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　さる 10月１日（木）広島西RC例会にて、ANAクラウンプラザホテルへ飛沫感染防止ついたて寄贈式が行われ

ました。

　この事業は普段例会場になっているANAクラウンホテルに、コロナ禍においても『例会をより安全に開催する為

とロータリークラブ例会以外でも活用頂きホテルの維持発展に役立てて頂く』との観点から企画されました。

　当日は広島西RC浜田会長と広島西南RC佐藤会長からホテルへ目録の寄贈をしました。例会場には早速ついたて

が設置され快適に例会が開催されましたことを報告致します。� 理事（公共イメージ委員長）　宮﨑　真

広島西RCと広島西南RC合同事業
飛沫感染防止ついたて寄贈式

10月1日（木）
10月1日（木）
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国際ロータリー第2710地区
2020-21年度

地区補助金事業実施報告
広島⻄南ロータリークラブ

社会奉仕委員会

■地区補助金プロジェクト
•プロジェクト名
•社会福祉法人「広島県肢体障碍者連合会」の障害者支援施設
「セルプ宇品」へ電気式焼き芋機１台及びポップコーン機１台
を寄贈する。

•補助金申請額 ２９０，０００円
•クラブ資金 １５３，４７０円
•総額 ４４３，４７０円

■贈呈式（実施概要）
•実施日 令和２年１０月２６日
• 13時〜13時30分
•実施場所 セルプ宇品
• 広島市南区宇品東6丁目2-20
•参加人数 広島県肢体障害者連合会様 ２名
• 事務局スタッフ 3名
• 施設入居者 9名
• 広島⻄南ロータリークラブ 6名

■贈呈式スケジュール

地区補助金事業地区補助金事業
「セルプ宇品」へ電気式焼き芋機１台及びポップコーン機１台の寄贈「セルプ宇品」へ電気式焼き芋機１台及びポップコーン機１台の寄贈

10月26日（月）
10月26日（月）地区補助金事業地区補助金事業

「セルプ宇品」へ電気式焼き芋機１台及びポップコーン機１台の寄贈「セルプ宇品」へ電気式焼き芋機１台及びポップコーン機１台の寄贈
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ダ・ゲイツ財団がロータリーの寄付に対して２倍の額
を上乗せすることになりました。
　2020年１月、ロータリーとビル＆メリンダ・ゲイツ
財団は国際協議会でポリオ根絶に年間１億5000万ドル
を投入するための長期パートナーシップを継続するこ
とを発表しました。
　ロータリーはこの様に長期に渡りポリオ撲滅運動に
力を注いできました。ポリオ撲滅まであと少しのとこ
ろまで来ています。
　次回はポリオの現状と今後の支援活動についてです。

第1595回例会　10月13日  
　今日はポリオの話を小休止し、10月６日の理事会の
報告をします。９月の４連休から３週間が経過しまし
たが、心配された新型コロナウイルス感染者の急増は
なく、又アクリル製衝立も準備出来たことから、例会
出席は今日の例会から通常の例会出席の形に戻し、全
員出席扱いの特例は終了します。例会欠席の場合は必
ずメークアップをお願いします。尚ZOOMによる例
会参加は出席扱いとしますが可能な限りリアルの例会
に出席頂きたく宜しくお願いします。メークアップ期
間は前後２ヶ月間とします。
　次に地区補助金事業のセルプ宇品への電気式焼き芋
機、ポップコーン機の寄贈は「ふれあい祭り」が中止
になったことから、10月26日に少人数で寄贈式を実施
することにしました。皆様に沢山ご参加頂きお祭りを
盛り上げたかったのですが残念です。
　11月27日（金）の廿日市RCとの合同夜間例会は新
型コロナウイルスに鑑み、中止の申し入れがありまし
たので、11月24日（火）昼に西南単独で通常の形で例
会を実施します。
　今年度は新型コロナウイルスの影響で予定の変更が
多発しておりますがご理解の程宜しくお願いします。
　次に今月は「経済と地域社会の発展月間」及び「米
山月間」です。米山月間については先週谷口会員が素
晴らしい卓話をされましたので、「経済と地域社会の
発展月間」について少しふれたいと思います。このテー
マは2014年10月のRI理事会で決定されたもので、６
つの重点施策の一つです。すなわち『貧困地域の経済
発展を目的とした起業家、地域社会のリーダー、地元
団体を含む地域ネットワークの向上、雇用創出、支援
が行き届いていない地域社会での貧困の削減、経済と
地域社会の発展に関連した仕事に従事することを目指
す専門職業人のための奨学金支援を強調する月間』で
す。10月７日の世界銀行発表によれば、１日1.9ドル
以下で暮らす極度の貧困層は７億2,900万人と世界人
口の9.4％を占めています。新型コロナウイルスの蔓
延でこの数値が悪化することが予想されます。ロータ
リーではこうした問題に目をむけ、グローバル補助金
を活用した支援を積極的に呼びかけています。2710地
区ではグローバル補助金事業に取り組むクラブはまだ
少なく、西南としてもグローバル補助金を活用した国
際奉仕活動を検討していければと思います。

第1594回例会　10月６日  
　各テーブルにあるアクリル製衝立板はコロナウイル
ス対策として、広島西ロータリークラブから共同制作
の提案があり90セット製作したものです（西南は30万
円、約30％負担）。10月１日西RCの例会でANAホテ
ルに寄贈し、例会や懇親会で活用していきます。秋・
冬の感染対策として有効と考えます。
　さて今日はロータリーにおけるポリオ撲滅運動の歴
史を振り返ります。
　1979年にフィリピンの600万人の児童に５ヶ年計画
でポリオ予防接種を開始したのが最初です。これは保
健・飢餓追放及び人間性尊重プログラムの初のプロ
ジェクトで国際ロータリー 75周年基金から補助金が
授与されました。
　1985年のロータリー創立80周年に当たり、ポリオ・
プラスプログラムをスタート、ポリオにはしか、ジフ
テリア、結核、百日咳、破傷風の５つをプラスして、
同時追放を目的としました。当時のポリオ発症例は
125カ国で年35万件です。
　1986年７月、日本で５カ年計画の「ポリオ・プラス
募金キャンペーン」をスタート。1991年６月には目標
40億円を上回る49億円の寄付が集まりました。
　1988年、ロータリー、世界保健機関（WHO）、ユニ
セフ、米国疾病対策センター（CDC）が先導し、ビ
ル＆メリンダ・ゲイツ財団も支援する世界ポリオ撲滅
推進活動（GPEI）が発足しました。
　1995年、規定審議会でポリオ・プラスの目標は西暦
2000年までにポリオを一掃し、2005年までにポリオ撲
滅を証明することが採択されました。
　2002年、ポリオ根絶募金キャンペーンで2002年４月
より8,000万ドルの募金キャンペーンがスタート、日
本は３年間で1,600万ドル集めることを目標としまし
た。ポリオ発生は1985年の125カ国から７カ国に減少、
ポリオ発生件数も1,919件と99％減少しました。
　2007年、規定審議会でポリオ撲滅を国際ロータリー
の最優先目標とすることが承認され、同年11月ビル＆
メリンダ・ゲイツ財団はポリオ撲滅のためにロータ
リーに１億ドルのチャレンジ・グラント（ロータリー
がゲイツ財団の１億ドルと同額を集めること）を授与
しました。
　2009年１月の国際協議会で、ゲイツ財団はさらに２億
5,500万ドルの寄付を発表、これを受けてロータリー財団
は2012年６月30日までに２億ドルを集めることに同意。
　2013年６月リスボン国際大会でポリオ撲滅活動を支
援 す る パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 拡 大 を 発 表、「END 
POLIO NOW」の撲滅活動の一環として、2013-18年
ポリオ撲滅戦略計画を支援する目的でビル＆メリン
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続き宜しくお願いします。

