画書をご参照頂けたら
と思います。特に例年と変わる事はありませんが（笑）。
　折角、佐古大幹事より仰せつかったお役目ですし、
前述の通り初めての委員会ですので「米山梅吉翁」に
ついて改めて勉強してみました。すると米山梅吉氏に
関して大きな誤解がある事が判り、かつ私の疑問の一
つが解けましたので皆さんにお伝えしたいと思います。
　ご存じの通り、米山梅吉氏は今からちょうど100年前
に日本で初めて創設された「東京ロータリークラブ」
の創設者の１人であり且つ初代会長です。その功績は
実に大きなものがあり、「日本のロータリーの父」と呼
ばれ日本のロータリーの発展の基礎を築きました。「米
山記念奨学会」もその功績を称えるものの一つです。
　その彼は、ロータリー関係の文献の翻訳も行ってお
り、その中の一つに「ロータリーの理想と友愛」（ポー
ル・ハリス著、原題：This Rotarian Age）がありま
す。これは昭和11年に三省堂から出版されています。
その中に今で言う所の「四大奉仕」についての部分が
ありますが、米山氏は「奉仕」と言う言葉は一切使っ
ておられません。原文にある「Service」は「サーヴィ
ス」として表現されています。
　ところが、昭和30年に再出版（訳：米山梅吉として）
された際には「Service」＝「奉仕」と訳されています。
彼の死後10年近く経っておりますので、彼がそう訳し
たとは考えにくいでしょう。（誰がそう訳したかは不明）
　私はロータリー活動で極めて頻繁に使われる「奉仕」
という用語は「Service」の訳語として概念的に適切
では無い、と以前から思っていました。アメリカでの
生活の長い米山氏が「奉仕」と訳した、と色々な文献
に記されているのには違和感を覚えていましたが、こ
れで疑問が解けました。「ロータリークラブはボラン
ティア団体ではない」と言う観点からも、日本でのロー
タリーの歴史100 年の節目に「奉仕」に代わる言葉を
考えてみても良いのではないでしょうか？

  西南の集い親善委員会　委員長  

児 玉 栄 威 ������
　この度継続して委員長を拝命しま
した児玉です。
　昨年度、予定していました西南の
集い in 広島は残念ながら延期とな

りましたが、十分な準備期間が確保できたということ
で前向きにとらえ、本年度も委員会活動に勤しんでい
きたいと考えています。
　今年度は来年４月10日に鹿児島で西南の集いが開催
されますので、委員会メンバーはもちろんたくさんの
会員の皆さんと一緒に参加したいと考えています。
　本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

  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委員長の
徳納です。自動継続の委員長です
が、コロナ禍の中頑張りますのでご
支援をよろしくお願いします。主な
事業は、広域公園の梅林整備と宮島包ヶ浦の桜整備
です。
　まず、梅林については市民の憩いの場となるべく、
毎月草刈りを実施し適時に施肥を行います。
　包ヶ浦の桜ですが、元気に育っているといいがたい
のですが、現在20本程度は生存しています。
　宮島は特別史跡、特別名勝に指定されて、勝手に植
樹をしたりできない事を知りました。
　西南RC創立10周年の記念樹を大切に育てることが
委員会の大切な事業ととらえることにしました。
　諸先輩が築いた歴史を守るのが委員会の役目と感じ
ています。ご協力をお願いいたします。

  台北新東RC親善委員会　委員長  

岩 田 智 博 �����������
　昨年に引き続き委員長を拝命いたしました岩田で
す。副委員長に遠崎会員、長野会員、伊藤会員、橋本
会員、５名で活動していきます。
　本年度は、来年６月のロータリー国際大会が台湾で
開催予定です。台北新東RCからも皆さんの参加を要
請いただいていますので、多くの会員の参加をお願い
して、挨拶とさせていただきます。

  10年会　委員長  

宮 﨑 　 真 ������
　10年会委員長の宮㟢です。10年会
が発足して４年が経ち、前年度入会
者のほとんどが10年会を体験しての
入会となりました。今年度の会員数
は71人と、70を超えてのスタートとなり目標の80人も
視野に入ってきました。
　コロナ禍ではありますが、増強委員会と連携して新
しい活動の在り方も模索して参ります。
　会員増強については会員一人ひとりの情報が重要に
なりますので今後ともご協力頂きますようお願い申し
上げます。



