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肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべて
が満たされた状態にある。」とされています。又、
SDGsの17の目標の中に豊かな社会構築にとって極め
て重要不可欠な課題として、「あらゆる年齢のすべて
の人々に健康な生活を確保し、福祉を増進する。」が
あります。
　まずは人を思いやる温かい心を忘れずに日々行動し
てゆくことが大事だと思います。

第1612回例会　４月13日  
　皆さんマスターズ・トーナメントの松山英樹選手の
優勝をご覧になりましたか。私は日曜日、月曜日と早
朝からテレビにかじりついて見ていました。松山選手
の精神力の強さ、ミスにも動じない姿を見て心から敬
服いたしました。今回の勝利は３年８か月振りで、こ
の間結果が出ない時期も腐らず信念を持って努力した
ことが、この結果に結びついたと思います。日本人が
世界一になった今回の優勝は、暗いニュースの多い昨
今勇気と希望を与えてくれたような気がします。我々
も明るい未来を信じ、今できることは何かを考え一つ
一つ努力していくことが大切だと思います。
　さて今日は先週の理事会の報告をいたします。
　メークアップの件ですが、３月より通常の形に戻し
メークアップは前後２か月と決定しましたが、依然と
して広島地区のロータリークラブは全員出席扱いを継
続、３月中はメークアップの受付を停止していまし
た。メークアップがしにくいとのお声があること、ま
た首都圏・関西地区の状況を見ると当面状況の改善は
見込めないこと等を考慮し、朝令暮改となりますが当
分の間全員出席扱いに戻すことにしました。度々の変
更をお詫びいたします。
　尚、全員出席扱いとはいえ可能な限りリアルでの例
会出席、あるいはZOOMでの参加をよろしくお願い
します。
　次に５月16日の地区大会登録ですが、ガバナー輩出
クラブはガバナーエレクト年度から３年間全員登録す
るこが慣例となっております。当年度のクラブ予算に
余裕があることから、登録費１人当たり3,000円をクラ
ブから支出することとしました。また地区大会のバス
代も同様にクラブから支出することに決定しました。

第1611回例会　４月６日  
　４月に入り今年度も残すところ３か月となりまし
た、新型コロナウイルスに翻弄された年度となってし
まいました。３月に全ての緊急事態宣言が解除された
にもかかわらず首都圏・関西地区で新規感染者数が再
び増加傾向にあり、第４波との声も聞くようになりま
した。感染対策の難しさを改めて認識するとともに、
皆様におかれましては引き続き感染対策の徹底をお願
い致します。
　さて４月は「母子の健康月間」です。日本人の平均
寿命は世界のトップクラスですが、これは新生児・乳
幼児の死亡率の低下が大きな要因の一つとされていま
す。国内の乳児死亡率は0.01％以下ですが、アフリカ
では依然として10％近い数値となっています。ロータ
リー財団ではこの問題に取り組むため、次の４つの目
的・目標を掲げています。
　１．５歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減
　２．妊婦の死亡率と罹患率の削減
　３�．より多くの母子に対する基本的な医療サービス
の提供、地域社会の医療／保健関係のリーダーと
医療提供者を対象とした母子の健康に関する研修

　４�．母子の健康に関連した仕事で活躍していくこと
を目指す専門職業人のための奨学金の支援

　ロータリー財団の活動は途上国に焦点をあてていま
すが、「母子の健康」は日本でも大きな問題になりつ
つあると思います。最近よく話題となる児童虐待、育
児放棄、育児ノイローゼ等があります。また、出生率
の低下は著しく、人口減少が現実のものとなり、国力
の衰退が懸念される状況になりつつあります。物質的
側面ばかりでなく母子の精神的側面に光を当て、安心
して子供を産み育てることができる社会、母子の健康
を温かく見守る社会の実現を目指す必要があります。
　WHO（世界保健機構）の健康の定義は「健康とは
病気でないとか、弱っていないということではなく、

「じまっこ」の紹介
　表紙の写真は、宮島小学校、中学校が宮島学園に改称された際の、
記念マスコットである「じまっこ」です。
　この度、当クラブ35周年事業としまして、令和３年２月に宮島学
園に対し、フルート・クラリネット等の楽器を10台寄贈しました。
残念ながら新型コロナウイルスが蔓延しておりますので現在までの
ところ寄贈式典は行えておりませんが、コロナ禍が収束しました折
には、是非子供達の元気な演奏を聞きたいと思います。
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予定通り開催されそれをウェブ中継される形で実施さ
れます。この映像を１人で見ても盛り上がりに欠けま
す。また杉川年度の地区大会が10月に予定されていま
す。ついてはインテリジェントホテルに集まり、パブ
リックビューイング形式での参加を計画しました。皆
で大会を盛り上げたいと思います。ご参加をよろしく
お願いします。
　さて、今日は哲学の日です。紀元前399年の今日４
月27日、ギリシャの哲学者ソクラテスが時の権力者か
ら死刑宣告を受け、刑の執行として獄中で毒を煽って
亡くなったのにちなみ「哲学の日」となっています。
またソクラテスの妻クサンティッペが悪妻の代名詞と
なっていることから、「悪妻の日」ともなっています。
　発端となったのは、ソクラテスの「無知の知」とい
う思想です。アポロンの神託で「ソクラテス以上に賢
い人はいない」と聞かされ、それを政治家や詩人など
の賢人と対話して確かめようとしたことに始まりま
す。その中で相手の無知に対する無自覚な面と、無知
を自覚している自分について認識し、神託の正しさを
確信、ソクラテスが賢者であるとの評判が広まる一方、
無知を指摘された数多くの人々やその関係者から恨み
を買い、富裕市民の息子たちの中でソクラテスの活動
を模倣する者も現れたことから、「アテナイの国家と
は異なる神々を信じ、若者を堕落させた」などの罪状
で公開裁判にかけられ死刑判決を受けました。
　ソクラテスは自身の弁明、有名なソクラテスの弁明
で、自説を曲げたり自身の行為を謝罪せず、逃亡・亡
命も拒否し死を恐れずに殉ずる道を選びました。当時
は死刑でも容易に脱獄出来る状況で、弟子達から脱獄
を進められたが「悪法も法なり」「単に生きるのでは
なく、善く生きる」と拒否、毒を煽って亡くなりま
した。
　最後にソクラテスの名言のいくつかを紹介します。
　・�よりよく生きる道を探し続けることが最善の人生
を生きること