第1597回例会　10月27日  
　田中和之会員が昨夜10時41分に広島市民病院で永眠
されました。死因は肝硬変による多臓器不全と聞いて
おります。昨日午後状況がかなり悪いとの知らせを聞
き、お見舞いに伺いました。大変重篤な状況でしたが
ご家族の許可を得てお目にかかることができました。
顔色は土色で人工呼吸器をつけ非常に苦しそうなお顔
で意識朦朧とされていましたが、田中さん頑張ってと
声をかけたとき何かおっしゃりたいような仕草をされ
ました。
　一目お目にかかれたことがせめても慰めです。
　田中会員は昭和39年10月29日のお生まれで、満56歳
の誕生日を目前にしたご逝去でした。ここ１、２年体
調をくずされ入退院を繰り返しておられましたが、退
院された時は可能な限り例会に出席され、ロータリー
活動のことを気にかけておられました。平成27年３月
３日の入会で活動期間は短かったのですが、皆に愛さ
れた素晴らしいロータリアンでした。
　田中さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
　さて、昨日地区補助金事業として計画した、障害者
支援施設セルプ宇品に電気式焼き芋機及びポップコー
ン機の贈呈をおこないました。セルプ宇品を運営してい
る社会福祉法人広島県肢体障害者連合会の小田会長様、
小谷常務理事、施設利用者様９名が列席、西南からは
６名が参加し温かい雰囲気の中で贈呈式を行いました。
　贈呈式終了後早速贈呈した機械で作った焼き芋、
ポップコーンを利用者の皆さんに食べて頂き、大変喜
んでもらいました。後程担当の社会奉仕委員長の田中
さんから詳細をご報告頂きます。

第1596回例会　10月20日  
　10月24日は世界ポリオデーです。これにちなみ今月
はポリオ根絶の話をしてきましたが、今日は最終回と
してポリオ根絶活動に取り組むロータリーの活動をま
とめたビデオを見て頂くことにします。
　アフリカで野生株ウイルス最後の流行国だったナイ
ジェリアで、過去４年間発症が確認されなかったこと
から、世界保健機構（WHO）は2020年８月25日に、
ナイジェリアで野生株のポリオウイルス感染が終息
し、アフリカ大陸からの根絶を宣言しました。
　アフリカ大陸での根絶により残るポリオ発症国はア
フガニスタンとパキスタンの２カ国のみとなりまし
た。2019年発症人数はアフガニスタン29人とパキスタ
ン144人です。
　ポリオ根絶の実現に向けて大きく進展しています
が、発症を根絶するにはさらなる前進と粘り強さが必
要です。アフガニスタンとパキスタンは政情不安、人
口移動、地理的要因、場合によってはワクチンの拒絶
や誤解といった課題に直面しています。
　ポリオ根絶のためにはポリオ根絶に関心を持ち続け
支援していくことが重要です。西南ロータリークラブ
は今年度目標として、ポリオ・プラスに一人当たり35
ドルの支援を行います。皆さんの浄財がポリオ根絶と
いう世界的なプロジェクトに貢献しています。

　（ビデオ視聴）

　ビデオの音声が英語でかつ字幕が小さかったため後
方の方は良く見えなかったと思います。My Rotaryで
検索すると今日の動画を見ることができます。是非一
度ご覧頂ければ幸いです。世の中はコロナ一辺倒です
がロータリーの重点施策のポリオ根絶への支援を引き
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意見を頂戴頂ければと思っております。何卒宜敷く
お願い申し上げます。
三好清隆会員　松井市長より米寿の祝いを頂きまし
た。※家内とは同年代で中小企業の現役として広島
では最高齢であると云われました。子供後継ぎが女
性で、社員の為頑張っております。

経済レポート令和２年10月６日

10月27日
藤井良造会員　芝楽会優勝（フォレストヒルズ）

10月６日
小野　誠会員　アクリル製つい立板寄贈の御礼。
藤井良造会員　８拠点目のリハウスセンターオープン。
深谷泰之会員　Gotoトラベルについて、わかりやす
くまとめました。一つは、ほぼすべての旅行で35%
割引。二つ目は、予算の限りがありますので、年内
目安にご利用下さい。
10月13日
折本　緑会員　BOXに「ミセスジャパン2020広島大
会」のチラシを入れさせていただきました。広島に
はミセス中心のコンテストがなく、誘致したもので
す。今年は出場し、ぜひとも冠をとり、来年主催し
たいと思っています。広島の美しい女性を増やしま
す。応援よろしくお願いします。
10月20日
熊本卓司会員　次の日曜日10月25日、朝９時30分よ
り10時まで（30分放送）テレビ新広島「そ～だった
のカンパニー」で会社が宣伝されます。今回はリモー
トにて出演させて頂きました。弊社の社員さんが会
社PRのためお願いだから出て下さいと頭を下げられ
た次第です。皆さまよろしければ見て頂き色々とご

