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未来に活かそうロータリー


根石

英行

無事に７月第１週から例会を始めることができまし
であり、開放的であることの重要性を強調されていま
たことをまずは喜びたいところです。ただ３年前の広
す。
島の豪雨災害の記憶も新しいところではございます
これを受けて、杉川ガバナーのガバナー信条は、
「み
が、先週末には熱海で大きな土砂災害がございまし
んなのためになるかどうか。未来のためになるかどう
た。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたしますとと
か。 ～多様性を受け入れ、相互理解を深めよう！！
もに、行方不明者の発見を心よりお祈りするところで
～」です。多様性すなわちダイバーシテイは、メータ
す。地区からは、早速支援金の要請が参っております
会長も強調されているところです。コロナ禍でこれま
ので、皆様にもご協力をお願いすることになろうかと
でのロータリークラブの活動が制限されていることを
思います。
踏まえて、「各クラブは時代に即応するクラブ運営の
広島ではコロナの感染者数は落ち着きを見せており
あり方を真剣に考える必要があります。従来の慣習に
ますが、東京ではなお拡大傾向にあって、予断を許し
捉われずに、思い切った改革を実行して参りましょ
ません。変異株とワクチンとの競争の様相を呈してお
う。ニューノーマルの時代に適合したロータリー活動
ります。例会運営に苦慮されました佐藤会長年度のや
を模索して行こうでは有りませんか！！常に前だけを
り方を見習って、感染状況を見ながら例会運営をさせ
向いて、その時代に適した「奉仕と親睦」を実行して
ていただこうと考えております。現時点では、広島県
行こう」と述べられています。
においては７月11日まで「新型コロナ感染拡大防止集
そして、私も、コロナを乗り越えた先の時代に適し
中対策」が採られ、外出の半減等の自粛要請がなされ
たロータリーの在り方を考えていくきっかけになれ
ておりますが、緊急事態宣言や、蔓延防止等重点措置
ば、と思い、今年度のテーマを「未来に活かそうロー
は採られておりません。そこで、７月中においては例
タリー」とさせていただきました。コロナ禍が終わっ
会を通常開催とさせていただきますが、他クラブの
た未来に向けて、皆さんがロータリー活動に参加した
メークアップの実施状況を踏まえ全員出席の扱いとし
ことを「活かして」いけるように、またロータリーの
ます。今後も感染状況を踏まえて、理事会にて対応を
活動が未来に向かって続いていくように、という思い
検討させていただきますが、リアル例会が難しい場合
を込めたものです。ロータリーに参加されたことで皆
でも基本的にバーチャル例会を実施する、リアル例会
さんに何かを得ていただき、ロータリーを「活用」し
は、緊急事態宣言あるいは蔓延防止等重点措置が採ら
ていただけるようにしていきたいと思います。
れている場合にはこれを中止する場合がある、という
ガバナー信条と今年度のテーマについて、第１例会
方向でさせていただければと考えております。
に間に合うように幟を作っていただきました。この幟
さて、今年度のシェカール・メータRI会長テーマ
を見ながらこれらの目標に向かって１年間活動してま
は、
「Serve to Change Lives」「奉仕しよう みんな
いりたいと思いますので、よろしくお願いします。
の人生を豊かにするために」です。メータ会長は、イ

（７月６日会長時間より）
ン ド の カ ル カ ッ タ の 方 で す が、
ロータリー入会後まもなく、貧
シェカール・メータ会長 （カルカッタ・マハナガルRC）
しい村を支援するプロジェクト
Serve to Change Lives
に参加され、自身が人間として
「奉仕するとき、誰かの人生だけで
成長した経験の素晴らしさに基
なく自分の人生も豊かになる」、
「人びとの世話をし、奉仕すること
づいてこのテーマを選ばれたそ
こそ、人生の最高の生き方」
うです。
「ロータリーが私の心に
火をつけました。自分の身の回
杉川ガバナー信条
り を 超 え た と こ ろ に 目 を 向 け、
人類全体を考えるようになりま
「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！！〜
した」とおっしゃっています。
また、同会長は、ロータリアン
会長テーマ
が女子のエンパワメントに力を
「未来に活かそうロータリー」
注ぐこと、多様性を認め、公平
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未来に活かそうロータリー

幹

理事役員就任挨拶
７月６日 第1619回例会

会

長

根 石 英 行
会長を仰せつかりました根石で
す。佐藤克則副会長をはじめとして、
これからご挨拶いただきます12人の
理事役員の皆様と協力して、
「未来にロータリーを活
かす」ように、また、杉川ガバナーの名を辱めないよ
うに１年間しっかり活動して参ります。
コロナ禍の新しいロータリーということで、行き届
かない場面もあるかと思いますが、そのときは自由に
ご意見をいただいて、参考にさせていただきますの
で、よろしくお願いいたします。

事

桒 田 博 正
幹事を拝命しました、桒田です。
入会して９年になりましたが、大
役を仰せつかり身のひきしまる思い
です。
会員の皆様とともに、楽しい例会、楽しいクラブに
なるよう頑張りたいと思います。
１年間、ご協力ご指導をよろしくお願いいたします。
理事（クラブ管理運営委員長）

折 本

緑

今年度副会長に就任しました佐藤
克則です。根石会長と力を合わせて、
広島西南ロータリークラブの発展に
努力してまいります。
今年度は、杉川ガバナー年度でもあります。私も、
地区会員増強委員長を仰せつかっており、こちらでも
掲げた目標を達成していかなければなりません。
こうしたことから、私の方からも会員の皆様に、お
声掛けすることやお願いすることも多くなっていくこ
とだろうと思います。よろしくご協力ください。
楽しく、有意義なロータリー活動を進めて参りま
しょう。

当クラブから初めて杉川ガバナー
を輩出するとともに、35周年を迎え
る大切な年度となります。会長スロー
ガン「未来に活かそうロータリー」のもと、会員相互
の理解を深め、結束をより固めていく活動を行ってま
いります。
ロータリーは、まず「例会出席から」といわれ、例
会への出席はロータリアンの義務の一つ。その例会を
運営する核となるのが、「クラブ管理運営委員会」の、
出席委員会・親睦家族活動委員会・プログラム委員会
となります。
しかしながら、昨期に引き続きコロナの影響が大き
く、ロータリー活動が制限され例会の運営も困難な状
況となっています。S.A.A.ともしっかり連携し、感染
対策を徹底し工夫しながら、会員が安心して参加でき
る環境を提供する事、そして、参加してよかったと感
じてもらえるような、活力ある楽しい例会運営と、奉
仕の場、親睦の場を提供する事を目指します。
一生懸命に頑張りますので、大らかな気持ちで見
守っていただき、皆さまの優しいご協力をお願いいた
します。

