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今年度の最終月報への掲載に代えさせて頂きます。ご
理解の程宜しくお願いします。例会終了後、５月11日
に入会頂いた岡本泰明さん、大江かおりさんの歓迎昼
食会を開催します。短い時間ですが楽しんで頂ければ
幸いです。
話は変わりますが、先週末自宅にワクチン接種券が
届き、早速日曜日に１回目のワクチン接種を受けまし
た。腕が痛いぐらいで大きな副作用はありません。他
の自治体に比較し遅れ気味の広島市のワクチン接種も
加速化しており、コロナウイルスの終息も近いのでは
ないかと期待します。
最後になりますが、2021-22年の杉川ガバナー年度、
根石年度が輝かしい年度になること祈念するととも
に、今年度理事役員、委員長、会員各位のご支援ご協
力に感謝申し上げ、会長退任挨拶も含め最後の会長時
間とさせて頂きます。皆様本当に有難うございました。
� （６月22日会長時間より）

皆さんこんにちは、緊急事態宣言が20日に終わり、
20-21年度の最終例会を昼間ではありますがリアルで開
催できることに感謝致します。今年度は西南ロータリー
34年の歴史の中でも特筆すべき多難な年度になりまし
た。新型コロナウイルスだけでなく、山下幸彦直前会
長、田中和之会員、三好清隆会員と３名の我がクラブ
にとってかけがえのない方々がご逝去されました。人
の命には限りがありますが、何故この多難な年にこの
ような不幸が重なるのか返す返す残念なことでした。
しかしながらこの厳しい時代に李会員、岡本会員、
大江会員の３名の方にご入会頂きました。純増２名の
目標は達成できませんでしたが、年度当初の会員数で
今年度を終えることに安堵しております。又会員に新
型コロナウイルスの感染者が１人も出なかったことは
不幸中の幸いと思います。
最終例会では例年理事役員の皆さんに退任挨拶を頂
いておりますが、今年は時間的制約もあり退任挨拶は

会長メッセージ

ロータリー、より強く、より深く、より楽しく
� 佐藤　二郎

副 会 長

根 石 英 行
　今年の佐藤会長年度は、コロナ禍で非常に活動に苦
労された年度でした。休会、出席については苦しいご
決断が続いたものと思います。まずその労を労いたい
と思います。しばらくコロナの影響は続きますが、
Zoomを使った例会運営など、佐藤年度で工夫された
実績を次年度にも生かしてまいりたいと存じます。
　皆様の今年度へのご協力に感謝申し上げます。理事
の皆様ご苦労さまでした。

幹 　 事

佐 古 雄 司
　今年度も前年度に引き続き新コロナ禍でのスタート
から始まり最終例会まで多くの影響がありました。例
会スタート時から例会場のマイクカバーの取り換えや
マイク使用後の毎回消毒と気を遣うことも多々発生し
ました。また、例会場の安全を確保するため西RCと

共同でアクリル板の設置やZoom環境下でも例会へ参
加できるようロールスクリーンやパソコン等の新調を
しました。
　今年度は内部環境の整備の年であったように感じま
す。
　実施できた事業として、地区補助金を活用した障害
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台の寄贈と地区補助金特別プロジェ
クトを活用した広島こども食堂「よこがわ楽だ食堂」
への折畳み式作業台と２升焚き炊飯器・電子レンジ寄
贈でした。
　参加者を最小限に絞りながら参加させていただきま
した。
　親睦を図る夜間例会や、ガバナー公式訪問等、毎年
行われていた事業はほぼ中止されました。
　また残念なことに、前年度会長の山下幸彦さんが
2020年７月23日の海の日に亡くなられ、今年度は田中
会員、三好会員とご逝去が続き大変悲しい思いをしま
した。
　会員の皆様を始め委員長、理事、事務局のご協力を
いただきながらなんとか１年過ごすことができまし
た。
　また次年度へ良い形で引継ぎが出来ればと思ってお
ります。
　ありがとうございました、また大変お世話になりま
した。

理事役員退任挨拶
プログラム時間を省略しましたので、紙面で退任挨
拶をご紹介いたします。
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副 幹 事

水 谷 耕 平
　副幹事を務めました水谷です。
　今年度は、前年度に引き続きコロナ禍の例会運営と
なりました。佐藤会長と佐古幹事は、多くの悩みがあっ
たはずですが、適切な時期と内容で運営方法の判断を
していただきました。大変ご苦労をおかけしたと思い
ます。また、副幹事は上田会員とコンビを組ませてい
ただきました。例会進行の準備や段取りは私の担当で
したが、至らない点が多々あり、上田会員のアドリブ
にずいぶん助けられました。司会の上手さは当クラブ
一かと思います。
　今年度は多くの事業が中止となりました。適切な奉
仕活動の場が提供できなかったことは大変残念ではあ
りますが、会員の皆様のあたたかいご支援のおかけで
１年間副幹事を務めることができました。この場を借
りてお礼申し上げます。
　１年間ありがとうございました。

副 幹 事

上 田 直 治
　今年度、副幹事を務めさせて頂きました上田でござ
います。
　今年度はコロナ禍の中での例会、行事をいかに工夫
して行っていくか、考えているうちに、第三波、第四
波、変異株、と感染者が増えていき、当初の計画通り
に事は運べず、気づいたらあっという間に１年が終
わっていました。
　正直、充実感はあまりありませんでした。
　それでも例会においてはできるだけリアルに拘った
佐藤会長のご判断で会員の皆様の交流が図れたと思っ
ています。
　例会進行では水谷副幹事に毎回、原稿を作成頂き、
私は読むだけと楽をさせて頂きました。
　ありがとうございました。
　一時も早いコロナの終結を祈願し、退任のご挨拶と
させて頂きます。１年間お世話になり、ありがとうご
ざいました。