スマイルボックス



例　会　記　録
第1594回例会� 10月６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
　根石会員挨拶
　お誕生日のお祝いをいただきましてありがとうござ
います。
　11日で53歳になります。確か論語では50は天命を知
るということになっていまして、50を少し過ぎてはい
ますが、日々の忙しさにかまけて天命を知ることもで
きず、うろうろするばかりです。最近、字を書いたり
するとき近眼の眼鏡をあげてしまうようになって、自
分の父も50歳の頃老眼鏡を買いに行っていたね、とい
うことを思い出して、それで年齢を感じる次第です。
　誕生日と言えば、子供の誕生日は指折り数えて祝っ
てもらえますが、私の誕生日はアピールしないとその
まま過ぎてしまうように思います。ただ、誕生日を祝っ
てもらうのは、祝ってあげたんだからという見返りや
下心がありますから、純粋に喜べないのですが、ロー
タリーからのお祝いは見返りを求められないので、心
から喜びたいと思います。
　ロータリーに参加でき皆様から祝っていただけたこ
とに心から感謝し、お礼とさせていただきます。あり
がとうございました。
　【五十にして天命を知るの解説】

　【注釈】孔子が晩年に振り返って言ったことば。
　　　　  『論語・為政』に「子曰く、吾十有五にして

学に志す、三十にして立つ、四十にして惑わ
ず、五十にして天命を知る、六十にして耳順
う、七十にして心の欲する所に従えども、矩
を踰えず（私は十五才で学問を志し、三十才
で学問の基礎ができて自立でき、四十才にな
り迷うことがなくなった。五十才には天から
与えられた使命を知り、六十才で人のことば
に素直に耳を傾けることができるようにな
り、七十才で思うままに生きても人の道から
外れるようなことはなくなった）」とあるの
に基づく。

会長時間
幹事報告
　 ロータリーの友誌・ガバナー月信・米山記念奨学会

豆辞典配布の案内。／ロータリーレート変更の案内
（１ドル＝106円→105円　10月から）。／10月27日（火）
夜開催の職業奉仕委員会GMの案内を回覧。未回答
者は回答のこと。／例会終了後、理事役員会開催。

スマイルボックス
　小野　誠会員、藤井良造会員、深谷泰之会員
出席報告
　会員数 70名　出　席 50名　欠　席 20名
　　　　 　　　来　客  0名
プログラム
会員卓話

「米山奨学委員会卓話」
　谷口公啓　米山奨学委員長
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第1595回例会� 10月13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
会長時間
幹事報告
　 年内に会員手帳追加シールを作成予定。記載事項の

変更がある会員は事務局迄連絡のこと。／ 11月27
日（金）夜の廿日市RCとの合同夜間例会は中止、
11月24日（火）昼の例会開催への変更の案内。／本
日16：30～ロータリー情報委員会GMをグランドイ
ンテリジェントホテル２Ｆで開催。

スマイルボックス
　折本　緑会員
出席報告
　会員数 70名　出　席 57名（オンライン参加２名含む）
　　　　 　　　欠　席 13名　来　客  0名
　　　　 　　　来　賓  1名
プログラム
外部講師卓話

「コロナ状況下の地域企業」
　ワイエムコンサルティング㈱専務取締役
　有冨之信　様

感感染染原原因因・・経経路路 感染症専門医 忽那賢志氏作成

2

新新型型ココロロナナ感感染染のの動動きき CCOOVVIIDD‐‐1199

・・ ２２００１１９９年年12月月 中中国国武武漢漢でで発発生生

・・ ２２００２２００年年 1月月 日日本本国国内内感感染染患患者者発発生生

3月月 パパンンデデミミッックク宣宣言言 WHO
4月月 国国内内緊緊急急事事態態宣宣言言

5月月 解解除除 ( 49日日間間 )

・・ ２２００２２００年年 9月月末末：： 国国内内感感染染者者数数約約8万万5千千人人、、死死者者1600人人
・・ パパンンデデミミッッククはは、、２２００年年間間でで３３回回発発生生

1

SSoocciieettyy  55..00  ににつつななががるる CCoonnnneecctteedd  IInndduussttrriieess

資資料料：：経経済済産産業業省省
4

『『 VV  UU  CC  AA 』』 のの時時代代 将将来来予予測測がが困困難難

• V：： Volatility     （（変変動動性性））

• U：： Uncertainty（（不不確確実実性性））

• C：： Complexity （（複複雑雑性性））

• A：： Ambiguity  （（曖曖昧昧性性））

3

SSoocciieettyy  55..00 でで実実現現すするる社社会会

資資料料：：内内閣閣府府

5

SSDDGGss  （（持持続続可可能能なな開開発発目目標標）） はは 「「六六方方よよしし」」

・SDGs はは企企業業活活動動のの重重要要なな一一要要素素ととししてて

主主流流化化ししてていいくく

・SDGsは “六方よし” （（企企業業はは意意識識すすべべしし））

売り手よし、買い手よし、世間よし

＋

造り手よし、地球よし、未来よし

・・企企業業イイメメーージジのの向向上上、、社社会会課課題題へへのの対対応応

生生存存戦戦略略、、新新たたなな事事業業機機会会のの創創出出

2030年年 17のの目目標標、、169ののタターーゲゲッットト

6
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経経営営者者のの従従来来意意識識のの変変化化

• 従従業業員員のの安安全全、、衛衛生生 ・・健健康康意意識識のの向向上上

• 従従来来のの当当たたりり前前ののややりり方方をを見見直直すす気気運運

• リリススクク ・・ BCP へへのの感感度度のの高高ままりり

• テテレレワワーークク等等働働きき方方制制度度 ・・環環境境整整備備のの必必要要性性

• 営営業業等等のの非非対対面面化化、、新新たたなな商商売売ネネタタのの模模索索

• 事事業業継継続続意意識識のの減減退退 ( ⇒⇒ 承承継継・・M&A・・廃廃業業 )

8

製製造造業業のの備備ええととししてて

• 材材料料等等のの調調達達ルルーートト (SC) のの見見直直しし、、柔柔軟軟性性

• 拠拠点点のの見見直直しし (分分散散化化、、一一部部国国内内回回帰帰)
• ジジャャスストトイインンタタイイムム かからら ジジャャスストトイインンケケーーススへへ