　・良い本を読まない人は、字の読めない人に等しい
　・生きるために食べよ、食べるために生きるな
　・�自分自身が無知であることを知っている人間は、
自分が無知であることを知らない人間より賢い

　・嘘はいつまでも続かない
　・�ぜひ結婚しなさい、良い妻を持てば幸せになれ
る。悪い妻を持てば私のように哲学者になれる

　マイロータリーの登録が依然として会員の55％にと
どまっています。ロータリーの情報を入手するには最
適のサイトです。これからクラブの中心を担う60歳以
下の会員皆様には100％の登録をお願いしたく、担当
のクラブ広報委員会から個別にお願いをしますのでよ
ろしくお願いします。

第1613回例会　４月20日  
　いよいよ新型コロナウイルスの第４波が到来したよ
うです。引き続き感染対策をよろしくお願いします。
　さて、今年は、人類が初めて宇宙空間に進出した年
から60年の記念すべき年です。1961年４月12日に旧ソ
連が世界初の有人宇宙船「ヴォストーク１号」を打ち
上げました。乗船していたのはユーリー・ガガーリン
少佐です。僅か１時間48分の宇宙飛行の後大気圏に再
突入し無事地球に帰還しました。ガガーリン少佐は「地
球は青かった」という名言を残しています。当時は米
ソ冷戦の真っただ中で、宇宙開発競争でも米ソはしの
ぎを削っていました。当時ソ連は世界初の人工衛星「ス
プートニク１号」に続く成果あげたのに対し、ソ連に
リードを許したアメリカはケネディ大統領が宇宙開発
の加速を宣言。アポロ計画を推進し、1969年には人類
初の月面着陸に成功しました。
　1961年は私が中学に進学した年で今でもガガーリン
少佐の快挙は鮮明に覚えています。当時の少年科学雑
誌には21世紀の想像図として地上にはエアーカーが走
り空には宇宙船が飛ぶ絵が掲載され心を躍らせたもの
です。
　現実は雑誌の想像図の姿にはまだ至っていません
が、アポロ宇宙船の月面着陸後、スペースシャトル、
ソユーズ宇宙船、ISS国際宇宙ステーション等宇宙開
発は着実に進み、最近は民間企業のスペースXが宇宙
船を開発、中国も独自の宇宙ステーション計画を進め
るなど、「宇宙強国」を目指し開発にしのぎを削って
います。
　我が国でもＨ２、Ｈ２Ａロケットの連続打ち上げ成
功、惑星探査機はやぶさ２の快挙で宇宙への関心が高
まりました。宇宙は人類に残された最後のフロンティ
アとも言え、今後進められる月面基地建設、火星探査、
スペースX等が計画する民間宇宙旅行など、新しい世
界が広がりつつあります。今朝のテレビではアメリカ
が大気の薄い火星でヘリコプターを飛行させたとの報
道もありました。私の生存中に一般人が宇宙旅行する
ことは難しいと思いますが、新型コロナウイルス、
ミャンマーやウイグル・香港での人権弾圧、尖閣列
島・南シナ海問題、政治家の汚職、格差社会等重苦し
いニュースが多い中、たまには夜空を見上げ天の川や
星座を眺め気分転換をしてはいかがでしょうか。

第1614回例会　４月27日  
　５月16日の防府での地区大会が新型コロナウイルス
感染再拡大を受け、ウェブ開催となりました。防府に
出向くことはできなくなりましたが、地区大会自体は

DONATION
４  月 年度累計

ス マ イ ル 48,000 円 444,000 円
100万ドル 43,252 円 756,910 円
善 意 の 箱 3,032 円 71,753 円

31253号



例　会　記　録
第1611回例会� ４月６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　熊本卓司会員
　たくさんの諸先輩皆さま方いらっしゃる中、ご挨拶
のご指名をいただきありがとうございます。コロナ禍
で自粛が続く中ですが、お祝いをしていただいたのは
昨年のクラブ昼例会以来ではないでしょうか。例年で
あれば夜遅くまで祝ってもらえたことも懐かしく思い
ます。
　私が生まれたのは1963年（昭和38年）４月10日です。
その時の４月行事を調べてみました。
　主な出来事は
　　①NHK総合テレビで大河ドラマ放送開始。
　　②JR大阪駅前に国内初の横断歩道橋設置。
　　③サントリーが、サントリービールを発売。
　そして私と同じ４月10日生まれの有名人〜芸能人
が、なんと62名もいらっしゃいます。有名どころでは、
歌手では和田アキ子さま。さだまさしさま。女優では
木村佳乃さま。男性なのに女装してるミッツマング
ローブさま。野球界では広澤克己さま。赤星憲広さま。
女性アナウンサーでは人気ある日本テレビ水卜麻美さ
ま。こんなにたくさんいらっしゃいました。
　また2009年４月10日｡ 広島東洋カープ新本拠地マツ
ダスタジアムのオープン開幕日｡
　フィギュアスケート浅田真央さんの現役引退表明を
された日でもありました。
　今週末４月10日で私は58歳になります。
　両親に感謝します。
　コロナ禍の大変なときですが、私の会社を含め業界
現状は大変です。まだまだ時間はかかりますが、まず
は健康第一の思いでこれからも頑張っていきます。引