第1584回例会　７月14日  
　今日はロータリークラブ標準定款についてお話する
予定でしたが、熊本豪雨災害に関し、地区より１人
1,000円の目標で義援金支援の依頼がありました。
百万ドルの食事と善意の箱から会員数の71,000円を地
区に送金したいと思いますのでご了承下さい。また後
程西南の集い親善委員会の児玉委員長から熊本西南
ロータリーへのお見舞いの提案がありますので、皆様
のご支援ご協力をよろしくお願いします。
　平成26年８月の広島豪雨土砂災害、一昨年の西日本
豪雨災害で甚大な被害を受けた広島市民としては他人
事ではありません。最近は50年一度と言われるような
大雨が全国各地で降っております。この度は広島では
大きな災害が発生しませんでしたが、何時再び災害に
見舞われるかも判りません、日頃から災害発生時の避
難時の持ち出し品の整理、避難ルート、避難場所の確
認等心がけておきたいものです。
　叉、新型コロナウイルスの陽性者が広島市でも毎日
のように発生しております。こうした状況下野球・
サッカー等のイベントの開催、GO TOキャンペーン
のスタートなど人の往来が多くなってきており、今後
更なる感染者の増加が懸念されます。皆様におかれま
しては日々の感染予防策をよろしくお願いします。
　次に、７月７日の理事会の決定事項・連絡事項４点
申し上げます。
①ガバナー公式訪問
　日　程　ガバナー補佐訪問　 ９月１日　西南例会、

クラブ協議会開催
　　　　　ガバナー公式訪問　 ９月14日　広島サンプ

ラザで廿日市RCとの
合同例会開催

　テーマ　・会員基盤強化
　　　　　・ 新型コロナウィルスに対応するクラブ運

営の在り方について
　　　　　・ロータリー財団寄付について
②創立記念夜間例会
　 創立記念夜間例会は９月９日開催予定ですが、新型

コロナの影響に鑑み、例年ご家族、OBの方にも声
掛けをしておりましたが、今年度は会員だけで行う
こととし、例会と懇親会を分け懇親会は希望者のみ
とします。

③丸石子供の家との平和公園の清掃
　コロナの影響を考慮し取り止めとしました。
④クラブ運営費
　 月額1,000円引き下げ、3,000円から2,000円としまし

た。この財源として会員誕生日のお祝いをクオカー
ドに致しました。

　以上ご理解の程よろしくお願いします。

第1585回例会　７月21日  
　今日はオリンピックと事件ということで少しお話し
たいと思います。本来であれば今日21日は東京オリン
ピック2020のサッカーの予選がスタートする日です。