直前会長

理事（公共イメージ委員長）

佐 藤 二 郎

藤 田

直前会長に就任しました佐藤です。
前年度はコロナ禍の会長職という
貴重な経験をさせていただきまし
た。この経験で学んだことを活かし、少しでも根石会
長のお役に立てることができればと思います。
根石年度は杉川ガバナー年度の諸行事、西南創立35
周年、西南の集い in 広島とイベントが目白押しです。
コロナの終息にはしばらく時間を要すると思います。
皆さん一致協力してこの重要な年を乗り切っていきま
しょう。１年間宜しくお願いします。

この度、理事・公共イメージ委員
会委員長を拝命しました藤田です。
まだ入会して３年程度の若輩者です
が、この様な大役を仰せつかり、身の引き締まる思い
です。
今まで会報の仕事しかやってきておりませんでした
ので、今回は視野を広げ、対外的にクラブのイメージ
アップができるよう、知恵を絞っていきたいと思いま
す。
１年間、ご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し
上げます。

副 会 長

佐 藤 克 則

進
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理事（会員増強委員長）

漆 原 健 夫
今年度、会員増強委員長を担当致
します漆原です。
今年度は増強委員会に上田委員長、
会員選考・職業分類委員会に室﨑委員長、ロータリー
情報委員会に佐古委員長と各委員会は頼もしいメン
バーで構成されており、大変心強く感じています。
今期の会員数は71名からのスタートとなります。
会員増強委員会では、今年度はガバナー輩出クラブ
としてRI会長が求める「Each One、Bring One」（み
んなが一人を入会させよう）というイニシアチブに向
けて最低純増２名以上を達成したいと思います。地区
の会員増強とも連携を図り、他クラブの成功例などを
参考に広く会員候補の発掘、入会促進に努めるととも
に、退会防止にも全力を注ぎたいと思います。
会員選考に関しては、会員基盤の拡大を図り、多様
性への理解を深めることを主眼において、当クラブに
ふさわしい会員選考に努めてまいります。
ロータリー情報委員会では、新会員へのロータリー
の理念、活動、組織等のロータリアンとしての基本的
知識を提供していきます。また、全会員を対象にロー
タリー情報を学習できる機会を設けロータリアンとし
ての資質向上を図ってまいります。
今年度もコロナ禍がまだ先行き不明な中でのスター
トとなりますが、会員増強には昨年同様に会員一人ひ
とりからのご紹介やお声がけが何よりの強みとなりま
すので、引き続きよろしくお願いいたします。
１年間よろしくお願いいたします。
理事（奉仕プロジェクト委員長）

佐 藤 暖 以 子
今年度、奉仕プロジェクト委員会
の理事を拝命致しました佐藤暖以子
です。
昨年度、青少年奉仕委員会の委員長をさせて頂き、
新型コロナの影響で活動もままならなかったですが、
少しずつ「委員会とは」を学んだところでした。
今年度も奉仕プロジェクト委員会は全体的に縮小傾
向にありますが、皆様に教えて頂きながら出来る限り
の活動をしていこうと思っております。
１年間、よろしくお願いいたします。
理事（財団委員長）

白 築 忠 治
財団委員長を担当します白築でご
ざいます。
当財団委員会は、岡本俊雄ロータ
リー財団委員長さん、平石雅史米山奨学委員長さんを
中心に、
皆様に基金や寄付をお願いする委員会ですが、
4
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ご協力よろしくお願いします。
今年度は米山奨学生の楊さん（中国）をカウンセラー
の岡本倫明さんにサポートしていただいて受け入れま
す。皆様の温かい支援をお願いします。
台北新東RCとのグローバル補助金事業が円滑に実
施されるよう支援しますのでよろしくお願いします。
Ｓ.Ａ.Ａ.

井 上 俊 博
今年度理事S.A.A.を拝命しました井
上です。会長運営方針にある「例会
の規律の維持、円滑な運営」にする
ために、秩序維持と節度のある楽しい例会運営に努め
ると共に、新型コロナウイルスの状況も踏まえて安全、
安心に配慮しながら対面での例会が開催できるよう推
進していきたいと思います。
また、計画として、
１．私語を慎み、ロータリアンとして例会場での節
度ある、品位ある行動をとることをお願いする。
２．中途退席をできる限りしないようお願いする。
３．出席・プログラム・親睦家族活動委員会と密接
に打合せしながら例会づくりに務める。
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

計

萬 歳 幸 治
方 針
１．ク ラブ活動が効果的に行われ
るよう予算編成をする。
２．予算執行は各委員会の活動を円滑に行われるよ
うスムーズに行う。
副 幹 事

山 國

豊

今年度副幹事を務めさせていただ
きます、山國です。副幹事を仰せつ
かり重責を感じております。
河原副幹事と共に会長、幹事の足を引っ張らないよ
う、支えて協力していきたいと思います。
少しずつコロナウイルスの影響が無くなってくるよ
うな感じにも取れますが、例会がスムーズに進行でき
るように、臨機応変に河原副幹事と対応していければ
と思っています。
例会運営も迷惑かけないように頑張りますが、会員
一人ひとりの力が必要です。
１年間ご協力の程よろしくお願いします。

未来に活かそうロータリー

副 幹 事

プログラム委員会

河 原 英 二

谷 口 公 啓

この度、副幹事を拝命させていた
だくことになりました河原英二です。
入会歴の浅い私がこのような大役
を務めさせていただくことに、身が引き締まる思いで
す。
頼れる相棒の山國豊副幹事とともに、根石会長、楽
田幹事を支えて良い年度にしたいと思います。一年間
よろしくお願いいたします。