き続き宜しくお願い致します。本日はありがとうござ
いました。
米山カウンセラー委嘱状授与
　岡本倫明会員
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。／
ロータリーレート変更の案内（１ドル＝106円
→110円、４月から）。／故山下幸彦会員の奥様か
らのご挨拶紹介「長男の浩平様が代表取締役に就
任、多忙に活動中。コロナ状況等でご挨拶に伺え
ませんが、山下会員同様格別のご指導ご支援を賜
りますよう」。／５月16日（日）13時スタートの地
区大会行きクラブ貸切バスの利用希望者は、乗車場
所（ANAホテル前バス停、西広島駅前、五日市駅
南口）を事務局迄連絡のこと。／例会後、理事役員
会開催。

スマイルボックス
　熊本卓司　会員
出席報告
　会員数�69名　出　席�58名（うちZoom出席６名）
　　　　�　　　欠　席�11名　ゲスト　�1名
プログラム
会員卓話
　「クラブ管理運営委員会の活動について」
　桒田博正　クラブ管理運営委員長

クラブ管理運営委員会の
活動について

クラブ管理運営委員⻑
桒田 博正

1 3

付則
常任委員会および各小委員会の
任務について

5

◎クラブ管理運営委員会

この委員会はクラブの効果的な運
営に関連する活動を実施するもの
である。

2

・クラブ管理運営委員会がどのよ
うな活動をするものとされている
か。

・クラブ管理運営委員会がどのよ
うな活動をしているか。

4

◎クラブ管理運営委員会
→常任委員会

○出席委員会
○親睦家族活動委員会
○プログラム委員会
→小委員会

6

○出席委員会

この委員会は、
①すべてのクラブ会員があらゅるロー
タリーの会合に出席すること一これに
は、地区大会、地区研修会合、都市連
合会(IM)、地域大会およびRI国際大会
への出席も含
まれる―を奨励する方法を考案するも
のとする。
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第1612回例会� ４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
寄付金贈呈
　ひろしま日本語教室　光原鈴江　様
会長時間
幹事報告
　�次年度の会員手帳を作成予定。記載事項に変更があ
る会員は４月中に必ず事務局迄連絡のこと。／５月
16日（日）地区大会にバス利用される会員は、受付
の出欠表に乗車場所を記入のこと。

出席報告

　会員数�69名　出　席�57名（うちZoom出席４名）
　　　�　　　　欠　席�12名　ゲスト�� 1名
プログラム
会員卓話
　「青少年奉仕委員会の活動について」
　佐藤暖以子　青少年奉仕委員長

9

○親睦家族活動委員会

②また、訪問ロータリアンおよび来賓
を歓迎し、ロータリー家族との理解と
親睦を深め、適切な会員の退会防⽌の
プログラムなどを実施するものとす
る。

7

○出席委員会

②この委員会は特に本クラブの例会へ
の出席と、本クラブの例会に出席でき
ない場合の他クラブの例会への出席を
奨励し、全会員に出席規定を周知せし
め、出席を良くするためのよりよき奨
励策を講じ、そして出席不良の原因と
なる諸事項を確かめてこれを
除去することに努めるものとする。

10

○プログラム委員会

この委員会は、
①本クラブの例会および臨時の会合の
ためのプログラムを準備し、クラブや
地域社会における奉仕活動に対するク
ラブ会員の参加と熱意を高めるのに必
要な情報と意欲を与えるようなプログ
ラムを手配するものとする。

8

○親睦家族活動委員会

この委員会は、
①各種イベントを企画し、会員同士が
知り合い、友情を深めるよう推進し、
用意されたロータリーのレクリエー
ションおよび社交的諸活動への会員の
参加を奨励し、本クラブの一般目的の
遂⾏上会⻑または理事会が課する任務
を果たすものとする。

14

◎クラブ管理運営委員会

方 針

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。

12

事業計画書

15

◎クラブ管理運営委員会

計画

各委員会の事業計画書記載のとおり。

17

○出席委員会

計 画
1. 出席カードのレイアウトを刷新

し、より分かりやく、より出席し
やすくします。

2. メークアップについて、情報提供
を⾏う。

3. ⾏事について、担当委員会、幹事
等を通じて、例会時に積極的な参
加を促す。

20

○プログラム委員会

方 針

会⻑方針にのっとり、会員の皆さんに
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する。

13

◎クラブ管理運営委員会

方 針

会⻑スローガン「ロータリー、より強
く、より深く、より楽しく」のもと、
出席委員会、親睦活動委員会、プログ
ラム委員会、SAAと連携し、活⼒ある
楽しい例会運営を目指します。