第1583回例会　７月７日  
　皆様今日は、2020-21年度会長をおおせつかりまし
た佐藤です。浅学菲才の私ですが精一杯頑張りますの
でよろしくお願い致します。
　最初に新型コロナウイルスで命を落とされた方、こ
の度の熊本球磨川流域を襲った豪雨災害で被災された
方のご冥福を心からお祈り致します。
　今年度は準備期間中に新型コロナウイルスが猛威
をふるい、緊急事態宣言が発令され、例会の休会を
初めPETS、地区研修会が中止となる異常事態のなか
で新年度をスタートできるか心配しましたが、何と
か2020-21年度をスタートできることは無常の喜びで
す。
　今年度の国際ロータリーのホルガー・クナーク会長
は「ロータリーは機会の扉を開く」をテーマとされ、「奉
仕プロジェクトを通じて、会員自身や受益者の人生を
より豊かにするための道を開くのがロータリーであ
る。」と言われ、戦略的優先事項と目的として、より
大きなインパクトをもたらす、参加者の基盤を広げる、
参加者の積極的なかかわりを促す、適応力をたかめる
とされました。
　脇正典ガバナーは「不易流行～楽しくなくてはロー
タリーではない～」と信条をかかげられ、不易「原点
の確認、変えてはならないこと」として職業倫理、
nobles oblige、親睦、家庭教育をあげられ、流行「柔
軟性、時代に合わせて変わる」として多様性、公式訪
問の見直し、少子高齢化、他団体との連携、会員増強
をあげられました。
　６月下旬から東京をはじめとする関東では新型コロ
ナウイルスの新規感染者が増加、今月に入り広島、岡
山、鳥取でも新たな感染者が出るなど、新型コロナウ
イルスの脅威が再び身近に迫っております。このよう
な状況下では新型コロナ以前の日常に戻ることは難し
く、withコロナの時代のロータリーを模索し例年とは
異なる運営をせざるを得ません、本年度は先程のRI
会長テーマ、ガバナー信条を念頭におきながら、皆様
お一人お一人が自分にとってロータリーとは何かを考
えて頂く年にして頂ければと思います。
　また、今年度は2021-22年度の杉川ガバナー年度の
準備年度となるうえに、来年の４月10日に西南の集い
in鹿児島、地区大会が５月15日、16日に防府市で開催、
国際大会が台北で６月12日から開催され、姉妹クラブ
の台北新東ロータリークラブから沢山のロータリアン
の来台を要請されるなど、最後まで息を抜くことがで
きない年となります。
　新型コロナに負けず、皆さんのご支援ご協力を得な
がら頑張って行きたいと思います。
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お気持ちであることは間違いなく、多くの会員が葬儀
に参列することはご遺族のお気持ちに反すると考え、
私の判断で皆様へのご連絡が遅れましたことお詫び申
し上げますとともに、ご理解の程よろしくお願い致し
ます。
　山下幸彦直前会長は７月23日早朝から廿日市の山の
手入れに出かけられ、木を切ったり草を刈ったりと頑
張っておられましたが、途中で胸が痛いと訴えられ車
で横になっておられたそうです。何度も様子を見に行
かれましたが、だいぶ楽になった水が欲しいと言われ、
お水をもって行かれたところ息をされておらず、搬送
された病院で蘇生されることなく永眠されました。体
にどこも悪いことはなく死因は急性心筋梗塞だろうと
のことです。
　ご葬儀はご家族・ご親族・従業員の方々を中心とし
た厳粛な中にも温かい雰囲気の中で執り行なわれまし
た。
　山下直前会長は昭和34年２月４日お生まれで、満61
歳というあまりにも早い突然のご逝去でした。ロータ
リー歴は平成13年９月18日ご入会で、以来数々の委員
長、理事役員を歴任され、昨年度会長として会員数を
71名まで増員されました。また年度後半には新型コロ
ナウイルス流行にともなう緊急事態宣言の中、難しい
舵取りを見事に果たされました。山下直前会長はこと
のほかロータリーを愛し、ロータリー活動に熱心な方
でした。奉仕活動に積極的に取り組まれるとともに、
例会においてもプロジェクターやパソコンの準備・操
作など裏方の仕事にも率先して取り組んでおられまし
た。我がクラブにとってかけがえのない方であるとと
もに、良き父であり、たよりになる経営者でした。
　今日はプログラムの時間に特にお付き合いの深かっ
た３名の方に思い出をお話し頂き、山下幸彦直前会長
のご冥福を皆様でお祈りしたいと思います。尚、お悔
みにお伺いしたいとのお考えの方もおられると思いま
すが、ご遺族の皆様は大変お疲れになっておられま
す。暫くはそっとしておいて欲しいとのことです。よ
ろしくお願いします。

日本中がオリンピックの開催で興奮状態、お祭り騒ぎ
が始まっていたはずですが、新型コロナウイルスによ
り、静かな夏になってしまいました。
　オリンピックは平和の祭典と言われていますが、過
去の歴史を振り返ると歴史に翻弄されてきたスポーツ
の祭典でもあります。まず、第一・第二次世界大戦の
影響で中止となった大会が５回あります。1916年のベ
ルリン、1940年の東京大会の代替のヘルシンキ、1944
年のロンドン、冬季大会の1940年の札幌、1944年のコ
ルチナ・ダンペッオと５大会あります。
　若い方はご存知ないと思いますが、1972年のミュン
ヘン、広島商科大学の田口信孝氏が100m平泳ぎで金
メダルを取った大会ですが、パレスチナゲリラのテロ
行為によりユダヤ人選手ほか11人が犠牲となった事件
がありました。テレビニュースで選手村の中を銃を
持った西ドイツのテロ対策部隊の兵士が走り回ってい
る光景を鮮明に覚えています。1980年モスクワ大会で
は旧ソ連よるアフガン侵攻の影響で西側諸国がボイ
コットし、当時全盛期を迎えていたマラソンの瀬古利
彦選手が参加できず悔し涙にくれた大会です。1984年
のロサンゼルス大会はその反動で東側諸国がボイコッ
トしました。
　2004年のアテネ大会では膨大な開催費用が結果的に
ギリシャの財政を圧迫し財政危機の発端となり、EU
全体の財政にも影響を与えました。2016年リオデジャ
ネイロも同様にブラジルの財政危機の発端となったう
え、ジカ熱騒動がありました。オリンピックは決して
バラ色の歴史ばかりではなく、東京2020の新型コロナ
ウイルスによる延期もこの一つと言えるかもしれませ
ん。
　新型コロナウイルスが収束し、オリンピックが開催
できたとしても新型コロナウイルス対策で未曽有の財
政負担をおこない、赤字国債を乱発している我が国が、
オリンピック終了後にギリシャ、ブラジルと同じよう
な財政危機を迎えないか心配がつのりますが、来年東
京オリンピックが無事開催されることは、新型コロナ
ウイルスのワクチンが開発され、コロナウイルスが収
束することを意味します。
　来年東京オリンピックが予定通り開催され、世界中
から観光客が来日して景気回復に繋がってくことを祈
りたいものです。