• 在在庫庫量量をを見見直直すす

• 部部品品のの標標準準化化

• 自自社社のの生生産産継継続続とと取取引引先先へへのの供供給給維維持持

9

ココロロナナ禍禍でで起起ききてていいるるこことと

• 経経済済活活動動のの大大幅幅なな落落ちち込込みみ ( “巣巣ごごももりり需需要要” はは増増加加 )
• ココロロナナ関関連連倒倒産産

• 解解雇雇 ・・雇雇いい止止めめ

• 主主要要企企業業減減益益・・赤赤字字決決算算予予想想発発表表、、 病病院院経経営営のの悪悪化化

• 空空港港 国国内内主主力力路路線線減減便便、、 国国際際線線減減便便 ・・全全便便運運休休

• 長長年年のの経経営営課課題題順順位位のの意意識識変変化化 「「１１位位はは民民需需停停滞滞にに」」

7

★★ここれれかかららのの方方向向性性

• 不不確確実実事事象象にに対対応応のの備備ええ 効効率率性性だだけけでではは乗乗りり越越ええらられれずず

• デデジジタタルル社社会会へへのの急急激激なな進進展展 ( Society5.0 )
• 地地方方分分散散型型社社会会へへのの動動きき ( 遠遠隔隔化化・・非非接接触触化化 )
• 仕仕事事エエリリアア 都都市市かからら地地方方、、オオフフィィススかからら自自宅宅へへ

• 働働きき方方のの多多様様化化がが加加速速 ( デデジジタタルル化化ととセセッットト )
• リリモモーートト化化、、ででききるる職職種種ととででききなないい職職種種あありり ( 向向きき不不向向きき )

• EC・・宅宅配配需需要要のの拡拡大大、、キキャャッッシシュュレレスス化化のの進進展展

11

「「デデジジタタルル田田園園都都市市国国家家」」 人人間間中中心心ののデデジジタタルル社社会会

12

資資料料：： デデジジタタルル・・ニニッッポポンン2020

地地域域企企業業のの経経営営課課題題

人人手手不不足足・・採採用用・・育育成成 多多様様なな働働きき方方 売売上上高高・・販販路路拡拡大大

労労働働生生産産性性のの向向上上 効効率率化化  ・・  IITT活活用用 新新事事業業・・新新商商品品開開発発

事事業業承承継継 資資金金繰繰りり 海海外外展展開開

技技術術・・ノノウウハハウウのの伝伝承承 費費用用のの増増加加 競競争争激激化化

人人口口減減少少　　・・　　少少子子高高齢齢社社会会　　・・　　一一極極集集中中　　・・　　SSDDGGss　　・・　　災災害害対対策策

新新型型ココロロナナ感感染染拡拡大大

10

観観光光需需要要のの復復興興

• 広広島島県県 外外国国人人観観光光客客数数 ２２００１１９９年年 ２２７７６６万万人人

• 日日本本全全体体のの観観光光需需要要２２８８兆兆円円 ８８割割がが国国内内

• ココロロナナ終終息息後後、、７７割割のの日日本本人人はは国国内内旅旅行行にに行行ききたたいい

• 毎毎年年２２千千万万人人、、海海外外へへのの旅旅行行者者のの国国内内回回帰帰にに期期待待

• ママイイククロロツツーーリリズズムム ( 国国内内近近隣隣旅旅行行 ) のの推推奨奨・・発発信信

• 観観光光資資源源のの見見直直しし とと 再再度度磨磨きき上上げげ

13

おおわわりりにに

• 生生態態系系とと人人間間ののつつききああいい方方、、ココロロナナウウイイルルススととのの共共生生

• ココロロナナ以以前前のの同同様様なな状状態態ににはは戻戻ららなないい、、大大転転換換期期

• ままわわりりのの変変革革がが一一気気にに加加速速ししてていいくく ( DX ・・ CX )
• リリアアルルととデデジジタタルルののババラランンスス ( 意意思思疎疎通通はは大大切切 )
• ししななややかかなな立立ちち直直りり・・復復元元力力 (レレジジリリエエンンスス )
• 各各所所ででみみんんなながが知知恵恵・・工工夫夫でで懸懸命命にに取取りり組組んんででいいるる

• 大大変変革革がが求求めめらられれるる時時代代、、ままずずははススモモーールルススタターートトかかららもも

• 大大切切ななののはは 「「変変革革へへのの経経営営者者のの前前向向ききなな強強いい意意志志」」

14

　今回はクラブで一番身近な標準ロータリークラブ定
款と、推奨ロータリークラブ細則に焦点をあててお話
しします。
　その前に知っておかなければならないのがロータ
リー章典です。ロータリー章典は規定審議会や過去の
RI理事会が決定した事項の全てが収録された、ロータ
リーにとって最も重要な規約集です。ロータリーの一
般方針や基本方針が掲載されておりRI理事会会合と規
定審議会の後に改定されます。
　歴史を振り返ると1905年最初のシカゴロータリーク
ラブ創立当時の定款は「会員の事業上の利益の増大」
と「親睦の充実」が謳われ、荒れたシカゴの町で信頼
できる仲間を集め、クラブ内でお互い融通を効かせて
有利な取引を始める等、大変エゴイズムに満ちた出発
をしました。
　翌年入会したドナルド・カーターは相互扶助を批
判、社会活動としての奉仕の概念が芽生えたものの、
それまでに入会した会員はほとんどが親睦・互恵を目
的として入ってきており対立しました。その結果1908
年ポールハリスはシカゴクラブを退会し２年後に当時
16クラブまで拡大していたロータリークラブの連合体
である全米ロータリークラブ連合会を設立し、親睦・
互恵の活動は従来のクラブで、奉仕拡大の活動は全
米ロータリークラブ連合会で受け持つこととなりま
した。
　その後国境を越えカナダにクラブが設立されたのを
機に連合会の名称をロータリークラブ国際連合会に変
更、更に1911年に大西洋を渡ってアイルランド、スコッ
トランドでクラブが結成され、1922年国際ロータリー

第1596回例会� 10月20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
　 クラブ月報配布の案内。／ 11月17日（火）昼のク

ラブ協議会の出欠未回答者は、回覧に回答のこと。
／ 11月会費でのロータリー財団寄付EREY（Every 
Rotarian Every Year）100＄請求の案内。／例会
変更。

スマイルボックス
　熊本卓司会員、三好清隆会員
出席報告
　会員数 70名　出　席 49名（オンライン参加５名含む）
　　　　 　　　欠　席 21名　来　客  0名
プログラム
会員卓話
研修リーダー発表「RI定款・クラブ細則について」
　曽里　裕会員・佐々木宏会員
　プログラム委員長から急遽演題を頂きまとめてみま
した。
　定款・細則についてはロータリーでは組織規定と位
置付けられておりMy Rotaryにはロータリーの組織規
定と法的文書として記載されています。
　国際ロータリー定款、国際ロータリー細則、標準ロー
タリークラブ定款、推奨ロータリークラブ細則があり、
これとは別に国際ロータリーのロータリー財団細則等
もあります。