18

○親睦家族活動委員会

方針

例会において、S,A.A.と連携を図り、
会員相互の親睦を深める。
会員のみならず、ロータリファミリー
全般の親睦を図る事業の実施。
⼊会年度の浅い会員が溶け込みやすい
環境づくりを⾏う。

19

○親睦家族活動委員会

計画

例会時の受付、来客の紹介・案内。来賓の
紹介。
夜間例会(創⽴・合同・クリスマス・最終)
の実施。
家族会(野球観戦)等の親睦事業の実施。
歓送迎会の実施。

11

○プログラム委員会

②また、興味深く適切なプログラムは会員の
ロータリー知識を深め、会員⾝分を継続する
ことの価値を一層強めると同時に、地元や海
外の地域社会に対する認識と連帯感を育むも
ので、適切な委員会の委員⻑と連絡しクラブ
の現⾏プロジェクトや活動に関連づけたプロ
グラムや、ロータリーの特別な日や週間、月
間、11月のロータリー月間には元ロータ
リー財団国際親善奨学生によるプログラムな
ども計画し実施するものとする。

16

○出席委員会

方 針

新型コロナウイルスの流⾏により激動のス
タートとなるが、会⻑方針「ロータリー、よ
り強く、より深く、より楽しく」の基盤とな
るホームグラウンドでの例会出席を積極的に
促していくことにより、会員相互の理解を深
め、結束をより回めていく一助としたい。
また、他の委員会とも協⼒し、新⼊会員歓迎
会や諸⾏事への積極的な参加も促進してい
く。 21

○プログラム委員会
計画
1. 特別月間においては、関連委員会の卓話を実施す

る。
2. ロータリー奉仕について、奉仕プロジェクト委員会

に関連する卓話をお願いする。
3. 2021-2022年杉川ガバナー年度に備え、杉川GE及

び関係者の卓話を実施し、ガバナー年度に向けての
意識を高める。

4. ロータリー活動に対する知識と理解を深めるため、
ロータリー情報委員会や研修リーダーに卓話をお願
いする

5. 新会員卓話を適時実施する。

⻘⻘少少年年奉奉仕仕
委委員員会会

２０２１年４月１３日
委員⻑ 佐藤

51253号



第1613回例会� ４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・新会員案内配布の案内。／３月・４月
例会は全員出席扱い、メークアップ不要（先週案内
の再案内）。／４月25日（日）14時から地区研修・
協議会開催。対象者は事前送信した案内メールを確
認のこと。／５月16日（日）地区大会にバス利用さ
れる会員は、乗車場所を事務局迄連絡のこと。当日
弁当代1,000円のみ５月会費で徴収。／次年度会員
手帳の追加・修正の連絡は来週中まで受付。／例会

終了後、次年度クラブ協議会開催。
出席報告
　会員数�69名　出　席�47名（うちZoom出席５名）
　　　　�　　　欠　席�22名
プログラム
会員卓話
　「公共イメージ委員会の活動について」
　宮﨑　真　公共イメージ委員長

⻘⻘少少年年奉奉仕仕ププロロググララムム
新世代のためのＲＩ常設プログラムには､インターアクト､ローター
アクト､ロータリー青少年指導者養成プログラム､ ロータリー青
少年交換があります｡

年齢30歳 までの多数の青少年が､将来リーダーとなるために必
要なスキルを身につけようと､ロータリーのプログラムに参加し
ています｡ 青少年プログラムの参加者は､地域のプロジェクトや
指導力開発の研修､文化交流などに参加することによって､ 自
分自身と世界について発見することができます｡

そのほか､ ロータリアンを模範として､倫理､奉仕､親睦の理念に
ついても学べます｡

⻘⻘少少年年奉奉仕仕ととはは
• 1923年、セントルイス国際大会で「善良で健全な市民を育てる」青少年奉仕活動が討議。当初
は社会奉仕委員会の小委員会として発足。

• 2010年規定審議会において、ロータリーの第五奉仕部門となりました。

• ロータリークラブ定款第6条に、「指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロ
ジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年なら
びに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。」と定義されて
います。

• この奉仕の理念を実践するために、青少年奉仕委員会は、ローターアクト、ロータリー青少年
指導者養成プログラム（RYLA）、ロータリー青少年交換、職業相談指導、ロータリー地域共同隊、
ロータリー地域社会共同隊、身体障害者の援助、各種野外活動などを通じて才能と熱意を呼
び起こし、奉仕と責任感を育てることを目的とする。

• 青少年や若い世代の社会人との「つながり」を更に強化し、リーダーシップ能力を伸ばす支援
を推進することにより、奉仕のパートナーとしての「絆」を深めていきます。

効果的な⽬標（例）

22

左左かからら、、ガガススタターーババスス・・ロローーアア、、シシルルベベススタターー・・シシーールル、、
ハハイイララムム・・シショョーーレレーー、、 ポポーールル・・ハハリリスス

年次目標は、委員の能力やクラブの関心を反映し
たものとします。
目標は、全員の意見を取り入 れた上で設定し、測

定可能かつ達成可能で、達成期日を定めたものと
してください。
（「一般向けの Facebookページをつくり、今年中に
「いいね！」の数を50％増やす」など）

イインンタターーアアククトト
インターアクトは､12歳から18歳までの青少年のための国際ロータリーの奉仕
クラブです｡ インターアクト・クラブは､支援や指導を与えるロータリー・クラブ
が提唱して結成されますが､運営面でも経済的にも自立しています｡クラブ会
員の構成はさまざまです｡男子のみ､女子のみのクラブもあれば､ 男女混合
からなるクラブもあり､その規模も大小さまざまです｡会員基盤は１つの学校
の学生から集められる場合もあれば､同じ地域社会内の２つ以上の学校から成
る場合もあります｡