第1586回例会　７月28日  
　本日の例会は予定を変更して、山下幸彦直前会長急
逝に伴う追悼例会とさせて頂きます。
　山下幸彦直前会長は７月23日12時過ぎに永眠されま
した。ご逝去の報を受けたのは同日の夕方でした。あ
の元気な山下直前会長が亡くなられるとは信じられ
ず。冗談ではないかと思いました。
　お通夜、ご葬儀の対応につきましては、ご遺族の強
いご意向で家族葬に近い形で執り行いたいとのご希望
がだされました。皆様にご葬儀の予定をお知らせする
と、都合のつく方は全員参列して哀悼の意を伝えたい

７月７日
執行部一同　新型コロナウイルスの早期終息と2020-
21年度の広島西南RCの発展を祈念し出宝致します。
稲田　健二会員　先月の最終夜間例会でジアリフレ
をご注文いただきありがとうございました。除菌・
消臭に役立ちますので、よろしくお願いします。
熊本　卓司会員　７月５日（日）またＴＶに出まし
た。新しいスタートとしてまた申告させて頂きます。
今シーズンも西南ロータリークラブに貢献します。
よろしくお願いします。
７月14日
山下　幸彦会員・岩田　智博会員　昨年度は会員の
皆様には大変お世話になり、ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

スマイルボックス

91245号



第1583回例会� ７月７日
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
お誕生記念月記念品贈呈
前年度会長・正副幹事へ記念品贈呈
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。／７

月14日（火）開催のクラブ協議会案内を回覧。未回
答者は回答のこと。／コロナウイルス感染拡大防止
の為、７月例会の来客は氏名受付のみ、当面会員卓
話の予定。今月のメークアップも特例で前後２ヶ
月。／７月会費は７月21日（火）予算決算報告後に
発送。／同好会半期会費を８月会費で請求。７月14
日迄にメンバーを連絡のこと。／例会変更。／例会
終了後、理事役員会開催。

スマイルボックス
　執行部一同、稲田健二会員、熊本卓司会員
出席報告
　会員数 71名 出　席　57名　欠　席　14名
プログラム
　理事役員就任挨拶

第1584回例会� ７月14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
ご結婚記念月記念品贈呈
　結婚記念日挨拶　［三つの感謝］　梶本　尚揮
　７月６日は金婚式でした。遠方に住む娘達家族から、
寄せ書きと花が届き感激しました。
　お時間を頂きましたので、金婚式を迎え感じている

「三つの感謝」　についてお話しします。
　一、 これまで、これからも支えてくださる皆様へ感

謝。（多くの皆様に支えられています）
　二、 妻の変らぬ愛念に感謝。（50年の長い歳月を支

えてくれています）
　三、授かった命に感謝。（80歳になります）
　福寿の席で「お前百までわしゃ 99まで共に白髪の…」
と唄われていますが、今や人生百年が現実になりました。
　先輩方を見習って次の目標にむかいます。皆様も元
気で結婚記念日を迎えられます様、お祈りしてエール
を送ります。
　今日は祝って頂き誠にありがとうございました。
会長時間
幹事報告
　 ロータリーレート変更の案内（１ドル＝108円→107

円、７月から）。会員手帳・クラブ月報配布の案内。
／同好会メンバーは本日迄に連絡のこと。／例会変
更。／例会終了後、クラブ協議会開催。

スマイルボックス
　山下幸彦会員・岩田智博会員
出席報告
　会員数 71名　出　席 58名　欠　席　13名
プログラム
　委員長就任挨拶

第1585回例会� ７月21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
　 事業計画書・決算資料配布の案内。／８月18日（火）