会 　 計

橋 本 幸 範
　会計の橋本です。
　コロナ禍の影響でクラブの活動が大幅に制限された
ため、収支は当初の予算通りとはなりませんでしたが、
皆様の協力のもと資金は確実に管理され順調に推移し
ました。
　皆様、１年間ご協力いただきましてありがとうござ
いました。

理事（クラブ管理運営委員長）

桒 田 博 正
　今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大のため、
予定していた例会・行事等が変更、中止となりました
が、Zoomによる例会参加を可能とし、夜間例会等が
困難でも昼間に歓迎例会等を開催しました。
　出席委員会・親睦家族活動委員会・プログラム委員
会の各委員長をはじめ委員の皆様の多大なるご協力を
頂き任務を終えることができました。ありがとうござ
いました。

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﨑です。１年間共に
活動してきた井上委員長、藤田委員長には大変お世話
になりました。理事として至らない点が多々あったに
も関わらず、両委員長の職務遂行能力のおかげでコロ
ナ禍で両委員会とも無事ゴールを迎えることができま
した。
　クラブ広報委員会では、例会やGMを活用してマイ
ロータリーの登録を目標に到達することができまし
た。
　会報資料委員会では、例会や諸行事が開催されない
中でも誌面を工夫し最終号まで発行することができま
した。
　両委員会とも情報収集と情報発信という縁の下の力
持ちのような委員会ですが、クラブにとってはとても
重要な位置づけであると私自身勉強になった１年でし
た。
　次年度以降も時代に合った情報発信のあり方を会員
全員で模索していきましょう。
　１年間ありがとうございました。

理事（会員増強委員長）

児 玉 栄 威
　本年度は、会員80名体制を実現すべくバトンを預か
りましたが、コロナ禍による活動の自粛により会員増
強委員会には非常に酷な１年となりました。その中で
も自主退会の会員は１人も出られなかったこと、また
３名の新会員の方にご入会頂き、結果会員数を維持で
きたことにつきまして感謝の念に堪えません。
　また、ロータリー情報委員会では新たな取り組みと
して、体系的にロータリー、そしてわがクラブについ
て学べるカリキュラムを組み、３回のGMを実施する
ことができました。このGMには多くの会員の皆さん
に出席して頂き、感謝申し上げます。
　また、会員選考・職業分類委員会におきましても、
新会員のスムーズな審査ができまして、ご紹介者の方
には感謝申し上げます。
　今年度はコロナ禍により例年とは異なるロータリー
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活動となりましたが、これも一つの貴重な経験として
次年度以降、更に会員増強が発展していくことを祈念
いたしまして、退任のあいさつとさせていただきます。

理事（奉仕プロジェクト委員長）

山 國 　 豊
　20-21年度、奉仕プロジェクトの理事を務めさせて
いただきました。
　今年度も特別補助金プロジェクト・特別補助金事業
を各委員長の大変な努力と協力で無事に実現すること
ができました。田中朋博委員長・佐藤暖以子委員長、
ありがとうございました。
　職業奉仕のGMが１回と優良従業員表彰、国際奉仕
の広島国際センターへの寄付、スマイルは休会が多く
あり苦戦いたしました（汗）。
　残念ながら新型コロナウイルスの影響で関わること
ができなく中止になってしまった事業がいくつかあり
ましたが、準備をして出来ることをやり切ったと思い
ます。
　ご協力くださいました各委員長と皆さん、ありがと
うございました。
　１年間大変でしたけど、楽しく過ごせることができ
ました。
　理事という貴重な経験させていただき、ほんとうに
ありがとうございました。

理事（財団委員長）

梶 本 尚 揮
　西南ロータリークラブ始まって以来の困難な社会環
境でしたが、両委員会は「ロータリー、より強く、よ
り深く、より楽しく」の会長スローガンのもと皆様の
ご協力を頂き活動を行い、１年を締め括ることができ
ました。
　米山奨学生として、2021学年度エリザベト音大博士
課程３年生ヤン・キンさんを受け入れました。
　地区補助金事業では、青少年奉仕委員会、社会奉仕
委員会において補助金を活用いたしました。
　寄付においては、全会員と有志の皆様によりロータ
リー財団と米山記念奨学会へ寄付を行い、クラブ目標
を達成致しました。ご協力ありがとうございました。

Ｓ.Ａ.Ａ.

宮 本 　 昇
　今年度S.A.A.を勤めさせて頂きました宮本です。今
年度は新型コロナウイルスの影響で中々思う様に例会
を行うことが出来ず、会員の皆様にとっても歯痒い１
年であったことと思います。
　そんな中でも会員の皆様のご協力を頂き、１年間つ
つがなく例会を運営できましたこと、心よりお礼申し
上げます。ありがとうございました。

副Ｓ.Ａ.Ａ.