毎年､インターアクト・クラブは少なくとも2つの社会奉仕プロジェクトを行い､
そのうち1つは国際理解と親善を推進するものとされています｡プロジェクト
を通じて､インターアクター(インターアクト・クラブの会員)は地元社会や海外
のクラブと友情のネットワークを築きます｡奉仕活動は､インターアクターの活
動の真髄です｡ロータリーの奉仕の中で最も顕著かつ急速に発展しているプ
ログラムの1つであり､120余りの国や地域に,14000以上のクラブを擁するイン
ターアクトは､世界的な現象となりました｡

現在､32万人以上の若者がインターアクトとかかわりを持っ ています｡

⻘⻘少少年年ととはは
各ロータリアンの責務は､ 年齢30歳までの若い人すべ
てを含む青少年の多様なニーズを認識しつつ､ よりよ
き未来を確実なものとするために青少年の生活力を高
めることによって､ 青少年に将来への準備をさせるこ
とです｡

すべてのクラブと地区は､ 青少年の基本的ニーズを支
援するプロジェクトに着手するよう奨励されています｡

基本的ニーズとは､健康､人間の価値､教育､自己開発
であります｡

広島 光の園−愛の基⾦への⽀援 社会福祉法人光の園 児童養護施設「光の園摂理の家」に対して奨
学基⾦30万円を寄贈

広島安芸 似島学園
プロレス団体訪問

永年にわたり交流のある似島学園さんに、『いじめ撲滅』をスロー
ガンに掲げるプロレス団体『プロレスリングゼロワン』の訪問を行
い、プロレスの試合の見学、食事会を行って学園の生徒さん、レス

ラー、RC会員との交流を深めた。

広島東 広島東ユースクラブ
広島東ユースクラブは広島東RC会員事業所に勤務中の21〜35才の
男女で構成され、1972年から月1度の例会を通して奉仕活動を続け
ている。今年度10月例会は広島中央ローターアクトクラブ(7名）と
の合同例会を広島中央RC会員(9名）のご参加を頂き行った。

広島北 ⻄⽇本豪⾬災害⽀援奨学⾦ 平成30年7月豪⾬で被災した広島市およびその近郊（広島県安芸
郡）に居住・通学する高校生を対象とした奨学⾦の交付

ロローータターーアアククトト
ローターアクトは､18歳から30歳までの青年男女のための､ ロータリーが提
唱す る奉仕クラブです｡

ローターアクト・クラブは通常､ 地域社会または大学を基盤とし ており､ 地
元のロータリー・クラブが提唱しています｡

ローターアクト・クラブは､ 提唱ロータリー・クラブの真の ｢奉仕のパート
ナー｣ であり､ ロータリー家族の重要な一員です｡

ロータリーの奉仕の中で最も顕著かつ急速に発展しているプログラムのつと
して､ 160余りの国や地域にある9,000以上のローターアクト・クラブを擁す
るローター アクト・プログラムは､ 世界的な現象となりました｡

広島陵北 広島市小学生体育連盟
陸上教室⽀援

広島市小学生体育連盟陸上教室に、ミニハードル、ジャベボール、Tシャ
ツ等ご寄贈を行った。元オリンピック陸上選手を招き、子供達へ直接指導

を行ったりした。5年継続して行っている。

広島陵北 広島市立可部小学校
ホタルの幼虫放流

地元のホタルを飛ばす会と協力をし、ホタルが飛ぶ町を取り戻せるよう活
動を行った。毎年の継続事業となっている。

広島中央 創立40周年記念講演 登⼭家：三浦雄⼀郎⽒による「夢に生きる」をテーマに⻘少年に向けての
メッセージをおくった。

広島城南 ⻘少年奉仕「海の図画
展」

広島市内の小学生を対象にした海の図画展を開催しました。海をテーマに
した絵を子供達に描いてもらい観音ヨットハーバーにて学年ごとに展示し
た絵の表彰式を行い、特別賞として広島城南RC優秀賞も作りました。

広島南 学生ボランティア団体の⽀援 複数の大学の学生ボランティア団体への⽀援
活動報告や活動計画の提示・例会卓話・会員との交流会等

広島南 修道インターアクトクラブへ
の⽀援

今年度修道IACでは、IA地区大会・指導者育成会議等を主催。その
バックアップを行う

広島南 RYLAへの参加 ⽀援している学生ボランティア団体からRYLAへ参加してもらう

広島東南
グローバルグラント事業｢南カ
ルフォルニアにおける子供た
ちの平和教育｣プログラム協力

南カルフォルニアの子供たちによる平和に関するスピーチコンテ
ストに優勝したビビアン・ヘラーさんを8/4〜8/7広島に招き、平
和学習と同世代の⻘少年との交流に協力した。8/6は「ひろしま子