プログラム委員会の委員長を拝命
しました、谷口です。岩田洋子会員、
山下哲夫会員と共に務めさせて頂き
ます。活動方針・活動計画については以下の通りです。

委員長就任挨拶（７月13日
第1620回例会卓話）
出席委員会

鍵 岡

委員長

馨

本年度、出席委員会委員長を拝命
した、鍵岡でございます。
今期も昨年と同様、新型コロナウ
イルスの影響により、引き続きマスク生活、三密対策
等変わらずの生活ではありますが、ワクチン接種も進
むなか、徐々に元の生活に戻る過渡期を迎えておりま
す。
我がロータリークラブは、参加してこそ価値があり
ます。
コロナ対策等さまざまなことに配慮しながら、可能
な限り皆様の積極的な参加をお願いしてまいります。
これからは、コロナ禍でのマスク着用により、熱中
症のリスクが益々高まってまいりますが、水分をこま
めに取りながら、コロナの感染対策をしっかりしてま
いります。
皆様にはお願いすることが多い１年間になると思い
ますがご協力宜しくお願い致します。
親睦家族活動委員会

委員長

時 岡 俊 介
今年度親睦家族活動委員会の委員
長を仰せつかりました時岡です。未
だコロナウイルスの影響を受けそう
ではありますが、そんな中でも楽しく親睦が深まるよ
うな企画を考え、委員会メンバー全員で運営していけ
たらと思っております。一年間よろしくお願いいたし
ます。

委員長

活動方針
会長方針に基づき、ロータリークラブそのものや
その活動、会員同士の理解を深め、そして未来の
ロータリー活動への示唆となるようなプログラム
内容とする。
活動計画
１）理事会により決定された年間予定表に従って
プログラムを実行する。
２）各推進月間においては、それに相応した部門
の理事、及び委員会の委員長や、理事・委員
長経験者・パスト会長等にプログラムを依頼
する。
３）卓話者は基本的に当クラブ会員、及び他クラ
ブロータリアン（パストガバナー他）と、話
題に適した者とする。
４）新会員卓話を適宜実施する。
会員の皆様のご協力、宜しくお願い致します。また、
良い外部卓話者の方がおられましたら、是非ともご紹
介の程お願い致します。
＊卓話原稿のご提出をお忘れなきよう、くれぐれも宜
しくお願い申し上げます。
クラブ広報委員会

委員長

熊 本 卓 司
今年度クラブ広報委員会の委員長
を拝命いたしました熊本卓司です。
いよいよ我が西南ロータリークラ
ブの杉川ガバナー年度がスタートしました。また今年
度根石会長スローガン「未来に活かそうロータリー」
のもと、田中朋博副委員長、影久知也会員と共に、広
島西南ロータリークラブの活動を、広報を通して多く
の人に知ってただき、会員、メディア、地域社会への
認識を高める活動をしていきます。
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

大 山 修 司
今年度、会報資料委員長を拝命い
たしました、大山です。
私、委員長と申しましても、昨年
入会したばかりで右も左もわかりません。
宮﨑副委員長、橋本会員、林本会員に助けていただ
1255号
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きながらの運営になろうかと思いますが、どうぞよろ
しくお願いいたします。
今年度も引き続きコロナ禍の影響を受けて、事業が
予定通りに執り行われるか微妙な状況です。
昨年は、会員の皆様との交流も図れず距離を縮める
ことができなかったため、会報を通して皆様の活動が身
近に感じられるように作っていけたらと思っています。
今年１年よろしくお願いいたします。
増強委員会

委員長

上 田 直 治
今年度増強委員会委員長を仰せつ
かりました上田でございます。
今 年 度 は、 副 委 員 長 の 児 玉 会 員、
田中茂樹会員、
岩田智博会員と４人の強力メンバーで、
１年間皆様と共に頑張っていきたいと思います。どう
か宜しくお願い致します。
基本方針と致しまして、今年度は杉川ガバナー年度
であり、地区会員増強の佐藤克則委員長、クラブ会員
増強の漆原理事と共に、他クラブの成功例、コロナ禍
の増強についてご指導をいただきながら、10年会など
当クラブのオリジナリティを交えバラエティに富んだ
増強に尽力していきたいと思います。
コロナ禍で第４波、５波も懸念される中での会員増
強運動には、皆様全員のお力が必要不可欠となりま
す。今年度、35周年にふさわしい、素晴らしき１年間
となりますよう努力して参ります。
どうか皆さん、今年１年間ご協力の程宜しくお願い
申し上げます。

く事。
２．昨年に引き続き、全会員を対象にロータリー
情報をいつでも学習できる環境作りをしていく
事。
計画
１．新会員へ入会時のオリエンテーションを行っ
ていく。
２．前年度作成されたロータリーの理念、活動、
組織、各項目についてYouTubeを作成し西南
RCのホームページへ掲載できればと思います。
委員会メンバー徳納副委員長と梶本会員で協力しな
がら組み立てていきたいと思います。
１年間よろしくお願いします。
職業奉仕委員会

小 野

委員長

誠

職業奉仕委員長の小野でございま
す。
伊藤副委員長と共に務めさせてい
ただきますので、宜しくお願い致します。
私自身来年定年を迎える年となり、今一度自身の生
業を見直し、会長スローガンで掲げられています「未
来に活かそうロータリー」を念頭に置き、職業奉仕の
理念を学んで参りたいと思います。
行事としましては、職場訪問例会（１月又は２月）、
優秀社員表彰（５月）、職業奉仕月間（１月）での卓
話を予定していますので、１年間宜しくお願い申し上
げます。

会員選考・職業分類委員会 委員長

社会奉仕委員会

室 㟢 雅 宣

稲 田 健 二

会員増強委員会より推薦された候補
者の方が、ロータリアンにふさわしい
かを曽里副委員長と荒木委員とで判断
し、理事会に諮ります。推薦者のオメガネにかなった
方ですので、難なく理事会に諮れることを望みます。
一方では、私たち選考委員会がかつてなかったほど忙
しかったと言えるくらいたくさんの方をご推薦いただ
くように、増強委員会さらには会員の皆さんにお願い
したいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会の委員長を拝命し
ました稲田健二です。
社 会 奉 仕 委 員 会 は、 森 副 委 員 長、
岡本倫明さん、栗原さんと一緒にやっていきます。
社会奉仕委員会としましては、会長方針「未来に活
かそうロータリー」を基に、さまざまな活動に取り組
んでいきます。
なかでも、社会奉仕は地区運営の協力も頭に入れて
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「みんなのために！未来のために！」
としての活動を推進していきます。
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。
行事予定の計画としましては、平和公園の清掃を予
定していましたが、これは中止になっております。
今のところ決定しているのが「ひゅーるぽん支援事