長 野 　 宏
　副S.A.A.の長野です。初めてのS.A.A.でしたが、こ
の１年間宮本さんに頼りっぱなしで何も出来ませんで
した。
　コロナ禍で皆さんと会う事も少なかったですが、１
年間有難うございました。

委員長退任挨拶（６月15日
第1617回例会卓話）

出席委員会　委員長

折 本 　 緑
　今期は、新型コロナウイルスの影響により、今まで
通りの例会運営を行う事が難しく、新しい方法を模索
しながらの波乱に満ちたスタートとなりました。
　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たものの、
予定通りにはいかず。。。
　ですが、好評をいただきましたので、次年度にしっ
かりと引き継がせていただきました！
　また、Zoomでのハイブリッド例会では、当初は慣
れずにご迷惑をおかけしましたが、今ではすっかり定
着した様子で、沢山の方にご利用頂けるようになりま
した。皆さまの積極的なご参加に感謝申し上げます。
　新型コロナウイルスという強敵は、人と人の繋がり
を分断してしまいます。参加してこそ価値のあるロー
タリークラブがその本領を発揮することができない難
しい年度となりましたが、奥田副委員長、杉川会員、
佐々木信幸会員の力強い協力に恵まれ、会員の皆さま
に助けられ、幸せな１年間の活動でした。本当にあり
がとうございました。

親睦家族活動委員会　委員長

寺 本 真 司
　親睦家族活動委員会委員長の寺本です。コロナ禍で
なかなか思うような活動ができず、会員の皆様に寂し
い思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。来
年こそは会員だけでなく、家族の皆様も含めた温かい
イベントを行えることを切に願っております。
　１年間ご協力を頂き、誠にありがとうございました。

プログラム委員会　委員長

佐 藤 克 則
　２年間続けたプログラム委員会委員長を退任しまし
た。
　思い出深いのは、この２年間はコロナ状況下での、
異例の例会運営だったことです。休会があったり、卓

青少年奉仕月間・ロータリー親睦活動月間4 2021年 5・6月



話時間のカットがあったりで、計画通りのプログラム
運営ができませんでした。
　プログラム設定に当たっては、少なくとも３か月先
位までは予定を組んで行うべきものですが、何度も計
画を変更せざるを得ませんでした。とりわけ、外部講
師の招へいには、困難が生じてしまいました。
　来季はコロナも落ち着いて、計画通りのプログラム
の運営ができるよう、祈るばかりです。皆さんのご協
力に感謝します。

クラブ広報委員会　委員長

井 上 俊 博
　クラブ広報委員長の井上です。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くということで
１年間取り組んでまいりました。
　実施結果として、計画に従い以下を実施しました。

　１�．各記者クラブへのプレスリリースとして、地区
補助金事業の「よこがわ楽だ食堂支援事業」と「障
害者支援施設セルプ宇品支援事業」を実施しまし
た。

　２�．ロータリーの友への投稿について、地区補助金
事業「障害者支援施設「セルプ宇品」へ電気式焼
き芋機とポップコーン機を寄贈」とロータリー情
報委員会活動「ロータリー入会歴の若い会員中心
にみんなでロータリーについて学ぼう」の投稿を
実施しました。

　３�．マイロータリーへの登録・利用促進について、
12月の情報GMで登録方法、登録状況の説明、
例会で登録状況推移報告を実施しました。これ
により11月32名だった登録数を50名まで増加、
目標登録率60%をクリアすることができました
（70.42％）。

　４�．広島西南ロータリークラブホームページの定期
更新について、毎回の例会の様子の掲載、委員会
活動として奉仕プロジェクト委員会の活動「よこ
がわ楽だ食堂に調理機器贈呈」の掲載、同好会活
動として真倫クラブ、芝楽会の活動報告の掲載を
実施しました。また、毎月の会報誌についても掲
載を実施しました。

　１年間クラブ広報の活動にご協力頂きありがとうご
ざいました。

会報資料委員会　委員長

藤 田 　 進
　会報資料委員会の藤田です。私はまだ入会３年目の
若輩者ですが昨年度は副委員長、今年度は委員長の大

役を仰せつかり、無事にやり遂げられて今はホッとし
ております。
　思えばこの２年間は新型コロナウイルスに翻弄され
た２年間でした。特に2021年は広島でも緊急事態宣言
が発出され、西南ロータリクラブ会員の皆様だけでな
く、他クラブ、クラブ外の市民の皆様とも触れ合う機
会が制限され、とても息苦しい１年でした。
　しかしその中でも、佐藤会長を始めとした幹事・副
幹事等の執行部の皆様、各理事の皆様のご尽力のお陰
をもちまして、何とか１年間会報を発行することがで
きまして、安堵しております。会員の皆様や事務局の
皆様、印刷関係の皆様にも、この１年間様々な形でご
指導ご協力頂き、本当にありがとうございました。
　拙い文章で申し訳ありませんが、ご挨拶とさせて頂
きます。

増強委員会　委員長

河 原 英 二
　本年度は会員80名を目標とし、純増２名という会長
方針を達成すべく活動をしてまいりました。
　そして新たに３名の新会員をお迎えする事ができま
した。
　しかしながら、会員３名のご逝去により期首会員数
の維持にとどまりました。
　コロナ禍により10年会など新規会員候補の発掘の機
会などを失ったことが残念でなりません。
　新会員のご紹介者をはじめ、退会を踏みとどまって
頂いた会員の皆様のご協力に、心から感謝致しており
ます。
　１年間本当にお世話になりました。

会員選考・職業分類委員会　委員長

曽 里 　 裕
　本年度は３名の方の入会があり、選考を行うととも
に新たな職業分類項目を追加しました。分類ごとの人
数制限も撤廃され、以前から比べると職業分類の重要
性は低くなった感は否めませんが、わがクラブとして
の考え方をしっかり確立していかなければならないと
感じた次第です。

ロータリー情報委員会　委員長

岩 田 智 博
　本年度は、新会員にロータリーの理念、活動、組織
等のロータリアンとしての基本知識を提供する。入会
歴の若い会員に重点を置き、全会員対象にロータリー
情報を学習できる機会を設けロータリアンとしての資
質向上を図る活動をしました。予定は５回の開催でし
たが新型コロナウイルスの影響で、３回の開催になっ
てしまいました。
　３回の少ない講義でしたが、大勢の会員の参加をい
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ただき、充実した時間であったと思います。参加いた
だいた会員の皆様、講師を務めた委員会のメンバー、
コロナの状況での会場設営いただいたインテリジェン
トホテル皆様のお陰です。
　１年間ありがとうございました。