ども平和の集い」に広商IACと参加し、スピーチを行った。

広島東南 歳末助け合い共同募⾦の実施
パルコ本館前にてインターアクトクラブの生徒7名と顧問の先生と
当ロータリークラブ吉⽥会⻑はじめ会員数名の⽅にご協力いただき

街頭募⾦（赤い羽根共同募⾦）を行いました

・よこがわ楽だ食堂に調理機器贈呈

「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。

・心臓病の子供を守る会にタブレットを寄贈

公共イメージ委員会について

２０２１年４⽉２０⽇（⽕）

公共イメージ委員会
委員⻑ 宮﨑 真

11

公共イメージ委員会責務

クラブ公共イメージ委員会
ロータリーのストーリーを一般の人びと
に伝え、クラブのプロジェクトや活動を
広く知ってもらう為の計画を作成し実行
すること。

22

左左かからら、、ガガススタターーババスス・・ロローーアア、、シシルルベベススタターー・・シシーールル、、
ハハイイララムム・・シショョーーレレーー、、 ポポーールル・・ハハリリスス

⻘⻘少少年年交交換換
世界を前進させる力｡

ロータリー青少年交換に参加する学生は､最高で１年間､ 母国以外の
国でホストファミリーと生活をともにし､学校へ通います｡

ロータリーの長期と短期の青少年交換プログラムによって､参加者は､
新しい生活様式､さらには新しい言語､そして自分自身についても多く
のことを発見することになります｡

また参加者は､自国やその文化､自分の考えを出会った人々に伝える
若き親善使節として､親しい友人を作りながら､世界を一つにする役割
を担います｡年間8,000人以上の若者が､ロータリー青少年交換を通じ
て貴重な体験をしています｡

これは､一生に一度の機会です｡

広島⻄南 心臓病の子供達と行く野球観戦
家族会

マツダスタジアムにて阪神戦の観戦家族会を行いました。この家
族会は毎年9月の恒例行事としてすっかり定着していますが、今年
は「全国心臓病の子供を守る会広島⽀部」から16名のゲストを招

いて、総勢約100名で野球観戦を楽しみました。

広島⻄南 地区補助⾦事業 「森林教室」

9月に児童養護施設「津⽥子供の家」の子供たちを招いた「森林教
室」を実施しました。会員1人に子供1人という「⼀⽇里親」のス
タイルで、子供たちに「森林保全の大切さ」・「大人との関わ
り」を学んでもらうことを目的としましたが、森林整備作業を会
員と共に実体験することで、期待以上の効果がありました。

・・川川内内ににここににここ食食堂堂へへのの冷冷蔵蔵庫庫1台台寄寄贈贈とと交交流流会会

・・「「心心臓臓病病のの子子供供をを守守るる会会」」のの親親子子ををカカーーププ観観戦戦にに招招待待

２２００１１９９年年

母子の健康月間6 2021年 4月



第1614回例会� ４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
　�５月16日（日）地区大会のオンライン開催への変更
に伴い、グランドインテリジェントホテルで会員の
WEB参加が可能。参加希望者は事務局迄連絡のこ
と。／優良従業員表彰の案内配布の案内。／例会終
了後、月報編集会議・次年度理事会開催。／次週は
祝日休会、次回例会は５月11日（火）。

スマイルボックス
　河原英二　会員、折本緑　会員

出席報告
　会員数�69名　出　席�50名（うちZoom出席６名）
　　　　�　　　欠　席�19名
プログラム
会員卓話
　「地区委員会について」
　2021-22年度地区代表幹事　佐々木宏　会員

モチベーション

22

左左かからら、、ガガススタターーババスス・・ロローーアア、、シシルルベベススタターー・・シシーールル、、
ハハイイララムム・・シショョーーレレーー、、 ポポーールル・・ハハリリスス

委員長の役割の一つは、委員のやる気を保つことです。
委員はボランティアであることを忘れない ことが大切です。

ボランティアのモチベーションを保つための要素には、以下
のようなものがあります

達成可能な目標。目標達成によってクラブと地域社会に
恩恵がもたらされるという認識。

親睦とネットワークづくりの機会
各委員の知識や経験を活かす機会
楽しく活動できること、活動に充実感を感じること

クラブの広報戦略１

22

クラブとロータリーの活動に対する認識を高める
入会への関心を高め、参加を促す
ロータリー財団への寄付を増やす
協力してくれる団体、ボランティア、地元プロジェクトへの

支援を募る

⾏動計画

22

委員と協力して、それぞれの年次目標の達成に
必要な一連の行動計画を立てます。
各ステップでは、

実行責任者を決めます。
締切日を設定します。
進行状況と成功を測る方法を決めます。
既に持っているリソースを考慮に入れ、必要な

すべてのリソースを入手します。
定期的に進行状況を確認し、必要に応じて目標

を調整します。

クラブの広報戦略２

22

委員会の主な責務は、クラブのプロジェクトや活動について地域社会
の人びとに伝えることで、ク ラブの公共イメージを形づくることです。

広報活動
� 地元メディアの記者をクラブの特別イベントや活動に招待します。
メディアの関心を引く活動の例

o 地域社会のニーズに取り組む活動、またはニュースで大きく話題と
なっている事柄 に関連するプロジェクト

o クラブまたは会員が支援している国際的な取り組み
o 地元の若者や著名人が参加する活動
oロータリープログラムの参加者や学友、またはその体験にスポット
ライトを当てた活動