夜ロータリー情報委員会GMを開催予定。今年度は
全会員対象、３部構成での開催。特に入会５年未満
の会員は是非参加のこと。／例会終了後、理事役員
集合写真を４Ｆ写場で撮影予定。月報編集会議は１
Ｆ会場で開催。

出席報告
　会員数 71名 出　席 50名　欠　席　21名
プログラム
　予算・決算報告

第1586回例会� ７月28日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
物故会員黙祷
　当クラブ山下幸彦直前会長（広島畳材㈱代表取締役社長）
　７月23日ご逝去（61歳）
会長時間
幹事報告
　 Ｂ５判会員名簿配布の案内。／例会変更。／次週８

月４日例会はスクール形式の着席。
出席報告
　会員数 70名　出　席 61名　欠　席  9名
　ゲスト  1名
プログラム
　山下幸彦直前会長追悼例会

例　会　記　録

DONATION
7  月 年度累計

ス マ イ ル 113,000 円 113,000 円
善 意 の 箱 16,586 円 16,586 円
100万ドル 120,909 円 120,909 円

ロータリー、より強く、より深く、より楽しく10 2020年 7月



扱いを工夫すること。承認。
　⑻創立記念例会の方向性について
　　 佐藤会長から説明。例年は家族、ＯＢにも声掛け

をするが、今回は会員だけとする。例会だけでも
出席扱いとし、それが分かる形の出欠を取る。全
会一致で方針決定。

　⑼西南の集いご案内
　　 児玉理事から説明。鹿児島で開催。別件であるが、

熊本西南に豪雨災害のお見舞いをしたい。とりあ
えず状況をみる。

　⑽次年度予算の確認
　　 橋本理事、佐藤会長から説明。親睦家族活動委員

会の予算を下げて、一般会費を1000円下げてい
る。山國理事から、平和公園清掃を取り止めたた
め青少年奉仕の予算減額との説明。

　⑾各理事役員報告
　　 各理事から行事等について報告。山國理事から８

月29日に子供食堂事業を行うとの説明。豚汁は中
止。参加規模は７、８名くらいを予定。

　⑿その他
次回開催日
　第２回理事役員会　2020年８月４日（火）13：45
　集合写真撮影予定なので、ネクタイ着用。
閉会挨拶　根石副会長
　意見を出し合いながら進めていきたい。次年度は35
周年なので準備を続けていく必要がある。皆様のご意
見を伺っていきたい。

2020-2021年度　第１回理事・役員会　議事録

日　時：2020年７月７日　13時45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、梶本、
　　　　宮﨑、児玉、宮本、山國、水谷、橋本
欠席者：山下（幸）

佐藤会長挨拶
　１年間宜しくお願いしたい。皆様の協力をお願いする。
議事
　⑴６月次年度合同幹事会報告
　　 佐古幹事より資料をもとに報告。メークアップに

ついては各クラブで対応。
　⑵公式訪問、クラブ協議会について
　　 佐藤会長から説明。９月14日に廿日市RCと合同

で公式訪問を実施。場所はサンプラザ。７月21日
に廿日市RCの会長幹事とテーマを協議する。

　⑶青少年交換派遣学生募集について
　　 佐古幹事から資料をもとに説明。これまで当クラ

ブでは派遣していない。
　⑷ロータリー財団奨学生募集について
　　佐藤会長から資料をもとに説明。
　⑸ダメ、ゼッタイ。普及運動について
　　 佐藤会長から説明。支援は見送ることを決定。
　⑹出席免除申請について
　　林本会員、小川会員から申請。いずれも承認。
　⑺８月プログラムについて
　　 桒田理事から報告。外部卓話についてはマイクの

７月の会員記念日

岡田　真規　７日
時岡　俊介　29日

会員誕生日
橋本　幸範　２日
梶本　尚揮　６日

山國　　豊　７日
熊本　卓司　９日

結婚記念日 パートナー誕生日
山下　幸彦夫人　文子様　１日
佐藤　克則夫人　直美様　４日
桒田　博正夫人　裕子様　６日
藤井　良造夫人　由子様　９日
宮本　　昇夫人　敬子様　15日
室﨑　雅宣夫人　寛子様　24日