職業奉仕委員会　委員長

栗 原 佑 哉
　職業奉仕委員長の栗原です。
　予定していたプログラムはコロナにより中止になる
ことが多く、委員長の仕事としては全くお役に立てな
かったかと思っております。
　そんな中、最後の優良従業員様の発表、退任のご挨
拶をオンラインでさせていただきましたが、会員歴の
浅い自分にとって委員長としてロータリーの皆様と交
流させていただけた貴重な１年でした。
　職業奉仕についてもしっかりと考えさせられた１年
を、皆様のおかげで終えることができました。ありが
とうございました。

社会奉仕委員会　委員長

田 中 朋 博
　2020-2021年度の社会奉仕委員会は、副委員長の伊
藤英彦会員と森豊彦会員で事業を担当させていただき
ました。
　今年度もコロナウイルス感染症の発生を抑えるため
に、平和記念公園の清掃、広域公園の梅林・宮島の桜
の整理事業など、屋外での事業はすべて中止とし、当
初の事業計画にあった地区補助金事業を活用したセル
プ宇品さんへの「ポップコーン機器、焼き芋機」の贈
呈、点字グループ「つぼみ」さんへの「点字カレンダー」
支援を実施させていただきました。ワクチン接種が進
むことにより効果が発揮され、新型コロナウイルス感
染症の完全終息への道が開け、次年度、これまでどお
りの奉仕活動ができる年となることを願っておりま
す。１年間、ありがとうございました。

国際奉仕委員会　委員長

平 石 雅 史
　今年度、国際奉仕委員長を務めさせていただきまし
た平石です。
　本来でしたら広島日本語教室への支援及びその生徒
さんとの交流、卓話、また台北新東RC親善委員会のサ
ポートなどを予定していましたが、今の状況でしたら
致し方ありません。
　次年度従来のような活動ができるようになりますこ
とを望みます。
　１年間ありがとうございました。

青少年奉仕委員会　委員長

佐 藤 暖 以 子
　最初は青少年委員会とは何をするのか…から始まり
ました。
　よく分からないままスタートしましたが、諸先輩方
に色々と聞いたり教えてもらったりしながらご迷惑も
お掛けしたかと思いますが、なんとか１年間やりきる
ことができました。
　今年度は新型コロナウイルスの影響で、活動もあま
りできませんでしたが良い経験ができたと思っていま
す。
　皆さんの前に立っての発表は苦手なのですが、前に
立つ機会も何回か頂き、苦手ながらも少しは成長でき
たのではないかなと自分では思っております。
　１年間ありがとうございました。

スマイル委員会　委員長

小 野 　 誠
　スマイル委員長の小野でございます。
　会員誕生日・ご婦人誕生日・結婚記念日・創業月・
入会月等のご案内を行い取り組んでまいりましたが、
コロナ禍の影響を受け休会が多く思い通りの活動がで
きず、目標は達成できませんでした。
　しかしS.A.A.と連携して、積極的な自主出宝の要請
を行い成果は出たと感じています。
　三密回避の為、ニコニコの徴収も苦慮致しましたが
会員皆様のご協力を得て何とか任務を遂げさせて頂き
ました。
　１年間有難うございました。

ロータリー財団委員会　委員長

山 下 哲 夫
　今年も財団の寄付にご協力有難うございました。
　ポールハリスフェローに快くご協力頂いた会員には
特にお礼を申し上げます。
　ロータリー財団委員会の活動を通じて感じたことは
RIとクラブの関係です。
　反語的になりますが改めて職業奉仕の理念について
再読してみました。
　いい勉強になったことを感謝いたします。

米山奨学委員会　委員長

谷 口 公 啓
　武漢発の世界的なパンデミックとなった伝染病に対
し、日本社会は異常なまでの警戒心を働かせ、例会開
催もままならず経済にも甚大な被害が出てしまった１
年でした。�
　そんな中、梶本理事を始め多くの会員の皆様にご協
力頂き、米山奨学会への特別寄付・普通寄付を行うな
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ど事業計画はほぼ達成できました。ありがとうござい
ました。�

戦略計画委員会　委員長

曽 里 　 裕
　GMが開催できずこれまでの計画を踏襲しました。
プログラム委員会より定款・細則についての卓話依頼
があり、要点について説明を行いました。
　2016年及び2019年の規定審議会で特に柔軟性が強調
されています。
　次年度も委員長を拝命しておりますが、私のような
将来のないロートルが担当するよりも、将来ある若い
方が斬新な考えで将来を考えた方が良いと思います。
　佐藤克則副会長、次年度はよろしくご検討のほどお
願い致します。

西南の集い親善委員会　委員長

児 玉 栄 威
　本年度開催を予定していた「西南の集い�in�鹿児島」
は残念ながら中止となり、今年度はこれまでになく、
静かな委員会の活動の１年となりました。
　その中で、当クラブでホストを務める「西南の集い�
in�広島」の開催日が2022年４月16日に決定し、各西
南クラブへの周知もできまして、次年度はいよいよ実
行委員長を中心に準備をしっかり進めていこうと思い
ます。
　「西南の集い�in�広島」を大いに盛り上げていきたい
と思いますので、次年度も会員皆様の更なるご理解ご
協力を賜りますよう、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の徳納です。
　本年度はコロナウイルス感染対策で、会員参加の広
域公園の梅林整備そして宮島の桜整備事業が開催でき
ませんでした。
　定期的な梅林の草刈のみの実施に終わりました。
　そして、次年度も「メモリアル保存委員長」を拝命
いたしました。
　次年度はコロナ禍が収束していることを願って、盛
大に両事業を開催したいと思います。
　多くの会員の思いのこもった事業にしたいと思います。
　有難う御座いました。