o 生き生きとした写真や動画で紹介できるような活動
o まったく新しい、または独特な要素が含まれた

クラブのイメージを刷新する１

33

クラブ役員と共に、クラブの好ましいイメージやブランドを
地元で定着 させるための方法を考えてみましょう。

発信するイメージやメッセージは、クラブでの体験を正

確に反映したものとします。クラブ例会が、メッセージやイ
メージを通じて人びとが抱く期待に沿ったものであること
が重要です。

活気あるクラブのイメージを生み出しても、それが現実を
反映していなければ、会員増強に はつながりません。

地区の変遷

１９４９年 ６０地区 全国１区 広島ＲＣ 全国で８RC

１９５５年 ６４地区 中国５県と九州 呉RC 下関RC 

１９６４年 ３６９地区 中国５県

１９７７年 ２７１地区 広島 山口

１９９１年 ２７１０地区 広島 山口

クラブの広報戦略４

22

� 地域社会の問題に取り組むためにクラブが実施中（または実施を
予定している）活動につ いて情報をまとめメディアに送ります。
以下の情報を記者にメール送信します。

o 話題の重要性とプロジェクトの影響を示すデータ
o 活動の受益者や参加したクラブ会員の体験談など、活動の成果や
影響を生き生き と伝える引用や逸話
o 活動のリーダー、協力団体、受益者とインタビューする機会
o 市民と交流する会員やボランティア活動をする会員の姿など、スト
ーリーを生き生き と伝えるのに役立つ写真や動画
o ストーリーの内容が簡潔に伝わるような件名
o ニュースリリース（添付ファイルではなく、Eメール本文に貼り付ける
のが最適）

クラブの広報戦略５

22

メディアで報道されたら、クラブのソーシャルメディアペ
ージで共有します。

協力団体と共同でメディアへの働きかけを行います。

クラブの広報戦略３

22

メディア対応

クラブの活動とかかわる分野やトピックを担当している地元記者と
関係を築きます。
記者が どのような話題を好むか、どのような連絡方法を好むか、取
材に必要な時間や情報（ニュー スリリース、参考資料、写真、動画、
インタビューなど）を調べます。

≪≪参考文献≫≫
・My Rotaryサイト 公共イメージ
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クラブのイメージを刷新する２

33

全会員がクラブを代表すること、また、会員の言動が
クラブのイメージ向上につながることを 自覚してもらい

ます。職場や交友など、ロータリー以外での会員の活動
は、入会候補者の 関心を引き、クラブについて広く知ら
せる機会となります。

ソーシャルメディア、クラブのウェブサイト、ブログを更
新して、より魅力のあるものにします。
連絡先情報を見つけやすくします。
ロータリーのブランドリソースセンターで画像やバナー
をダウンロードできます。

みんなで取り組む

33

会員は委員会にとって貴重なリソースです。
会員や過去のプログラム参加者に、ロータリーとクラ

ブの活動について口コミで評判や情報を広めてもらい
ましょう。
全会員がロータリーの活動やプロ グラムの知識をも

っていることを確認し、ロータリーの使命と中核的価
値観を、友人、取引先、仕事 上の知り合いなどに広
めてもらいます。

入会候補者がクラブでの活動を体験できるよう、行事
や奉仕活動に候補者を招くよう、会員に呼びかけまし
ょう。

地区の現状

＊日本

地区 ３４

会員数 ８６，１７６人 （平均２５３０人/１地区）

クラブ数 ２，２３７クラブ（平均６５クラブ/１地区）

*世界

地区 ５23
会員数 １，１７８，１０７人（平均２，２２０人/１地区）

クラブ数 ３６，４２６クラブ（６８クラブ/１地区）

＊２７１０地区

会員数 ３，２３３人 クラブ数 ７３クラブ

地区について

２０２１ー２２年度地区代表幹事

佐々木 宏

地地区区ととはは

* RIの管理の便宜上まとめられた一群のクラブ

の所在する、一定の地理的区域の名称

*  各地区は少なくとも７５クラブ、２７００人以上

の会員を有することが奨励されています。

(２７１０地区は７３クラブ、３，２３３名）

* ロータリークラブを支援しその取り組みをさらに

高めることを唯一の目的とする。
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地区の行事 １

１ 地区チーム研修セミナー(２～３月）

ガバナー補佐と地区委員会が役割と責務について学

び地区の目標及び地区リーダーシップの設定あたる。

２ 会長エレクト研修セミナー（２～３月 通称pets)

会長エレクトが責務について学び目標設定にあたる。

（２７１０地区では地区チーム研修セミナーと同時に開催）

地区とクラブの関係 １

クラブは、地元地域のニーズに応じて独自のプログラム

を開発すべきである。

クラブのために特定の奉仕プロジェクトやプログラムを

提唱したり、指示したりすることは、国際ロータリーの

範囲内ではない。

ロータリーの基本原則はクラブの実質的な自治である

（ロータリー章典 ８条.010)