経済と地域社会の発展月間・米山月間8 2020年 10月



の名称となったと同時に、お互いのクラブは共通の
ルールで運営すべきとの考え方から、同年米国で開催
されたRI国際大会で標準定款が採択されました。また
1922年以前に設立したクラブもほとんどがこの標準定
款を採択しました。
　それに伴って国際ロータリーに直接監督権が与えら
れました。ただ、この直接監督権はクラブがRI定款、
RI細則、標準ロータリークラブ定款に違反した場合に
のみ行使できます。
　従って前述３つの規約に違反しない限りほとんどす
べての活動はクラブが自由に選択することができ、こ
れらはクラブ細則で規定します。特に奉仕活動の実践
に関してRIは要請できても強制はできません。
　標準ロータリークラブ定款は第一条から第十九条ま
であり、第二条の名称と第四条のクラブの所在地域は
しかるべき手続きを取ってクラブで決めることができ
ます。名称は他クラブと区別できる名称にするのは勿
論ですが、所在地域については同じ地域内に他のクラ
ブを設立しても良いことになっています。広島市内に
は12クラブあり、ほとんどが部分的に同じ地域をテリ
トリーとしています。ちなみに当クラブの地域は紙屋
町を起点として十日市－土橋、己斐橋－旭山神社を結
ぶ東西の線の南側と紙屋町－鷹野橋－南大橋－元安川
の南北を結ぶ線の西側、佐伯区及び廿日市市となって
います。つまりこの範囲に事業所や住居のある方が当
クラブに入会できるわけですが、近年あまり厳密に考
えられないようです。
　次に定款は多年にわたり改正を重ねてきました。３
年に一度開催される規定審議会のみが定款を改正でき
ます。各地区から改正案を提出し代表議員が出て投票
で採決します。定款が改正されると規定審議会直後の
７月１日に、各クラブはその改正を自動的に採択し
ます。
　次に近年世界のロータリークラブは大きな変革期に
あります。2016年の規定審議会ではクラブに大幅な柔
軟性が与えられました。定款に例外規定を設け、「クラ
ブ細則が定款に優先する」なる文言が設定された規定
があります。これまででは全く考えられないことです
が、例えば例会頻度、形式、出席に関する柔軟性では
細則に規定すれば最低月２回例会を開催すれば良いこ
とになり、オンラインの出席やEクラブのような形式で
出席しても良いことになりました。
　会員種類にしても、正会員、名誉会員の他、家族会
員や法人会員等設定出来ることになりましたし会員身
分も詳細な項目は削除されました。これらのことはク
ラブ独自で決定できるわけで、これからクラブのアイ
デンティティーをしっかり作り上げていかなければな
りません。そしてクラブの管理運営はクラブが独自に
定めた細則に従って行われますのでクラブ自治権を最
大限に発揮するにはクラブ細則の大幅な改定が必要と
なります。戦略計画委員会の役目かもしれません。委
員長を担当する私にとっては肩の荷が重く感じる次第

です。
　最後に当クラブのクラブ細則に少し触れておきたい
と思います。RIが提唱したCLP（クラブ・リーダー
シップ・プラン）を採用したときの推奨クラブ細則を
もとに作成したものです。クラブ独自の項目は第３条　
理事役員選任の手順を指名委員会の指名で行うこと、
第６条第４節　会費の免除、昨年改正した第５条　
第２節　メークアップの期間をこれまで通り、休ん
だ例会の前後14日（19年度の規定審議会で定款がメー
クアップの期間を年度中と改正したため）にしたこと
です。
　次年度は当クラブから地区ガバナーを輩出し、地区
の役割を皆さんで分担します。ガバナーはRIの役員で
あり、地区は言わばRIの出先機関のようなものですか
ら標準ロータリークラブ定款だけでなくRI定款、細則
の理解も必要です。ロータリー章典にすべて記載され
ていますので、組織図に名前のある方は是非これから
ロータリー章典を読んでおいてください。

第1597回例会� 10月27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
　 11月10日（火）夜開催のパスト会長会・11月17日（火）

昼のクラブ協議会の未回答者への回答依頼の案内。
／例会変更。／例会終了後、例会場前で月報編集会
議を開催。／本日18：00 ～職業奉仕委員会GMをグ
ランドインテリジェントホテル２Ｆで開催。／次週
は祝日で休会、次回例会は11月10日（火）。

スマイルボックス
　藤井良造会員
出席報告
　会員数 69名　出　席 52名　欠　席 17名
　　　　 　　　来　客  0名
プログラム
会員卓話

「職業奉仕について」
　栗原佑哉　職業奉仕委員長
　「超入門　職業奉仕の入口」（国際ロータリー第2760
地区2013-2014年度　職業奉仕委員会委員長　村井總
一郎編集）より抜粋
Ⅰ　職業奉仕は顧客満足度を上げるサービスと考える
　この章では職業奉仕という言葉を理解する為に、「職
業サービス」という言葉に置き換えて考えてみましょ
う。何人かのロータリアンの方が、「サービス」と「奉
仕」という言葉の解釈や、意味合いの違いを述べられ
ておられます。奉仕とサービスは全く同じ解釈の言葉
とは思いませんが、ここでは難しく考えず、「サービス」
と広くとらえて前に進みましょう。
　さて、この「サービス（職業サービス）」という言
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葉をロータリーに持ち込んだのが、アーサー・フレデ
リック・シェルドンです。
　シェルドンは1868年米国ミシガン州で生まれ、経営
学を専攻していました。販売学を基本として自らも図
書の訪問販売をし、営業成績を上げていたと言われて
います。
　1902年シカゴでビジネススクールを設立し、サービ
スの理念を盛り込んだ販売学を教えていました。
　当時のシカゴの商取引は「騙すより騙された方が悪
い」、「同業者はすべてライバル」、「法さえ犯さなけれ
ば何をやっても良い」といった荒廃した、職業モラル
もない状態でした。しかしその中でも、顧客を増やし
継続し発展している店があり、そこには幾つかの共通
点があることにシェルドンは気づきました。それが
サービスということでした。
　シェルドンが言ったサービスは次の通りです。
　１、適正な価格
　２、経営者・従業員の接客態度
　３、品揃え
　４、公正な広告
　５、取扱商品に対する知識
　６、アフターサービス
　今のサービス業界では当たり前のことばかりです
が、詐欺まがいの商売や誇大広告の溢れていた当時で
はとても重要な考えであったと思います。
　このサービスについて、具体的な例で考えてみま
しょう。私自身が体験した事や、過去に聞いた話をい
くつか取り上げてみます。