10年会　委員長

宮 﨑 　 真
　10年会委員長の宮﨑です。近年入会者のほとんどが
10年会を体験しての入会となり順調に推移していまし
たが、新型コロナウイルスの影響で本年度は一度も開
催できませんでした。
　10年会は新会員の発掘が大きな目的ですが、近年入
会者にとっても交流の場としてスムーズに西南ロータ
リークラブに溶け込んでいける装置にもなっていると
思います。
　この２年間に入会された会員にとってはリアル例会
も少なく大変申し訳ない状況になっています。
　次年度になりますが落ち着いたら10年会でまた集ま
りますので、大いに交流しましょう。
　１年間ありがとうございました。
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第1616回例会　６月８日  
　今日はZoomによる初めてのウェブ単独例会です。
不手際があると思いますが宜しくお願いします。プロ
グラムの時間は優良従業員表彰です。本来であればリ
アル例会でお話を聞かせて頂くところですが、密を避
ける観点からウェブでの表彰とさせて頂きましたこと
ご了承下さい。推薦者と受賞者のお話は最終の月報に
掲載致します。
　さて６月は「ロータリー親睦活動月間」です。親睦
は、ロータリーの中核的価値観の一つです。今年度ロー
タリー情報委員会のGMで発表された資料に、親睦
（Fellowship）について説明がありますので引用させ
て頂きます。「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」
とよぶのです。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。」とあります。
　吉原パストガバナーは「親睦を単に気の合った仲間
とゴルフやお酒を楽しむだけなら、バーやカラオケで
も親睦は図れます。しかしながらロータリーの親睦は
例会や委員会での交流が基本であり、一般で言う親睦
とは異なります。Fellowshipを親睦と訳したことが誤
解を招いているかもしれません、友情、友愛が近いよ
うに思います。ロータリーが言う親睦とはロータリー
クラブが、クラブとして存続していく上で欠かすこと
のできない必要条件となる。ロータリアン一人一人の
心が結合した状態を表すものと思っています。その中
で同じ価値観を持ち、共に全てを語り合える仲間の集
まりとしてロータリークラブが出来たのです。」と説
明されています。
　正にこの説明がロータリーでいう中核的価値観とし
ての親睦です。皆様今一度ロータリーの親睦の意味を
確認下さい。

第1615回例会　５月11日  
　新入会員の大江さん、岡本さんご入会おめでとうご
ざいます。１日も早く西南の雰囲気に慣れて頂き、充
実したロータリーライフを過ごされることを祈りま
す。
　米山奨学生の楊卿さん、これから１年間宜しくお願
いします。ロータリーの奉仕の精神や日本のことを学
んで下さい。会員の皆様には楊さんに親しく声をかけ
て頂き色々と話をして頂ければ幸いです。
　さて、５月は青少年奉仕月間です。ロータリアンの
重要な責務として、よりよき未来を確実なものとする
ために青少年の育成を図ることが求められ、青少年の
健康、人間の価値、教育、自己啓発を支援するプロジェ
クトの実施が奨励されています。
　RIは青少年や若い社会人が将来のリーダーとなる
ためのスキルを身に着けるための常設プログラムとし
て、インターアクト、ローターアクト、青少年指導者
育成プログラム（RYRA）、青少年交換を用意してい
ます。
　インターアクトクラブは12歳～ 18歳までの青少年
を対象に、ロータリークラブが提唱して結成、毎年国
際理解と親善の推進、地域社会の支援といった奉仕プ
ロジェクトを通じ奉仕の心を学びます。
　ローターアクトクラブは18歳以上の青年男女を主な
対象に、ロータリークラブが提唱して結成され、ロー
タリー家族の一員として奉仕の心を学び、スキル向上
のための研鑽を積んでいます。
　RYRA（Rotary�Youth�Leadership�Awards）は14
歳～ 30歳の青少年を対象に集中的に行う指導者研修
プログラムです。地区主催で毎年１回開催されます。
　青少年交換（Rotary�Youth�Exchange）は15歳～
19歳までの青少年に母国以外の国を訪問或いは留学す
る機会を提供するもので、異文化体験を通じ世界市民
としての自覚を養成するプログラムです。
　西南ではRYRA以外は取り組んでいませんが、青少
年の育成は重要テーマであり、今後活動の幅を広げて
行くことが必要と思います。
　新型コロナ第四波の中ではありますが、５月16日の
地区大会は予定通りweb開催されます。インテリジェ
ントホテルで行うパフリックビューイングに参加され
ない方も、ご自宅で時間の許す範囲で結構ですから視
聴頂ければ幸いです。
　又在広クラブの中には再び休会するクラブが出てき
ています。西南の今後の例会対応については本日の理
事会で協議の上皆様にお知らせいたします。
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たこと心から感謝申し上げます。
　さて、今年は新型コロナウィルスの影響もあってか、
2015年９月の国連持続可能な開発サミットで決められ
たSDGs（持続可能な開発目標のための2030アジェン
ダ）が、５年を経て急に注目されるようになり、正に
SDGs元年とも言える年となりました。2050年のカー
ボンニュートラルの達成を踏まえ、2030年には2013年
度比で炭素排出量46%削減が政府目標として設定さ
れ、次世代蓄電池技術など電力のグリーン化、水素の
大量供給・利用技術、二酸化炭素の回収再利用が重点
分野に指定されました。再生エネルギーへのシフト等
により、2030年には今と違った世の中になると思いま
す。
　アフターコロナの時代は、持続可能な社会構築に向
け、人びとが、社会が一つになって行動する必要があ
ります。明るい未来は我々一人一人の意識と行動にか
かっています。