ロータリー情報委員会 委員長

佐 古 雄 司
今年度ロータリー情報委員長を仰
せつかりました佐古です。
方針
１．新会員へロータリーの理念、活動、組織等の
ロータリアンとしての基本的知識を提供してい
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委員長

未来に活かそうロータリー

業」です。
こちらは、根石会長にご指示いただきながら進めて
いきます。
毎年の点字カレンダー制作支援、あとはメモリアル
保存委員会さんとの梅林整備、桜整備となっておりま
す。
また、2022年２月23日に予定しておりますロータ
リー奉仕デーに参加する予定です。
コロナによってどうなるかわかりませんが、行事を
する場合は皆さんのご協力をお願いします。
１年間宜しくお願いします。
国際奉仕委員会

長 野

委員長

宏

こんにちは。国際奉仕委員会委員
長をさせていただく長野です。
国際奉仕委員会は２年ぶり２回目
ですが、１回目は国際交流イベントとして、日本語学
校の生徒さんたちとにぎり寿司体験を企画しました
が、
実施直前に緊急事態宣言により中止となりました。
非常に残念な思いでしたが、今回もまだコロナ禍の
中どうなるかわかりませんが、様子をみながら、何か
できたらと思っております。
遠崎副委員長と寺本委員と共に１年間宜しくお願い
致します。
青少年奉仕委員会

沖 井

委員長

翔

今年度、青少年奉仕委員会 委員長を仰せつかりま
した沖井です。
今年度は、副委員長に三宅会員、委員に杉本会員、
水谷会員と４名にて委員会を進めて行きます。私はま
だ入会して３年過ぎたばかりで、初めての委員長と言
う大役を任されて緊張しています。コロナ禍での活動
は制限される事もあるかと思いますが、精一杯努めて
参りますのでどうか宜しくお願い致します。
スマイル委員会

宮 本

委員長

昇

本年度スマイル委員長を拝命、頂
きました宮本昇です。
本年度根石会長の為に「未来に向
かって活かす」意義の有るロータリー例会にしていか
せたいので会員の皆様の御協力宜しくお願い致しま
す。ありがとうございました。

ロータリー財団委員会 委員長

岡 本 俊 雄
2021-2022年度のロータリー財団委
員会委員長に就任しました岡本俊雄
です。
ロータリー財団とは、寄付金を受領し、これを各ロー
タリークラブ及び各地区が実行する人道的・教育的活
動のため配分する非営利法人であります。
財団の目的は法人設立定款およびその細則にした
がって…人道的・教育的目的のためのみに運営されま
す。
財団の使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、
教育への支援を高め、貧困を救済する事を通じて、世
界理解、親善、平和を達成出来るようにすることです。
委員会の計画として次の項目の数値目標達成のため
に活動します。
①ポリオプラスへの支援
35ドル以上／人
②年次基金への寄付
150ドル以上／人
③恒久基金への寄付
べネファクター１名以上

又は1000ドル以上
ポールハリスフェロー及びマルチプルフェローの寄
付者をお願いしますのでその節は積極的にお引き受け
下さいますことをお願いしご挨拶と致します。
米山奨学委員会

委員長

平 石 雅 史
この度、米山奨学委員会の委員長を務めさせたいた
だきます平石です。
初めてのことですのでこの一年間勉強をしながら皆
様と活動していきたく思います。
また特別寄付、普通寄付など皆様にお願いする事も
あると思いますので、その時はどうぞ快くお耳だけは
傾けていただければ嬉しく思います。
一年間どうぞよろしくお願いいたします。
戦略計画委員会

曽 里

委員長

裕

また今年も戦略計画委員長の曽里
です。
メンバー一人ひとりが例会や奉仕
活動を通じて、また職業や日常生活を通じて何を考え
どのように行動すればよいのか、その指針になるべき
ものが戦略計画であります。当クラブの戦略計画は一
応あるにはありますが、まだ皆さんに十分認知されて
おりません。これはひとえに戦略計画委員長である私
の怠慢であり、お詫びを申し上げます。現状地区大会
で頭がいっぱいですので、10月の地区大会が終わった
ら戦略計画委員会としての活動を再開したいと思い
ます。
折しも本年度はガバナーを輩出し多くの皆さんが地
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区とのかかわりを持ち、勉強のチャンスが訪れており
ます。多様な人々と繋がり色々な出会いもあると思い
ますので是非積極的に行動していただき、その上でク
ラブの将来を考えていただければまた違った将来像が
見えてくるのではないかと期待しております。

程はわかり次第お知らせいたします。よろしくお願い
します。

西南の集い親善委員会 委員長

10年会委員長の宮﨑です。10年会が発足して５年が
経ちましたが、この２年間近く新型コロナウイルスで
候補者を呼んでの集まりができていません。一昨年ま
では入会者のほとんどが10年会を体験しての入会と
なっていましたので、10年会への参加＝入会とよい流
れになっていました。コロナの終息を睨みながら、10
年会の開催を会員増強委員会と連携し模索していき
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、今後ともご協力いただきますようお
願い申し上げます。

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、一昨年度と西南の集いは
新型コロナウイルス感染症の影響により中止となって
おりましたが、いよいよ今年度は来年４月16日に当ク
ラブがホストとなり西南の集いを開催する予定です。
西南の集いについては、全国の西南ロータリークラ
ブの方も大変楽しみにしていらっしゃいます。委員会
としましては盛大に開催したく存じますので、会員皆
様の温かいご支援・ご協力を宜しくお願い申し上げ
ます。

10年会

委員長

宮 﨑

真

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。
昨年度はコロナ禍で予定していた活動は全くできま
せんでした。
本年度も、引き続き会員が集まる活動は出来ません
が、クラブの先人たちが築いてきた大事な財産である
広域公園の梅林そして宮島包ヶ浦の桜を、コロナ終息
後、また活動ができるようになるまで大事に維持をし
たいと思っています。
また、会員が集い梅林整備や桜の施肥が出来ること
を祈念して、本年度は委員会活動を行います。

７月13日 例会

台北新東RC親善委員会 委員長

岩 田 智 博
台北新東RC親善委員会委員長の岩
田です。
前年度に引き続き委員長を務めさ
せていただきます。今年度は両クラブ共に35周年の年
度に当たります。５の付く周年の共同事業は、台北新
東の主導で行います。
今回の共同事業は、グローバル補助金を使用して、
台湾の蘭島という離島の高校へ本土の高校とのリモー
ト授業ができるシステムを寄贈予定です。
グローバル補助金の申請は、両国からRI国際ロー
タリーへ申請するため、申請作業を前年度からしてお
ります。日本での申請は完了し、あとは台北新東の申
請待ちの状態です。
35周年の記念式典が５月か６月に開催されるときに
は、たくさんの西南のメンバーで参加しましょう。日
8
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７月20日 例会