①列車の車内販売
　新幹線などに乗車して車内販売を利用とした時に、
座席前方から来るワゴンはわかりやすいですが、後方
からくるワゴンはわかりにくいものです。売り子さん
によって違うのでしょうか、後方から早足で通過され
ると、気がついた時にはもう３、４列くらい座席から
離れ、気の弱い私は大声で呼びもどすことが出来ず、
次のチャンスを待つ事になるのです。
　職業サービスの出来ている売り子さんは、にこやか
な表情で後方から近づく時は、少しゆっくりした歩み
で通り過ぎてくれます。
②病院の受付
　今は医業もサービス業かと思うくらい、丁寧な応対
をしてくれますが、ひと昔前までは結構、横柄な病院
窓口がありました。昼休憩の間際に行くと受付で舌打
ちをされたり、会計の時大きなお札しかなくて支払お
うとすると「困るんですよ。次から小銭用意して来て
下さい」と怒るというか怒鳴るような口調の会計窓口
に出くわしたことがありました。先生がどんな名医の
方でも、通院したくなくなるような病院がありました。
　このような反省か分かりませんが、最近は患者に対
し○○さま、と呼ばれ随分変わったものだと思います。
③ホームセンター

　これもひと昔前の話で恐縮ですが、あるホームセン
ターに缶切りを買いに行きました。場所がわからず店
員に聞くと、「さぁ？」と考えて「主任さぁーん」と
持ち場を離れて行き何分も待たされました。
　別のホームセンターでは、「缶切りをお探しですか？
こちらにどうぞ」と刃物売り場へ誘導してくれ、棚の
前で「こちらにございますが、よろしければＢ－○○
番の棚のキャンプ用品の売り場にも少し置いてござい
ます」と案内してくれました。
　どちらが「職業サービス」が出来ているか明解です
ね。今や書店でもドラッグストアでもこのように案内
してくれます。
④不動産屋
　猫を飼っている人がペット飼育可能なマンションを
探しに訪問した話です。猫の飼えるマンションのこと
で…と言いかけたと同時に「ペットの飼える部屋はう
ちにはありません！」と高飛車に、さもそんな粗悪な
ものは扱ってないみたいな言い方をしました。
　どうでしょう、顧客の思いを考えたら「ペットと入
居可能な物件ですね、申し訳ありませんが当店では現
在取り扱っているものはございません」と言えば良い
のではと思います。店の雰囲気もきっと良くなること
でしょう。

　このように、様々な場面でのサービス向上を考える
と、それは顧客満足度を高めるためのもので、価格に
転嫁されてない職業サービスと言えるでしょう。もし、
あなたが物販飲食などの場面でサービスが悪いな、従
業員態度が悪いなと思ったら「職業サービス（奉仕）」
が出来ていないなぁと考えるようにすれば、職業奉仕
の一端が見えてくることになると思います。
　では、職業サービスはいわゆるサービス業だけの話
でしょうか？製造業ではどのように考えるのでしょう
か？　次に例を挙げてみますので、考えてみて下さい。

ⅰ外国製のひげそり
　私が学生の頃です、ドイツ製のひげそりを購入しま
した。説明書を見ますとすべてドイツ語でした。まぁ
適当に動かせば使う事が出来るのですが、せめて英語
の説明書をつけてくれれば辞書を片手に文意がわかる
のにと思いました。
　もし日本の大手家電メーカーが海外にひげそりを輸
出するとしたらどうでしょう、きっと日本語の説明に
代えて相手国の言語の説明書を入れるはずです。
　最近、そう高くもない時計を買っても、７ヶ国語く
らいで記載された取扱説明書を見ます。ちょっと過剰
なサービスかと思いますが、メーカーとしての職業
サービスです。
ⅱ良く似たシャンプーとコンディショナー
　大浴場のあるホテルやゴルフ場で、シャンプーやコ
ンディショナー・ボディーソープが３本くらい並んで
置いてあることがよくあります。中にはボトル印刷が
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薄くて判読しにくいものや、同じ形、同じ色のボトル
になっているのが多いようです。使い慣れないので、
どっちがどっちと頭髪を洗った濡れたままでの顔で判
別しにくい場合があります。こんな時に「キャップに
突起」とか「ボトルにくびれ」とかの違いがあれば便
利だと思います。
ⅲ商品開発
　購入ボタンに手の届かない小さな子どものために、
低いところにボタンを付けた自販機の開発、高齢者用
に腰掛けが有る高層エレベーター、利用者のことを考
えた様々な商品開発はメーカーの職業サービスと言え
ます。

　さて、この様に色々と私たちの回りの職業サービス
を見てきました。共通して言えることは、顧客満足度
を上げてリピーターを獲得することに繋がっているの
です。「ホスピタリティ」を良くしたサービスと表現
しても良いと思います。これが、シェルドンが教えて
いた販売学で、リピーター獲得により継続し発展させ
る、良質な「職業サービス」だったのです。
　ロータリーの標語で、最も多く奉仕するもの、最も
多く報われる、というのがあります。
　シェルドンが提唱したものです。「最良奉仕の最多
果報」と簡潔に言われることもあります。

He profits most who serves（his fellowes）best.
（事業繁栄の職業奉仕の理念）

※これに対し
Service above self（超我の奉仕）…弱者を助ける人
道的活動の理念という、フランク・コリンズが提唱し
たと言われる標語があります。

　シェルドンの標語はのちに、「He」が「They」に
なり、そして「One」と変わっていく経緯がありますが、
ここでは原文のまま解釈していきます。
　今は（his fellowes）が略されていますが、自分に
関する人たちに最善のサービスをしていれば、必ず自
分の利益に繋がる。良い顧客サービスは会社を発展さ
せ、良い利益を生み出すものとなると解釈できます。
　またシェルドンは「大きな火は大きな熱を生み出す
が、小さな火は小さな熱しか生まない」とも言ってい
ます。多くの良質な職業サービスを行うことが自社へ
の見返りが多くなるということでもあります。
　ではこの職業サービスをロータリアンとしてどう実
践するかについて考えてみましょう。
　今一度シェルドンのサービスの概念を見て下さい。
経営者自身が行うことがほとんどです。
　広告内容、品揃え、サービスの向上、利益の適正配
分…
　その中でも、従業員教育が重要であるということで
す。接客態度、言葉づかい、商品知識、などを職業サー