第1617回例会　６月15日  
　皆さんこんにちは、今日もZoomによるウェブ例会
です。2020-21年度もいよいよ大詰めです。今日のプ
ログラムは各委員長の退任挨拶です。順番にZoom画
面でご挨拶を頂きます。
　初めての試みですが宜しくお願いします。
　2020-21年度の例会も今日を入れてあと２回となり
ました。ソーシャルディスタンスの確保、不要不急の
集まりは自粛せよ、会食は４人以下で、リモートワー
クの推進、出社人数は30%以下などなど、社会活動そ
のものが悪と見なされる新型コロナウイルスに最後ま
で翻弄された１年となってしまいました。
　休会や夜間例会の中止等数多くの行事を行うことが
できず、各委員長の皆様には、事業計画推進にあたり
多大なご苦労をおかけしました。又実施できなかった
計画も多くフラストレーションの溜まった年度になっ
たと思いますが、最後まで粛々と仕事をして頂きまし

小野和彦元会員の奥様より
挨拶状をいただきました
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第1615回例会� ５月11日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌　われらの生業
新会員入会式
　岡本泰明　会員（㈱TOBIRA　代表取締役）
　推薦者：佐古雄司　会員・佐藤二郎　会員
　この度、キョーリツコーポレーション株式会社の佐
古社長にご紹介頂き、広島西南ロータリークラブへ入
会させて頂きました岡本泰明（おかもとやすあき）と
申します。伝統ある西南ロータリークラブの一員とさ
せて頂き、大変光栄に存じます。
　私はこれまで、家具インテリア・内装の仕事を営ん
だ後、10年ほど不動産、住宅業界に携わってきました
が、今年度より不動産売買の会社を設立し日々奮闘し
ております。
　社会貢献とは無縁でありましたが、皆様との交流や、
奉仕活動を通し人間性を深めたいと思っております。
　未熟な若輩で至らぬ点も多々あると思いますが、ご
指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
　大江かおり　会員（㈱グレースラーン　代表取締役）
　推薦者：折本緑　会員・杉川聡　会員
　折本さんよりご紹介いただきました、大江かおりと
申します。
　主婦だけの会社を経営して９年目になります。
　３年前の西日本豪雨災害時に子ども食堂を矢野地
区、坂地区で開催したことをきっかけに企業が社会貢
献する事の必要性を感じはじめ、“利益追求より社会
課題解決”へとシフトチェンジしました。
　ロータリーの仲間に加えていただき光栄です。今後
ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
米山奨学生紹介ならびに挨拶
　楊　卿さん
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・会員手帳追加
シール配布の案内。／ロータリーレート変更の案内
（１ドル＝110円→109円、５月より）。／５月16日（日）
午後より地区大会WEB参加の会を広島グランドイ
ンテリジェントホテル３Ｆで開催予定。参加申込者
は出席のこと（地区大会実行委員会からの詳細未着、
参加者には開始時間等分かり次第連絡）。／例会後、
理事役員会開催。

出席報告
　会員数�71名　出　席�48名（うちZoom出席３名）�
　　　　�　　　欠　席�23名　ゲスト　�1名
プログラム
会員卓話

　「春の頃年男放談」
　年男としての今年の抱負
　萬歳幸治　会員
　私は、今年７回目の丑年を迎えました。
　年男として「祈り」「願い」「行動」の３つの言葉を
１年間心がけていきたいと思っています。
　この言葉は一昨年行った遠野市のガイドさんが言っ
ておられた言葉をそのまま借用したものです。
　遠野市は花巻から釜石線で釜石までの中間ぐらいの
所であり、柳田國男の「遠野物語」の舞台です。
　観光する所として「カッパが住んでいたといわれる
淵」や水車小屋、古い民家、城の跡などで、最後に案
内されたのは山の裾に岩が沢山ころがっている所で、
今では、熊が時々出るという寂しい所でありました。
　ガイドさんの説明によると、遠野地方は約200年前
には度重なる飢饉が発生し、その度に餓死者が多数出
たそうです。
　１人の僧が餓死者の供養にと飢饉が発生しないように
願いを込めて五百個の岩に羅漢さんの顔を刻まれた所で
五百羅漢と言われている飢饉の祈念する場所でした。
　ガイドさんは子供の頃ここに来ると、親から餓死者
のために「祈りなさい」そして飢饉が発生しないよう
に「願い」又飢饉になっても餓死しないように日頃か
ら「行動」に気をつけなさいとよく言われたそうです。
観光客を案内するたびに、この３つの言葉を思い出す
と言っておられました。
　私は、この話を聞いた時、今は亡くなられた方で原
爆の恐ろしさを人々に伝えるのが私の務めだと言って
原爆の語り部をしておられた方を思い出しました。こ
の方が、平和公園は原爆で犠牲になった方々の祈りの
場所であり、又原爆がなくなるよう願う所で、原爆を
なくす運動の起点であると言っておられたのを思い出
します。
　この様な願いが昨年国連での核兵器禁止条例の批准
に導いたものと思います。そして近い将来、世界の全
ての国がこの条約を批准する日が来ることを願いたい
と思います。
　行動することによって成果を上げつつある例とし
て、ポリオプラス運動があります。
　国際ロータリークラブが広島西南ロータリークラブ
発足１年前にポリオプラス運動を行うことを決定し、
我々のクラプの発足の年から募金活動が始まり、あれ
から35年になります。今、ポリオの汚染地域は、聞く
ところによるとパキスタンの一部とアフガニスタンの一
部だけになっているそうです。地球上からポリオがな
くなる日が近いと思われます。最後まで運動を続けた
いものです。
　現在、世界の人々が願っているのは新型コロナの終
焉でありますが、ワクチンの早期接種や人々の行動の
自粛にかかっていると言われています。できるだけ早
期に終息することを願っております。
　今年、�広島西南ロータリークラブは35周年の記念の