創　業　月
荒木　　攻　（医）光臨会 Ｓ61年
林本　正継　カープフーズ㈱ Ｈ25年
児玉　栄威　㈱児玉鑑定 Ｈ19年
鍵岡　　馨　㈱ベストインシュアランス Ｓ56年
室﨑　雅宣　㈱ヒロセキ Ｓ34年
杉川　　聡　㈱第一ビルサービス Ｓ38年
佐藤　二郎　八洲管理㈱ Ｓ43年
田中　朋博　㈱ザメディアジョン Ｈ２年

入　会　月
小川　光博　H８年
林本　正継　H９年
先小山英夫　H15年
佐藤　二郎　H17年
佐藤　克則　H18年
児玉　栄威　H25年
長野　　宏　H28年
井上　俊博　H29年
藤井　良造　R１年
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2020年８月25日発行  

2020-2021年度の第１号の会報誌を発行することができました。2020年はコロナ禍の中で始まり、今まで経験したこと
のない中でのスタートとなりましたが、岡本副委員長、影久会員と共に、１年間精一杯頑張ります。また、今号を作成
中に山下直前会長の訃報に接しました。私はまだ当クラブに入会して３年目の若輩者ですが、山下直前会長は私の様
な新入りに対しても分け隔てなく優しく接して下さいました。津田子供の家（現在　丸石こどもの家）の人たちと植林
整備事業を行った際も、とても生き生きと活動しておられました。この様な活動に初めて参加した私は、山下直前会
長の様なロータリアンになりたいと憧れました。謹んで、山下直前会長のご冥福をお祈り申し上げます。 （藤田　進）



　平石　雅史会員
　先週の23日木曜日午後３時ぐらいだったでしょうか。
　会長職ご苦労様の飲み会の予定を聞こうと電話をし
たところ山下さんの電話は留守電に変わりました。そ
れから数分後にお姉様から弟の幸彦がつい先ほど亡く
なったと折り返しのお電話いただきました。あまりに
突然なことでにわかに信じられませんでした。すぐに
でも駆け付けたいところでしたが私が２週間の自宅待
機の身でありそれもかないませんでした。
　山下さんとはお互いがRCに入る前から顔見知りでは
ありましたがRCに入った後、同い年ということもあり
一番の友としてお付き合いをさせていただきました。
　お互いに酒が好きでよく飲みましたが山下さんが私
より先につぶれることはありませんでした。いつもニ
コニコして２次会３次会と誘ってもいつものセリフの

「ええよ」と付き合ってくれました。またキャンプや

　山下幸彦さんとの思い出　杉川　聡会員

スキーも家族ぐるみで良く行きました。
　特にスキーはかなりの上級者で自分も滑りたいのに
子供たちの先生としてずっと教えてくれました。唯一
親の遺言と称してゴルフだけはしませんでしたが、球
技には自信がなかったんでしょうかね。アイアイ会の
野球で私は見抜きましたよ。
　会長職も終わりまたこれからいろいろとお互いに楽
しんで行こうと思った矢先で残念でなりません。西南
で一番温厚で人望のあった山下さんですが最後も皆に
迷惑をかけずに、すっと旅立たれました。それも山下
さんらしいと思いたいのですがちょっと早すぎます。
今後、例会で山下さんの姿が見かけられないのはみん
な寂しい思いがすると思いますが山下さんの穏やかな
あの笑顔は忘れることはないと思います。
　心よりご冥福をお祈り申し上げます。 合掌

2009-10年度・IM主催
•記念講演、野口健氏「富士山から日本を変える」

実行委員長

大国 七蔵

総務委員会 （5人）
・テーマの検討・講師に関す
る一切の事項・各クラブへの
案内状・来賓への案内・登録
推進・出席者名簿作成(受付
用)・名札・リボン・記念品
手配・終了後の礼状他
委員⻑ ＊平石雅史
副委員⻑ 山下幸彦
曽里裕・室崎雅宣・末廣浩一
郎

副実行委員長
奥田 實

実行委員会幹事・副幹事
杉川 聡・平石雅史・事務局

山下幸彦さん 年度 杉川

１９９７年 ・入会
・入会 ２００１年
・副幹事（20周年） ２００６-７年度 ・幹事（20周年）

2007.5.26.台北新東２０周年記念式典参加
・IM実⾏委員会総務委員会副委員⻑ ２００9-１０年度 ・ガバナー補佐幹事（IM実⾏委員会幹事）
・２５周年総務委員⻑ ２０１１-１２年度 ・２５周年委員会副実⾏委員⻑
・３０周年委員会副実⾏委員⻑（代⾏ ） ２０１６-１７年度 ・会⻑（30周年）
・会⻑ ２０１９-２０年度 ・地区ガバナーノミニー
・直前会⻑ ２０２０-２１年度 ・地区ガバナーエレクト
・地区会計⻑ ２０２１-２２年度 ・地区ガバナー(35周年）