ビスとは何かを教育することです。
　シェルドンの職業サービスという言葉で職業奉仕が
少しおわかりいただけたでしょうか？自分の職業を
しっかりやるということの内容が見えたことと思いま
す。顧客の満足を意識した職業サービスを心掛けると
いうことです。
　そこで職業奉仕の入門は、奉仕の心を持ってあなた
の職業を営みなさいをキーワードとして考えて下さ
い。奉仕の心と職業を営む心は同じと言う、前述の説
明が理解出来ると思います。
　あれっ？　ちょっと待てよ、これじゃ経営コンサル
タントと変わらないじゃないの？　　ロータリーの職
業奉仕ってもっと違うことじゃないの？　サービスを
金儲けの道具にすることが職業奉仕なのですか？　と
の質問が出ると思います。
　当然の疑問です、これはあくまでも入り口としての
考えで、次の章でロータリーとしての職業奉仕を考え
ていきたいと思います。

Ⅱ　職業奉仕と社会奉仕
この図をご覧下さい

『ロータリーの樹2008』（渡辺好政　元RI理事）

　この図は、当RI第2760地区　豊田ロータリークラブ
の斎藤直美ＰＤＧが発案されたと言われている『ロー
タリーの樹』です。いろいろな場面で使われています
ので、ご覧になった方も多いかと思います。入会して
間もない方は初めてご覧になるかもしれません。

（新世代奉仕は現在は青少年奉仕となっております）

DONATION
10  月 年度累計

ス マ イ ル 54,000 円 229,000 円
100万ドル 93,368 円 405,962 円
善 意 の 箱 13,187 円 45,012 円
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ロータリー情報委員会ＧＭロータリー情報委員会ＧＭ 広島グランドインテリジェント
ホテル2F� 10月13日（火）
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広島グランドインテリジェント
ホテル2F 10月27日（火）職業奉仕委員会GM職業奉仕委員会GM
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10月の会員記念日

山國　　豊 １日
上田　直治 ８日
杉川　　聡 ８日
影久　知也 ８日
先小山英夫 ９日

遠崎　秀一 10日
根石　英行 11日
岩田　洋子 19日
白築　忠治 23日
田中　和之 29日

会員誕生日

結婚記念日

パートナー誕生日

創　業　月
石井　和彦　養神館病院 S７年
伊藤　英彦　㈱クロマ H16年
梶本　尚揮　㈱綜合建築設計 S50年
佐々木信幸　㈱ネクサス H４年
岡田　真規　㈱リノベートファーム H21年

白築忠治夫人　啓 子様　８日
山本　豊夫人　幸 子様　20日
徳納武使夫人　貞 子様　22日
岩田智博夫人　美恵子様　25日

入　会　月
曽里　　裕 H３年
杉川　　聡 H９年
根石　英行 H14年

桒田　博正 H23年
橋本　幸範 H23年

平原　一彦 ７日
森　　豊彦 12日
佐藤　二郎 16日
曽里　　裕 18日

伊藤　英彦 21日
藤井　良造 24日
児玉　栄威 30日
室﨑　雅宣 31日
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　⒁例会場スクリーン買換えについて
　　 佐古幹事より説明。西RCの費用額等を聞き、こ

れを踏まえて継続検討。
　⒂35周年事業について
　　 根石副会長から説明。宮島学園に対し支援をした

いと考えている。
　⒃９月度会計報告
　　橋本理事より資料をもとに報告。
　⒄各理事役員報告
　　 宮﨑理事から報告を佐古幹事代読。プレスリリー

スをはじめHPへの掲載をぬかりなく行う。早め
に資料をもらえるとありがたい。

　　 児玉理事からの報告を佐古幹事代読。増強委員会
では２名の候補者がいる。

　　 山國理事から報告。点字カレンダーの製作準備を
費用見積りを取って進めている。心臓病の子供を
守る会への支援品を検討中。ひろしま日本語教室
に３月９日の例会で卓話をしてもらう予定。交流
会は本年度実施しない方向。

　　 事務局から、国際奉仕委員会で支出しなくなった
25万円をアクリル板代に充てることを報告。

　　 宮本理事から報告。
　⒅その他
次回開催日
　第５回理事役員会　2020年11月10日（火）13：45
閉会挨拶　根石副会長
　 10月からは通常に戻っていくので、引き続き協力し

てクラブ運営につとめていきたい。

日　時：2020年10月６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、
　　　　橋本、宮本、山國、水谷
欠席者：児玉、宮㟢

佐藤会長挨拶
　議題が多いので、円滑に進めていきたい。
議事
　⑴８／27合同幹事会・合同事務局運営委員会報告
　　佐古幹事より資料をもとに報告。
　⑵ 10月以降の例会対応とメークアップ（ZOOM出

席は）について
　　 佐藤会長より説明。今後の例会は通常対応、ZOOM

は出席扱いとすることを承認。メークアップ期間
は前後２か月とする。

　⑶ 例会ZOOM対応について（ZOOM契約費支払い
他）

　　 佐古幹事より説明。費用案内代行の見積をとるこ
とを決定。

　⑷ 田中和之会員例会費免除（長期入院による）につ
いて

　　令和２年12月末までの休会扱い、会費免除を承認。
　⑸ 11／27（金）廿日市RCとの合同夜間例会中止に

ついて
　　 11月24日（火）に昼例会として実施することを決定。
　⑹12／22（火）クリスマス家族例会について
　　夜間開催することを決定。
　⑺来年の訪台について（国際大会in台湾）
　　 佐藤会長から説明。深谷会員に見積もりを作成し

てもらっている。次回理事会ではさらに詳しい報
告をする予定。

　⑻（新会員候補１名について）
　　欠席者の署名を得れば承認とすることを決定。
　⑼11月プログラムについて
　　桒田理事より説明。資料のとおり承認。
　⑽広島国際映画祭2020の後援について
　　後援承認。
　⑾地区補助金プロジェクトについて
　　 山國理事より説明。10月26日にセルプ宇品に焼き