青少年奉仕月間・ロータリー親睦活動月間10 2021年 5・6月

例　会　記　録



年を迎えると共に杉川ガバナーの年度が始まる年で
す。
　広島西南ロータりークラブにとって素晴らしい年に
なるように会員全員が全力をあげて盛り上げていきた
いものです。

　奥田實　会員

第1616回例会� ６月８日
12：30～13：30　Zoom

国歌　われらの生業
お誕生記念月記念品贈呈
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　�ロータリーの友誌・ガバナー月信・クラブ月報送付
の報告。／６月会費請求の案内（米山奨学会の寄付
者以外は請求なし。）／６月22日（火）最終例会＆
新会員歓迎会の案内（昼開催予定。今週メールで案
内予定、必ず期日内に回答のこと。会費負担無し）。
／小野和彦元会員が今年２月にご逝去。奥様からの
お礼状の紹介。

プログラム
　「優良従業員表彰」
　㈱ポップジャパン　マーケティング部営業課長代理�
　中村勇太　様
　西部熱機㈱　課長　平山健治　様

第1617回例会� ６月15日
12：30～13：30　Zoom

奉仕の理想
四つのテスト唱和
会長時間
幹事報告
　�来週の最終例会＆新会員歓迎会の回答期限は金曜日
迄。必ず回答のこと（参加回答者数で食事準備）。
／地区大会の抽選会で長野会員と田中朋博会員が河

豚セット当選、別途連絡のこと。／ロータリー手帳
希望者は事務局迄問い合わせのこと。／６月は期末
月のため、会費振込は月内に完了のこと。／次週は
12：30 ～最終例会＆新会員歓迎会を開催、出席回
答者は間違えのないよう参集のこと。

プログラム
　「委員長退任挨拶」

第1618回例会� ６月22日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

最終夜間例会＆歓迎会

ＲＯＴＡＲＹ
ロータリー情報委員会　修了書授与
スマイル大賞　記念品贈呈　
会長時間
幹事報告
　�100万ドル食事会計からボールペン配布の案内。／
本日最終例会、ボックス内配布物を持ち帰りのこ
と。／次週は休会、新年度は７月６日（火）例会か
らスタート。／７月会費は７月20日予算決算報告後
の発送予定。同好会半期会費請求のメンバー表は７
月13日迄に連絡のこと。／７月プログラムは例年通
り、７月６日理事役員就任挨拶、７月13日委員長就
任挨拶、７月20日予算決算報告、７月27日新会員卓
話の予定。該当者は当日の挨拶と月報用原稿を提出
のこと。

出席報告
　会員数�71名　出　席�60名（うちZoom出席1名）
　　　　�　　　欠　席�11名　ゲスト�� 1名

掲　示　板

６月行事予定
❖６月１日（火）　13：00 ～
　第12回理事役員会� Zoom開催
❖６月15日（火）　
　プログラムは委員長退任挨拶です。
　�ANAホテル会議室でご参加可能な方はお越し
下さい。
　�難しい方は、事前に佐古幹事（CC：藤田会報
資料委員長）まで
　ご挨拶文のご送付をお願い致します。
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　　�佐古幹事より説明、提案。後援名義使用について
承認。

　⑹�会長・幹事・会計への調整一任（６月会費等）に
ついて

　　�会費等の請求額について会長、幹事、会計に一任
することを決定。６月会費は請求しないことを決
定。

　⑺４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
　　�桒田理事：最終例会の昼開催の内容を検討する。
山國理事：�優良従業員表彰は今年度開催が難しけ

れば次年度繰り越しにすることも検討
する。

　⑼その他
　　�根石副会長：�35周年の準備で宮島に行く予定で

あったが延期とする。
次回開催日
　第12回理事役員会　2021年６月１日（火）13：45
閉会挨拶　根石副会長
　５月は休会となるが、６月に会えることを期待した
い。

日　時：2021年５月11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、
　　　　山國、橋本、水谷
欠席者：宮㟢、児玉、宮本

佐藤会長挨拶
　引き続き皆様のご協力をお願いしたい。
議事
　⑴�合同幹事会報告
　　�佐古幹事より資料をもとに報告。
　⑵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。次年度分担金減
額について承認。

　⑶�例会開催について
　　�５月中は休会とし、６月に再開するかの判断は会
長、幹事に一任することを決定。

　　�事務局はリモートワークに切り替えることを決定。
　⑷最終例会について
　　�夜間開催はせず、昼開催を検討することを決定。
　⑸�沖田孝司さんCDプロジェクト　後援名義使用依
頼について

―――５月―――
児玉　栄威　３日
新藤幸次郎　６日
小川　光博　12日
栗原　佑哉　15日
―――６月―――
佐藤　克則　１日
平石　雅史　３日
谷口　公啓　12日
河原　英二　15日
宮﨑　　真　17日
折本　　緑　23日