2011-12年度・25周年記念事業
•シンポジウム「森から見る未来」

CWニコル氏を迎えて。
•被災地支援事業、石巻中学校に体育用品寄贈（山下さん撮影）
•子ども森林体験（スタッフとして参加）

（長）山下 幸彦

（副）先小山英夫

岡本 俊雄・

佐々木 信幸・

※末廣浩一郎

会長 山下 哲夫

運営委員会

実行委員長 村尾 博司

副実行委員長 佐々木 宏

副実行委員長 杉川 聡

総

務

2006-07年度・20周年記念事業

• 守ろうボクらの太田川製作（DVDが有ります。）
• モンゴルの図書館への本・教材・家具一式の贈呈
• 台北新東と蛇紋石テーブル寄贈

当時は
山下副幹事

杉川
幹事

当時の
佐々⽊会⻑

佐々木会長

実行委員長 小野 和彦

副実行委員長 中山 忠之

副実行委員長 今井 諭

幹事 杉川 聡

副幹事 山下 幸彦

2016-17年度・30周年記念事業
①2014年8月の土砂災害で甚大な被害を被られた可部町山田自治会集会所再建
費用支援。
②カンボジア、コッコン地区にある寺院に孤児達が生活できる宿舎建築費用及
び自立支援。
③３０周年を記念して、創立時メンバーの熱い思いのこもったモニュメントを
広島市に寄贈。平和公園内にモニュメント、他国語案内板

会長 杉川 聡
【運営委員会】
実行委員長 山下哲夫

副実行委員長 平石雅史
副実行委員長 平原一彦
副実行委員長代行 山下幸彦
顧問（長期計画委員長） 佐々木 宏

2006.5.26.・台北新東RCとの交流会 2021‐22年度・地区ガバナー年度
•杉川ガバナー
•佐々木宏代表幹事
•山下幸彦会計⻑

山下さん、本当に有難う。
ゆっくりお休み下さい。

また、何年か先にはそちらに参りますので、
一緒に遊んで下さい。
本当に有難う！！

７月28日山下幸彦会員追悼例会

ロータリー、より強く、より深く、より楽しく12 2020年 7月



　山下直前会長を偲んで　岩田　智博会員
　山下直前会長と私の思い出について、少し語らせて
いただきます。
　皆様もご存知の通り、いつも素敵な笑顔で、「ええ
よ～」と何でも飲み込んでしまう包容力の塊のような、

「仏の山下」のあだ名がそのままの方でした。
　西南ロータリークラブ入会前の１月半くらいから、
もう退会された濵田会員の週３回という無茶な誘いで
困っていた私につきあい、朝方まで飲んでいるときも
必ず最後までニコニコと…
　いろんな会の世話役もされ、誘えば必ず参加され最
後まであの笑顔で「ええよ～」と、人を大切にされて
いました。
　約11年弱のお付き合いの中で、年に１～２度、やさし
く「がんちゃん、あれは直した方がええで」と注意し
諭してくれました。こんなことを言ってくれる方は、そ
んなにいないので私のとっては本当に大切な方でした。
　２年前に、幹事のお話があり、この２年間は山下さ
んとはこれまでになく濃密な時間を共に過ごさせてい
ただき、私にとって貴重で大切な時間となりました。