未来に活かそうロータリー

第1620回例会 ７月13日 
皆さんこんにちは。広島においては、11日で飲食店
の営業自粛も終了し、ようやく日常生活に戻りつつあ
りますが、コロナの波がくる前のつかの間の時間であ
り、なお警戒を怠ることはできません。本日杉川ガバ
ナーは、山口県の長門ロータリークラブへ訪問されて
いるとのことです。当クラブを含め通常の例会が行え
る状況が続き、ガバナー訪問が順調に行われることを
祈念するものです。
さて、今日は７月の第二例会です。当クラブでは第
二例会で四つのテストの唱和を行っています。皆様ご
承知のとおり、四つのテストは、ハーバートＪ.テー
ラー元ＲＩ会長が、自らが社長を務めたアルミの調理
器具メーカーの再建に際して、従業員らに徹底させる
簡単な行動指針として作成したものです。同社は、折
からの世界大恐慌の不況により、倒産の瀬戸際にあり
ましたが、４つのテストに従って企業活動を行い、業
績を回復させたのです。広告の表現を「よりよい」と
か「最高の」といったものから改め、事実に基づくも
のとし、他社の欠点をあげつらうことをやめたそうで
す。また売り上げのほしい時期に値引き販売のための
大量注文があっても、これまでの取引先を裏切ること
になることを危惧し、その取引を断ったそうです。真
実かどうか、みんなに公平かに基づいた経営判断です
が、その時点では苦渋の決断であったと思われます。
しかしその会社は、テーラー元会長が引き受けたとき
40万ドルの債務超過であったものが５年で解消し、そ
れから15年間で100万ドル以上の配当を行う優良会社
となったということです。
このように四つのテストは、実際の経営に活かされ
たいわば実践の理念です。四つのテストの日本語訳は、
1954年に当時の日本の各ロータリークラブから訳文を
募集し、その中から選ばれたものですが、四つのテス
トが企業活動の現場で使われていたという点が薄めら
れています。第2680地区の田中毅パストガバナーは、
「みんなに公平か」については、悪い利益を公平に分
けてはいけないので「すべての取引先に対して公正な
取引を行っているか」
、好意と友情を深めるかについ
ては「信用を高め、取引先を増やすかどうか」、「みん
なのためになるかどうか」は「すべての取引先に利益
をもたらすかどうか」と訳すべきと言われています。
今日では、SDGsをはじめとして、企業経営におい
ては取引先だけなく様々なステークホルダーや環境や
人権といった諸価値への配慮が求められております
し、目先の利益だけでなくレピュテーションリスクの
回避も重要です。公正な扱いは、自社と取引先の関係
だけではなく、取引先や下請けのその先の取引が公正

かどうかまで問題となります。また、従業員の労務環
境の改善から、ワークライフバランスの確保、ジェン
ダーやダイバシティなど考慮すべきで、「公正さ」が
求められる内容は多岐にわたります。環境に配慮しな
い取引は、当然「みんなのためになる」とはいえませ
ん。このように四つのテストは、取引先との関係だけ
ではなく、社会と企業との関係を律するものとして、
なお色褪せないというか輝きを増しているものです。
四つのテストで現わされるロータリーの職業奉仕の理
念が、21世紀においてますます重要となっており、四
つのテストの唱和によってそのことを再認識いただけ
ますようお願いいたします。

第1621回例会 ７月20日 
皆さん、こんにちは。杉川ガバナーのクラブ訪問は
ラインでも報告されておりますが、順調に進んでいる
ご様子です。さて、延期された東京オリンピックは23
日金曜日に開会式があり、それに先立つ予選は21日水
曜日から開催されます。世界的なパンデミック下の初
めてのオリンピックであり、開催国の日本においても
コロナ流行の収まりが見えず、感染拡大の不安を感じ
ながらの開会となります。前回のオリンピックは1964
年大会ですが、その前の1940年には幻の東京大会が予
定されていました。このときは日中戦争が勃発、戦争
のために鉄材が不足し競技場の整備もままならない状
況で、陸軍が馬術競技への現役軍人の選手派遣を取り
やめるなど軍部の協力も得られず、政府の意向もあり、
東京市と日本オリンピック委員会は、1938年７月に東
京での開催を返上するに至りました。1940年大会は東
京と開催を争ったヘルシンキでの開催となりました
が、1939年９月にはヨーロッパで第二次世界大戦が始
まったため1940年のオリンピックは開催されず、1936
年のベルリン大会の後、結局世界大戦後の1948年のロ
ンドン大会までオリンピックは開催されませんでし
た。日本は東京大会を返上した後太平洋戦争となり、
最後は広島長崎の原爆の悲劇を迎えました。オリン
ピックを巡る状況はもちろん当時と異なり、また日本
を取り巻く国際関係や社会、政治状況も1940年、ある
いは1964年の時点とも大きく異なってはおりますが、
前回のオリンピックの返上が日本を閉ざし、戦争、敗
戦という悲劇の前触れとなったことに鑑みますと、今
回は無観客とは言え曲がりなりにもオリンピックを開
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催するに至りましたことは喜ばしいところであり、参
加されるアスリートがベストを尽くされ、またオリン
ピックが感染源とならず、無事に開催されますことを
心より祈念するところであります。
さて、当クラブは35周年の創立記念日を９月９日に
迎えます。同日は木曜日ですが、例会を変更して記念
例会といたします。ただ、ご来賓を迎え、あるいはご
家族をお呼びしての会合は、コロナの状況が予断を許
さないところであり、控えさせていただきます。35周
年の記念事業につきまして、これまでもご報告いたし
ましたように、廿日市市立宮島学園に物品を寄贈して
おり、まず吹奏楽部に対する楽器につきましては、３
月に寄贈を終了しており、学園行事で使う着ぐるみや
法被、のぼり、横断幕については、写真にありますよ
うに、さる６月24日に当クラブの熊本会員により製作
いただいて寄贈を完了しております。物品の寄贈につ
いては、廿日市市から感謝状をいただく予定であり、
児童生徒たちへの贈呈のセレモニーも現在企画してお
ります。９月９日の記念例会には、セレモニーの様子
などを皆様にご報告させていただこうと考えておりま
す。本来は関係者をお招きして記念式典を開催して広
く発表すべきではありますが、コロナ禍でもあり、内
輪での発表とさせていただきたいと存じます。周年行
事、記念祝賀会、式典等につきましては、通例では周
年事業委員会を立ち上げご準備いただくところであり
ますが、
今年は通常例会をベースに記念事業の発表で、
祝賀も内輪でと考えておりますので、親睦家族活動委
員会にご準備をいただくことといたします。35周年記
念事業委員会については委員のご指名をさせていただ
いておりますが，式典の中止、祝賀会の縮小などにつ
きましてご了解を賜りたくお願いいたします。以上で
会長時間といたします。
令和3年6月24日 宮島学園にて