会員誕生日
―――５月―――
宮㟢　　真　１日
田中　茂樹　３日
吉田　栄壮　４日
時岡　俊介　５日
白築　忠治　11日
佐々木　宏　15日
杉本　清英　16日
奥田　　實　16日
桒田　博正　26日
李　　志翔　29日

―――６月―――
先小山英夫　１日
沖井　　翔　２日
岡本　倫明　４日
栗原　佑哉　15日
尾﨑　順也　19日
遠崎　秀一　20日

結婚記念日 入　会　月
―――５月―――
村尾　博司　H３年
谷口　公啓　H11年
岡本　倫明　H28年
稲田　健二　H30年
栗原　佑哉　H30年
―――６月―――
宮本　　昇　H11年
岩田　洋子　R１年
森　　豊彦　R１年
時岡　俊介　R１年
鍵岡　　馨　R１年
大山　修司　R２年
岡田　真規　R２年
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５・６月の会員記念日

パートナー誕生日
―――――――５月―――――――
山國　　豊夫人　麻　記様　17日
小川　光博夫人　秀　子様　17日
岡本　倫明夫人　和　子様　24日
谷口　公啓夫人　季代子様　27日
萬歳　幸治夫人　洋　子様　28日
折本　　緑夫　大野公嗣様　29日
―――――――６月―――――――
深谷　泰之夫人　和佳乃様　４日
長野　　宏夫人　夏　子様　10日
藤田　　進夫人　貴代美様　17日
尾﨑　順也夫人　隆　子様　19日
新藤幸次郎夫人　有　香様　27日

創　業　月
―――――――――５月――――――――――
藤田　　進　Juho司法事務所� H16年
宮本　　昇　光和海運㈱� S35年
小川　光博　小川電気通信㈱� S22年
佐藤暖以子　三光電業㈱� S32年

―――――――――６月――――――――――
井上　俊博　㈱ハイエレコン� S57年
桒田　博正　広島シティ法律事務所� H20年
宮﨑　　真　㈱ニシキプリント� S42年
寺本　真司　㈱寺本緑化建設� S37年
漆原　健夫　㈱ぺルラ構造� H28年



　　佐古幹事より提出状況を報告。
　⑹各理事役員報告
　　�宮㟢理事：�最終の会報を準備。退任挨拶の原稿を

お願いしたい。
　　梶本理事：�事業報告を準備中。１年間の困難を乗

り越えたことを感謝したい。
　　橋本理事：�会計報告のとおり。繰越金の処理につ

いても先ほどのとおり。
　　児玉理事：�会員増強は純増２名は達成できなかっ

たが自発的な退会者がいなかったこと
はありがたかった。情報委員会も新た
な形を提供できたと思う。

　　山國理事：�前半しか事業ができなかったことが残
念。事業報告は準備中。

　⑺佐藤会長より皆さんへのお礼の挨拶
　　�コロナの影響から事業計画が満足に実施できな
かったことは申し訳なく思う。ただ曲がりなりに
もコロナ禍の中で30回以上の例会を開催できたこ
とは感謝したい。会員数は従前を維持できたこと、
会報も充実していたこと、奉仕事業でも補助金事
業や優良従業員表彰が実施できたこと、情報委員
会の新たな勉強会は大変実のある内容であったこ
となどは評価できるはず。１年間ありがとうござ
いました。

閉会挨拶　根石副会長
　�会長、幹事におかれてはコロナ禍で判断、決断が大
変だったと思う。今年度の例会開催の方法は次年度
以降のモデルになると思うので、この経験を引き継
いでいきたい。１年間ありがとうございました。

日　時：2021年６月１日　13時00分～
場　所：Zoomによるウェブ会議
出席者：佐藤（二）、佐古、根石、上田、梶本、山國、
　　　　橋本、宮㟢、児玉、水谷
欠席者：宮本、桒田

佐藤会長挨拶
　最後の理事会がこのような形になり残念であるが、
しっかり議事を行いたい。
議事
　⑴�６月例会開催について
　　�佐古幹事より、６月８日及び15日の例会はZoom
で、６月22日は最終例会としてリアルで開催する
旨説明→承認。

　⑵最終例会について
　　�佐古幹事より、12時30分からANAクランプラザ
ホテルにて開催。その際、新会員の歓迎会も開催
する旨説明→承認

　　�会員より新会員親睦の目的から例会席次を工夫して
ほしい旨の要望があった。これを受けて、S.A.A.及
び親睦家族活動委員会にて検討、準備することと
なった。

　⑶�優良従業員表彰について
　　�佐古幹事より６月８日の例会にて実施することを
説明→承認。記念品、表彰状は後日対象者に交付
することとなった。

　⑷５月度会計報告について
　　�橋本理事より資料をもとに報告。未収金の内訳に
ついて確認することとなった。

　　�佐藤会長より繰越金の処理について、事務局のリ
モート用パソコン、例会費、次年度購入のデスク
トップパソコン費用のほか、繰越金が150万円程
度残るところ、これは次年度に引き継ぐことを提
案→承認

　⑸各理事・委員会事業報告提出状況について
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2021年７月20日発行  

私が委員長として発行させて頂く最後の会報となりました。この１年間、岡本副委員長を始め会員の皆様にも円滑
な会報の発行にご協力を賜り、本当にありがとうございました。新型コロナウイルスの影響で最後の会報が合併号
になってしまい残念でしたが、Zoomによる例会など新しい試みを試すことができた１年でした。来年度はより活
動的なクラブ運営ができるものと確信しております。10月にはいよいよ我々のクラブが企画・運営する今年度の地
区大会も開催されます。杉川ガバナ―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）



最終例会６月22日