芋器の贈呈式を行う予定。
　⑿米山奨学会寄付等について
　　 梶本理事より説明。橋本理事から約31万円の100万

ドル資金があり、このうち20万円を米山奨学会に
寄付することを提案。20万円寄付することを承認。

　⒀ロータリー財団寄付等について
　　 梶本理事より説明。対象者を選定中であり、フェ

ローは入会の若い人が望ましい旨意見。

2020-2021年度　第４回理事・役員会　議事録2020-2021年度　第４回理事・役員会　議事録

掲　示　板

11月行事予定
❖11月10日（火）
　13：45 ～　第５回理事役員会 ANAホテル４F
　18：30 ～　パスト会長会 ANAホテル５F「雲海」
❖ 11月17日（火）13：45 ～
　第３回クラブ協議会 ANAホテル４F
❖11月24日（火）13：40 ～
　月報編集会議 ANAホテル例会場前

12月行事予定
❖12月22日（火）18：30 ～
　クリスマス夜間例会 ANAホテル３F

151248号
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2020年11月17日発行  

８月のよこがわ楽だ食堂への調理機器の寄贈に続き、今月も障がい者施設「セルプ宇品」
へ電気焼き芋機、ポップコーン機を贈呈することができました。まだまだ新型コロナの終
息は見通せませんが、少しずつ日常の活動が出来てきています。今号の締切日直前に田中
和之会員の訃報を受け、とても驚きました。まだ55歳と、とてもお若い方ですので未だに
信じられない思いです。田中会員のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 （藤田　進）



田中和之会員を偲ぶ　谷口公啓会員
　去る令和２年10月26日、田中和之会員が旅立たれました。56歳の誕生日を３日後に控えた、早すぎる別れです。
残された奥様、お子様方、ご家族様の悲しみは推し量る事も出来ない程でしょう。我がクラブは７月に山下幸彦会
員を突然失ったばかりで、特に我々同世代の人間には心に大きな空間が出来てしまいました。
　私と田中会員の出会いはおよそ50年前に遡ります。幟町小学校での６年間をともに過ごし、同じクラスだった事
もあります。当時のあだ名は「カクエイ」。当時の総理大臣、田中角栄氏から採られた、小学生らしい極単純なもの
でした。中学からは別々の進路となりましたが我々の学年はクラスを超えて仲が良く、不定期ながらも皆で良く集
まっておりました。彼は小学校時代少し小柄でしたが、高校を卒業する頃にはびっくりするぐらい背が高くなって
いました（色黒なのは変わりませんでしたが）。社会人になった頃からは皆忙しく、同窓会をする機会も殆どありま
せんでしたが、50を手前にしてまたちょくちょく集まるようになり、彼もよく顔を出していました。学年全体で集
まり、恩師を迎える会のプロデュースもしてくれました。
　独立して経営者となっていた彼に、ロータリーの話をするのは自然な流れでした。私なりに「ロータリー活動とは」
について幾度となく話し、既存会員にも彼の事を話し、そして渡した資料やネットを使って彼自身がある程度理解・
納得した上で入会してくれました。
　入会後の彼の活躍は皆様がご存じのとおりです。ただ、真面目で熱心なだけに色々と思う所も多かったようで、
幾度となく相談を受けました。しかしながらその度に感じたのは「こいつはロータリーの真髄について、私より解っ
ているな」と言うものでした。
　「ロータリークラブとは、自身の携わる事業を通して社会に貢献する者の集まりであり、決して何かを行う事を目
的として集まっている訳ではない。もし目的があるとしたら、それはロータリー精神を広く社会に普及させる事だ
けだ。」これが彼との間での共通認識でした。
　そんな彼には、もっと長く社会貢献をしてもらいたかった。もっともっとロータリー精神を広く社会に広めてほし
かった。そして我々メンバーにも良い影響を与えて欲しかった。「よっしゃ、よっしゃ」と言いながら、仕事やロー
タリー活動をバリバリとやって欲しかった。そして幟町小学校の創立150周年記念事業のプロデュースもしてもらい
たかった。しかし、もうその願いも叶いません。後は我々が彼のやりたかった事やその精神を引き継いで行くだけです。
　「カクエイ、ちぃと早すぎるがしょうがない。ワシらもいつかはそっちへ行くんじゃけぇ、エエ子にして待っとけ
や。少々飲み過ぎても、もう誰も文句は言わんしの。」

田中和之会員を偲んで　折本　緑会員
　よく聞けば、同じ中学と高校の出身で一つ下。５年も被っていた在学にもかかわらず、お互いの存在を知らない
という不思議。「お～ねがいしますよ～せんぱぁ～い」と、何をお願いされているのかよくわからない初対面から始
まり、それでも奇妙な親近感を感じながら、友情を育んできたねぇ。
　ロータリーとは！で大討論したよね。意気投合して、大笑いして、そして喧嘩した。
　やがて、ウチの会社が所有してるビルに会社を移転してきたよね。
　私も同じフロアに仮住まいをしているから、エレベーターの扉が開いたとたんにお互いの姿を見つけて、ビック
リしあった事は数知れず。ビルの前に車をちょい置きしたら、鍵が壊れて開かなくなったことがあったね。お財布
も携帯電話も車の中で、手に持っているのは鍵しかなくて、途方に暮れた。あの時は、お世話になったよ、ありが
とう。ウチの息子たちにも出会うたびに声掛けしてくれたみたいだ。それにもお礼を言っとく。
　夜遅くまで仕事してた時、バナナをお裾分けしたことがあったよねぇ。「わし、バナナ大好物～」って食べてた姿が、
まるで猿みたいで、面白くっておかしくって大笑いさせてもらった。思い出すと今でも笑える。そうそう、食べて
る姿の連続「猿」写真は渡したっけ？　消してないからまだ携帯の中にあるはずなんだけどなぁ。今はちょっとば
かり見る気分じゃないから、後で探して奥さまの方に送っておくよ。
　奥様といえば、今ね、デートに誘ってるんよ。相当にやきもちを焼くらしいけど、美人女将の美味しい焼き鳥屋
さんに行くことにしてるから。たまにはいいでしょ？
　朝晩、御社のライズプロジェクトのロゴマークがでっかく入ったドアを見るよ。ドアが開いて、出てこないかなっ
て思うんよ。共用トイレから、ひょっこり顔を出さないかなって思うんよ。あの、赤黄緑青の極彩色のカラフルな
私服でいいからさ、たまには顔を見せていいよ。
　私、「さよなら」を言ってない。だから、また会える。
　そっちに行ったら、「あれほど、飲んじゃダメだって注意したのに！」ってなお説教からだから、心して待ってお
くように。だけどその後は、いっぱい酒を飲みながら、いっぱいバカ話をしよう。約束だよ。じゃあ、またね。

慎んで田中和之会員のご冥福を
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