第1622回例会 ７月27日 
皆さん、こんにちは。いろいろ紆余曲折がありまし
たが、ようやく東京オリンピックが開会されました。
いろいろなご意見があるでしょうが、日本選手を初め
とするアスリートの素晴らしいパフォーマンスを見
て、まずは日本のメダルラッシュに素直に感動してお
ります。また、本日杉川ガバナーは山口県の美祢ロー
タリークラブへ訪問されております。
８月以降の当クラブ例会ですが、在広クラブでは引
10 2021 年 7 月

き続きメークアップを行わないということでございま
すので、当クラブにおいては今月に続いて、全員出席
扱いとさせていただきます。ただZoomでの参加も可
能ですので、直接ご出席が難しい場合でもZoomでご
参加いただきますようお願いいたします。
さて、皆さん既に会社や組織で取り組まれていると
ころかと思いますSDGsですが、本日はロータリーの活
動との関係を少しお話ししたいと思います。SDGsは、
ご承知のとおり、国連で2015年に定められた2030年ま
での世界での活動目標であり、17の目標について具体
的なターゲットを定め、それらの成果を検証しながら
実 現 を 目 指 し て い く と い う も の で す。Sustainable
Development Goals、
「持続可能な開発目標」と訳され
ています。17の目標毎の色違いシートや17色が丸く並
んだ胸元のバッジを見かけることがあります。17の目
標中には、貧困、飢餓、健康、教育、ジェンダー、水、
エネルギー、労働問題、気候変動、環境など、日本を
含め世界が抱える様々な問題が網羅されており、それ
らについて具体的な改善を図るために、国家だけでは
なく企業に対しても具体的な活動が求められています。
これらの目標については、ロータリーの活動と共通
しています。100年を超えるロータリーの奉仕活動で
行ってきたことやその理念は、SDGsに先行するもの
であったと言えます。SDGsについては、2017年に当
時のジョン・ジャーム国際ロータリー会長が、ロータ
リーの友誌の中でも言及されています。ロータリーに
は、奉仕活動の重点分野として６つの分野が挙げられ
ていますが、その全てがSDGsの17の目標と関連し、
共 通 の す る も の で す。 例 え ば、 平 和 と 紛 争 予 防 は
SDGsの16番目の目標と同じです。水と衛生も６番目
の「安全な水とトイレを世界中に」の目標に取り入れ
られています。活動分野が共通しているだけではあり
ません。SDGsのSustainableの持続可能性は、ロータ
リーの奉仕活動においては従来から意識されてきたと
ころです。ジョン・ジャーム会長によれば、ロータリー
の奉仕活動は、井戸を掘るだけではない、その社会に
対して、目標達成に必要なツールを提供しなければな
らない、ということを強調されています。ロータリー
の社会奉仕活動の方針を定めた1992年の声明（決議
92-286）によれば、第６項で「実施できるなら、必要
とされる資金や人材などの提供を含め、地域社会その
ものに社会奉仕プロジェクトを実行させること」、第9
項で「他の団体も一緒に社会奉仕活動に参加するよう
に奨励する推進者としての役割を果たすこと」、第10
項で「地域団体、他の奉仕団体、その他に，継続中の
プロジェクトを委譲すること」とされており、ロータ
リーが行う奉仕活動自体が持続的かつ自立的に行うも
のであることが推奨されています。
また、SDGsの第８目標には、働きがいと経済成長
の両方を目指すことが定められていますが、具体的な
ターゲットとしては、「2030年までに、若者や障害者
を含むすべての男女の完全で生産的な雇用、及びは働
きがいのある人間らしい仕事、同一労働同一賃金を達
未来に活かそうロータリー

成する」ことが挙げられています。この目標達成の観
点から、我が国においても男女格差の是正、セクハラ、
パワハラの問題、同一労働同一賃金については関係法
規が急ピッチで整備されており、職場の労働条件の問
題として各企業においても対応が求められていること
はご存じのとおりです。企業活動においてSDGsの目
標を達成していくことは、まさに職業奉仕の問題であ
ると言えます。日本のロータリークラブのホームペー
ジを見てもSDGsをクラブ目標として掲げているクラ
ブも複数存在しています。ロータリアンとしては、職
業奉仕の活動という観点からSDGsへの取り組みを見
直す必要があると考えております。
以上で会長時間とさせていただきます。
SDGs（持続可能な開発目標）とロータリー活動
☆ロータリーの6つの重点分野
● 平和と紛争予防／紛争解決 ● 疾病予防と治療
● 水と衛生 ● 母子の健康
● 基本的教育と識字率向上
● 経済と地域社会の発展

☆持続可能性
持続可能性という概念は、ＳＤＧｓだけでなく、
ロータリーの奉仕にとっても鍵となる考え方です。
持続可能性とはその名の通り、持続的に発展させる
ということです。例えば、井戸を掘るだけではなく、
その井戸を地域社会が維持していけるように工夫す
るということで す。（中略）持続可能性とはすな
わち、家族や地域社会に対して目標達成に必要な
ツールを提供することで、自分自身の将来に責任を
持つ力を与えるということなのです。
John F. Germ（ 2016−17年度 国際ロータリー会長）
ロータリーの友【平成29年1月号より】