　山下幸彦会員を偲んで　佐々木　宏会員
　皆さんとともに山下直前会長を偲びつつ、追悼の言
葉を述べさせていただきます。ここに山下幸彦直前会
長のご冥福をお祈りするとともにご霊前に哀悼の意を
ささげます。
　23日の午後訃報の連絡がありました。全く信じがた
いことであり、信ずることができなく、信じたくない
ことであり、驚きであり、驚愕でありました。ただた
だ茫然自失の状態でした。奥様、ご家族の悲しみは幾
ばくものかと推し量るにも難いものがあります。
　その２日前の21日の例会時に山下さんと30分余り杉
川ガバナー年度の取り進めについて話をしたばかりで
あり、その時は非常にお元気で、会長が終わったと云
う安堵感もありさわやかでもありました。
　杉川ガバナー年度では地区の会計長として重責を
担っていただくことになっていました。コロナのため
に昨年度の地区の事業はほとんどが中止に追い込まれ
ています。この秋からは杉川年度主催の事業が始まり
ます。今のコロナの第２波が来ている状況ではリアル
な会議等の実施は難しく、オンライン会議等を実施し
なくてはらない状況にあります。山下さんはその方面
に造形が深く、我々も彼の能力に大きく期待をかけて
いた所です。それもかなわないこととなりました。
　彼はクラブ創立15周年の時に入会しました。私とは
18年余りの付き合いとなります。それから５年後に私
が会長を務めたとき杉川さんが幹事、山下さんが副幹
事の布陣で私を支えてくれました。その年は創立20周
年の年でもあり、記念事業、式典、例会、また台北新
東RCの対応と大変でしたが、杉川幹事とともに見事
にその役目をこなしてくれ成功に導いてくれました。
彼の力に寄るところも大きいものがありました。その
後彼とのお付き合いは深まりました。
　人を大切にし、すべての人を受け入れる大きな包容
力を持っていました。優しい気持ちを持った人でし
た。それだけに彼のことを悪く言う人もいません。仕
事を頼んでもいつもにこやかに受けてくれ、立派にこ

私の家族、犬まで大変かわいがっていただき、感謝
です。
　山下さんは、以前ラブラドールを２匹飼われていた
ようで、私の家で飲むときは我が家の犬（ラブラドー
ル）をいつもそばにおいて「お前はかわいいの～賢い
の～」と２時間も３時間も撫でまわしていました。そ
の我が家の犬も７月23日の早朝に亡くなり、朝から広
島市の火葬場に連れていき、昼間からひとしきり泣き、
やけ酒を飲んで寝ていました。夜、風呂から出てふと
スマホを確認したら、すごい数の着信があり「何かあっ
たのかも」と思い一番着信が多く残っていた山下さん
の携帯へ連絡を入れました。
　娘さんから話を聞きショックと落胆「今日はなんて
日だ！」心がざわつきました、すぐ自転車で妻と、山
下さんの顔を見に自宅へ伺いました…
　気持ちよさそうな顔で眠っているようで…
　まだまだいろんなことを教えてもらいたかったのに…
　まだまだいろんなことを諭してもらいたかったのに…
　本当に、ありがとうございました。
　ゆっくりとお休みください。 合掌

なしてくれました。飲み会に誘っても断ることもあり
ませんでした。その後幹事、理事　委員長を数多く務
められ、昨年度は会長も見事に務められました。
　コロナで３か月に渡り例会は中止となり、クラブの
活動も止まりました。このようにロータリー活動が３
か月に渡り休止することはロータリー始まって以来の
ことであり、大変な年度でもありました。その対応に
ついても心を砕いていたのではないかと思います。
　私たちは自らの生活においてもステイホームを余儀
なくされ、生活様式も一変しました。私たちにはその
重圧感が負いかぶさってきたことも間違いなくありま
した。だけど彼は見事に会長年度を乗り切りました。
７月を迎えた時には山下さんには全てを成し遂げた満
足感と安堵の気持ちが滲みでていました。
　あらためて立派に会長を務められたことにおめでと
うと祝福の言葉をお送りします。
　彼は１男１女のお子様がいらっしゃいます。長男の
浩平君は後継者として一緒に仕事をしています。
　浩平君とは軽音楽同好会で一緒になりますが、物静
かな好青年です。
　きっと彼が後を継いで頑張ってって経営を担ってく
れるとものと思います。そして早くお嫁さんをもらっ
てお父さんを喜ばせてください。
　山下さんはこれまでクラブに大きく貢献してこられ
ました。そしてこれからもクラブ、地区にまだまだ活
躍していただけなければなりませんでした。我々は大
きな支柱を失いました。
　創立30周年の記念誌に彼の言葉が残っています。
　「 クラブを通じて大きく成長させて頂きました。私

自身一番変わったことは、責任をもって行動する
ことが備わってきたことです。これからも多くを
吸収し、更なる成長を続けるよう精進します。」

　心優しい山下さん。家族から社員から会員の皆さん
から愛された山下さん。
　どうか安らかにお休みください。 合掌
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慎んで山下直前会長のご冥福を
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