地区とクラブの関係 ２

国際ロータリー（地区）はクラブの連合体として、ロータリ
ーの目的を追求して活動しているクラブを支援するもの
である。

ガバナーの仕事

クラブの奉仕プロジェクトや様々なプログラムへの参

加を奨励しながら、クラブのモチベーションを高める

という大切な役割を果たします。

RI理事会の指揮、監督の下に職務を行うRIの役員

ガバナー公式訪問

１ 杉川ガバナーエレクトは２０２１年７月～１１月に地区内の

７２クラブを公式訪問します。

２ ７２クラブ中

合同開催 １６回

公式訪問 ５３回

ガバナー補佐 補佐幹事 随行幹事が同行

３ 目的

重要なロータリーの問題に主眼を置き関心を持たせる

弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関心を払う

ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加させる

地区の行事 ２

３ 地区研修 協議会(４～５月）

会長エレクトがpetsの研修を土台としてさらにリ

ーダーシップのスキルを学び、又幹事他指定され

た各委員会委員長が責務について学び、次年度

の目標をさらに練り上げる。

（４月２５日 会長 幹事 他９名の委員長が出席）

４ 地区大会（１０月頃開催）

地区の行事 ３

5  RLI
The rotary leadership institute
リーダーシップの研修を通じて、ロータリーの発

展と活性化、ロータリアンのロータリーの理解とモ

チベーションを高めリーダーシップを涵養すること

を目的とする。

２７１０地区では会長エレクトを対象として三日間

に渡り、小グループに分かれ与えられたテーマに

ついて討論を行います。

６ IM(Intercity meeting) １月～４月

近隣のロータリアンが集まり、会員相互の親睦と知識を広

めることを目的とする。

RI会長テーマ

Serve to change lives

奉仕をしよう 皆の人生を豊かにするために

人のために世話をし、奉仕を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はなく

自分の人生を豊かに出来るのだから

２０２１－２２年度RI会長 シェカール・メータ

杉川 ガバナー 信条

「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～

ロータリー活動の原点に立ち戻り、世界の皆のために、

世界の未来のために行動しよう。

これからの日本は多様性を認めあう社会となり、相互理解

を深めていくことが重要である。

母子の健康月間8 2021年 4月

４月６日
熊本　卓司会員　宮島学園さまへの着ぐるみ、ありがとうございました。皆さまに元気になって頂きたいとの思いで
す。コロナをふきとばしましょう！
４月27日
河原　英二会員　この４月に自身通算10か所目となる食道がんの除去手術を行いました。この度も一応除去できたの
で一安心ですが多発性ガンと言われてまして、またすぐ発病すると思うと気が重いです・・。治療中、会員増強のお
仕事を助けて頂いた会員の皆様に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
折本　緑会員　５／15、日本大会がんばります。

スマイルボックス

４月の会員記念日

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

会員誕生日

林本　正継　21日
徳納　武使　25日
萬歳　幸治　27日

結婚記念日

創　業　月

パートナー誕生日
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
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
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

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
水谷　耕平　水谷・木村法律事務所� Ｈ20年
沖井　　翔　㈱恵実� Ｈ26年
大山　修司　あすみあ土地家屋調査士事務所�Ｈ16年

入　会　月
吉田　栄壮　H１年
佐古　雄司　H23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
李　　志翔　クレジオ･パートナーズ㈱�Ｈ30年



　　�佐藤会長から説明。地区大会について慣例として
ガバナー輩出クラブは３年間全員登録となる。今
年度は１人あたり3000円であるが、クラブから全
員支出することを決定。地区大会のバス代はクラ
ブから支出、弁当代は会員から徴収することを決
定。

　　�佐古幹事より説明。広島日本語教室について、代
表者に来場してもらい、５万円の寄付をすること
を決定。

　　�佐古幹事よりマイロータリーの登録60％を実現さ
せる旨の説明。宮㟢理事より周知。

次回開催日
　第11回理事役員会　2021年５月11日（火）13：45
閉会挨拶　根石副会長
　�次年度も２名増員してほしい。

日　時：2021年４月６日　13時30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
　残り３か月よろしくお願いしたい。
議事
　⑴�2021-22年度RI会長テーマとガバナー信条につい
て

　　�根石会長エレクトから資料をもとに説明。
　⑵新会員候補について
　　�児玉理事、佐藤会長から候補者について説明。大
江かおり氏及び岡本泰明氏について入会を承認。

　⑶�４月例会メークアップについて
　　�佐藤会長から説明。他クラブはメークアップを受
け付けていないことを踏まえ、３月以降を全員出
席扱いとすることを決定。

　⑷５、６月プログラムについて
　　�桒田理事から資料をもとに説明、提案→承認。
　⑸最終例会について
　　佐藤会長より説明。来月の状況を見て判断。
　⑹村尾会員出席規定適用免除申請について
　　�佐藤会長より説明→承認
　⑺３月度会計報告
　　�橋本理事より資料をもとに報告。
　⑻各理事役員報告
　　�児玉理事：今年度、会員増減なしの予定。
　　山國理事：５月、６月卓話の予定、内容を確認。
　　梶本理事：寄付者の目標は達成。
　　宮本S.A.A.：�原点に戻って会長を盛り上げて年度

を締めくくりたい。
　⑼その他

2020-2021年度　第10回理事・役員会　議事録2020-2021年度　第10回理事・役員会　議事録

掲　示　板

５月行事予定
❖５月11日（火）　13：45 〜
　第11回理事役員会� ANAホテル４Ｆ
❖５月16日（日）　昼〜
　地区大会皆でWEB参加の会
� 広島グランドインテリジェントホテル３Ｆ
❖５月18日（火）　13：45 〜
　現次合同クラブ協議会� ANAホテル４Ｆ
❖５月25日（火）　13：45 〜
　次年度第６回理事役員会� ANAホテル４Ｆ
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４月も終わり５月になりましたが、一向に新型コロナウイルス騒動の収束が見通せない状
況です。ワクチンの配布が始まりましたが、広島市佐伯区に住む80歳を超えるうちの母の
ところにはまだ予約券が届いておりません。10月に行われる地区大会は、是非バーチャル
では無くリアルに開催したいものです。� （藤田　進）



４月６日 例会

４月13日 例会

４月20日 例会

４月27日 例会