3 すべての人に健康と
2 飢餓をゼロに
福祉を
5 ジェンダー平等を実 6 安全な水とト 7 エネルギーをみんな
1 貧困をなくそう

4 質の高い教育を
みんなに
8 働きがいも経済

現しよう
イレを世界中に にそしてクリーンに
成長も
9 産業と技術革新の基 10 ひとや国の不 11 住み続けられるまち 12 つくる責任
盤をつくろう
平等をなくそう づくりを
つかう責任
13 気候変動に具体的な 14 海の豊かさを
16 平和と公正を
15 陸の豊かさも守ろう
対策を
守ろう
すべての人に
17 パートナーシップで
目標を達成しよう

掲

DONAT ION
７月

年度累計

スマイル

106,000 円

106,000 円

100 万ドル

88,470 円

88,470 円

善意の箱

4,394 円

4,394 円

示

板

８月行事予定
❖８月３日（火）13：45 ～
第２回理事役員会 Gインテリジェントホテル２F
❖８月27日（金）17：45 ～
カープ観戦家族会（阪神戦） Mazdaスタジアム
＊合同事務所のお盆休業日は８／13 ～８／16です。

７月の会員記念日
会員誕生日
岡田
時岡

真規
俊介

荒木
攻
林本 正継
児玉 栄威
鍵岡
馨
室﨑 雅宣
杉川
聡
佐藤 二郎
田中 朋博

結婚記念日

７日 橋本
29日 梶本

幸範
尚揮

創

月

業

２日
６日

山國
熊本

入
豊
卓司

（医）光臨会
Ｓ61年
カープフーズ㈱
Ｈ25年
㈱児玉鑑定
Ｈ19年
㈱ベストインシュアランス Ｓ56年
㈱ヒロセキ
Ｓ34年
㈱第一ビルサービス
Ｓ38年
八洲管理㈱
Ｓ43年
㈱ザメディアジョン
Ｈ２年

会

７日 小川 光博
９日 林本 正継
先小山英夫
佐藤 二郎
佐藤 克則
児玉 栄威
長野
宏
井上 俊博
藤井 良造

月
H８年
H９年
H15年
H17年
H18年
H25年
H28年
H29年
R１年

パートナー誕生日
佐藤 克則夫人
桒田 博正夫人
藤井 良造夫人
宮本
昇夫人
室﨑 雅宣夫人

直美様
裕子様
由子様
敬子様
寛子様

４日
６日
９日
15日
24日
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例

会

第1619回例会
12：30～13：30

記

録
７月６日

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
時岡俊介会員 挨拶
７月29日に43歳を迎えます。
このコロナ禍の１年を振り返りますと、仕事・プラ
イベートで色々なことがありました。
プライベートでは前回の緊急事態宣言でファスティ
ングに挑戦いたしました。
宣言中に２回（３日間、４日間）行い、７キロ減と
なり、体調がすこぶる良くなりました。まだ、減った
体重をキープしておりますが、正直いつまで続くか不
安です。
仕事では、事業再構築補助金にチャレンジし採択さ
れました。このような補助金を受けるのは初めてだっ
たので、発表の日は結構ドキドキしました。
コロナに負けず、43歳もいろいろな事へチャレンジ
していきたいと思います。
年初挨拶
杉川 聡 ガバナー・佐々木 宏 地区代表幹事
会長時間
幹事報告
ロ
 ータリーの友誌・ガバナー月信・会員証・スマイ
ルチケット・会員手帳等配布の案内。／７月13日
（火）開催のクラブ協議会案内を受付に提示。未回
答者は回答のこと。／７月例会の出欠についての案
内（引き続き全員出席、メークアップ不要）
。／今
月プログラムの理事役員就任挨拶・委員長就任挨拶
の月報用原稿を大山委員長へ送付のこと。／７月会
費は７月20日（火）予算決算報告後に発送予定。／
同好会の半期会費を８月会費で請求、７月13日迄に
メンバー表を提出のこと。／例会終了後、理事役員
会開催。
スマイルボックス
杉
 川ガバナー・佐々木宏地区代表幹事、新藤幸次郎
会員、2020-21年度執行部一同（佐藤二、佐古、上田、
水谷）
出席報告
会員数 71名 出 席 53名（うちZoom出席６名）
欠 席 18名 来 客   0名
プログラム
「理事役員就任挨拶」

第1620回例会
12：30～13：30

７月13日
ANAクラウンプラザホテル

ご結婚記念月記念品贈呈
熊本卓司会員 挨拶
今から33年前の７月９日。25歳の時に結婚しまし
た。結婚して１〜２年は記念日には食事に行きまし
た。当時家内は看護婦として働いていて、毎年記念日
には勤務があったり、私も出張があったり、祝うより
結婚記念日だねと普通に過ごしてました。今は同じ職
場にいますが、実は今回は記念日の日にこっそりケー
キを買い久しぶりに祝いました。コロナ禍の中、外食
もできない時ですが楽しく過ごしました。夫婦仲良く
が元気な源と思いました。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＝109円→111
円、７月から）
。／８月３日（火）例会変更の案内
配布の案内（広島グランドインテリジェントホテル
に会場変更）
。必ず出欠を回答のこと。／同好会メ
ンバー表提出は本日迄。／例会終了後、クラブ協議
会開催。
スマイルボックス
宮本 昇会員・谷口公啓会員
出席報告
会員数 71名 出 席 44名（うちZoom出席４名）
欠 席 27名 ゲスト   1名
プログラム
「委員長就任挨拶」

第1621回例会
12：30～13：30

７月20日
ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
PHF表彰（認証状とバッチ贈呈）
伊藤英彦 会員 河原英二 会員
長野 宏 会員 漆原健夫 会員
山國 豊 会員
会長時間
幹事報告
事
 業計画書・決算資料配布の案内（プログラム時間
で使用）
。／８月３日例会の出欠未回答者は受付で
記入のこと。／ 2022-23年度ロータリー財団奨学生
募集の案内（詳細は受付の資料・地区HPを確認の
こと）
。／本年11月開催予定のひろしま国際平和マ
ラソン開催中止の案内。／８月会費で同好会会費を
請求希望の同好会は速やかにメンバーを提出のこ
と。／７月会費は本日プログラム後に発送予定。
出席報告
会員数 71名 出 席 49名（うちZoom出席５名）
欠 席 22名 ゲスト   1名
プログラム
「予算決算報告」

奉仕の理想
四つのテスト唱和
12 2021 年 7 月

未来に活かそうロータリー

第1622回例会
12：30～13：30

７月27日
ANAクラウンプラザホテル

それでこそロータリ
米山功労者表彰
梶本尚揮 会員（第４回米山功労者）
根石英行 会員（第３回米山功労者）
谷口公啓 会員（第２回米山功労者）
会長時間
幹事報告
８
 月27日（金）夜開催のカープ観戦家族会の案内配
布の案内（早めに回答のこと、参加希望者多数の場
合は親睦家族活動委員会で調整）
。／７月18日（日）
山下幸彦元会員の一周忌法要の報告（奥様から供花
お礼の電話あり）
。／来週の例会は広島グランドイ
ンテリジェントホテル２Fで開催。参加者回答期日
は本日迄。／例会終了後、１F会場で月報編集会議
開催。
出席報告
会員数 71名 出 席 46名（うちZoom出席４名）
欠 席 25名
プログラム
「新会員卓話」
岡本泰明 会員
皆様こんにちは！本日卓話を担当させていただきま
す。新入会員の岡本です。
新入会員卓話と言うことで、私自身と会社の自己紹
介をお話したいと思います。
文章力、会話力ともに未熟なものですので聞きにく
い点もあるかと思いますが精一杯お話しさせていただ
きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
改めまして、私の名前は岡本泰明と申します。
生まれたのは1974年11月29日46歳寅年です。
家族構成は妻と今年５歳になる娘の３人家族です。
生まれたのは中電病院で、通った小学校もこの会場
近くの中島小学校というところです。
いつも言うことを聞かないので、教卓の脇に机を置
いて座らされる学期も幾度かありました。活発な反面、
校内の片隅にあった与楽園という庭園が好きで一人で
行って自然観察したりする子供でした。
与楽園とは広島藩藩主の別邸だったそうですが、そ
の後、県病院の付属地となり戦後の復興の中で消滅し、
中島小学校の敷地に一部残っているものです。先日見
に行ってみたら、まだ残ってはいましたがあまり手入
れはされていなくて残念でした。
近所のお庭といえば、当時はまだ羽衣町の萬象園さ
んもまだ庭園で、
よく虫取りをした記憶がございます。
運動はサッカー部とかいろいろ所属しましたが続かず
じまい。特に野球が全く苦手でした。今でもそうなの
ですが白い球は苦手です。
それなりに運動神経は良かったので、大会の時だけ
陸上部として幅跳びとか高跳びに出場したりしたこと
はありました。

全体的には活発で好奇心旺盛で協調性がない子供っ
ていう感じです。
中学校は吉島中学校です。私の時代はさほど荒れて
なかったです。
１学年10クラス、１クラス40名強でしたのでかなり
の規模でした。
世の中はといいますとバブル絶頂期だったようで、
どこもにぎわっていたと思います。
部活はバレー部に少しいましたが半年くらいで退部
して、暇そうなパソコン部にはいりました。
パソコンもまだOSが無かったので黒い画面に言語
を打ち込むか、ゲームするくらいしかありませんでし
たが夢の詰まった箱に思えました。わたしも興味本位
で当時使われていたBASICという言語を少し勉強し
てみました。
高校は基町高校というところです。現在は鉄筋コン
クリートの立派な校舎ですけど当時はまだ古い板張の
床の校舎です。
バンド組んだりとか、合コンしたりしていたら、い
つのまにか卒業を迎えていました。卒業後は鉄筋屋と
か洋服屋でアルバイトをしながら予備校にかよいまし
たが、まったく勉強する気が起きず、といいますか受
験勉強が苦手で苦痛でしかたなかったので大学進学は
断念し、どうにか両親を説得して、アメリカのサンタ
モニカへ留学させてもらえることになりました。
当時わたしはSFXが大好きでそれにかかわる仕事を
したいと思いいろいろ調べていたら、それまであった
SFX（特殊効果）とか特殊メイクの技術はCGアニメー
ションに代わるのだろうなと思い３DCGアニメーショ
ンを勉強するためにハリウッドがある西海岸への留学
をすることにしました。
ちょうどそのころ、世界初のフル３DCGによるアニ
メーション映画「トイ・ストーリー」をピクサーが発
表した年くらいなので、結構いいところに注目したの
でしょうけど、未だ活用はできずじまいです。
語学学校とその専門学校に通いながらサーフィンし
たりとかとかパーティーを楽しみながら２年が過ぎ帰
国しました。
成田に着いてから東京に住もうと思いまして、留学
中仲良くしていた、友人を訪ねました、最初は日雇い
のバイトをしながらカプセルホテルに泊まりました。
その後は窓拭きなどのバイトで日々を過ごしながら就
職活動しましたが、採用になった企業にはなぜか就職
せずに２年ほどして広島に戻りました。
広島に戻ってからは、アルバイトをしながら少しば
かりの資金をためて、少しばかりの借り入れをし、小
さなインテリアショップを始めました。26歳だったと
思います。
家具はアメリカ留学中に見つけていた仕入先に1970
年代の古い家具や雑貨を買付に行きました。
現地からシッピングで日本に送りました。それをレ
ンタカーの２ｔトラックで神戸の税関までとりに行き
店に並べました。
1255号 13

小さなお店で小売りだけではやっていけないので、
実際の仕事は不動産屋に照明・カーテンを卸したり、
住宅会社で家を建てた人のインテリアを提案して購入
していただいたり、店舗向けに家具を卸させていただ
いたりで始まりました。
何年か経つと知人の不動産会社や建築会社から内装
工事もいただくようになりまして、少しずつできるこ
とを増やして飲食店や小売店などの店舗工事を請負う
ようになりました。
何を聞かれても出来ますよ～！と言う、勢いだけの
素人の私にお仕事を与えてくださった方々や作業をし
て下さった職人さんに恵まれてほんとにありがたかっ
たと思います。
10年ほどそんな感じでほそぼそとやらせていただき
ましたが、お仕事の依頼をくださるお相手に不動産会
社が多く、お話しさせていただく機会も多かったせい
もあり、そのうち私も不動産業に携わりたいと思い始
めまして、まずは大手仲介会社さんの面接に何社か受
けてみたのですが、全く受からずにいたところ、お仕
事を頂いていた住宅販売会社の一つに声をかけていた
だきまして入社することとなりました。
35歳にして初めての就職です！
同時に最後に請け負った知人の店を作る工事で騙さ
れて工事代金未払いとなりまして、３年間裁判したの
ちに、やっと和解金を得ましたがつかれました。
余談でしたが。
就職してからは８年ほど住宅販売と注文住宅、住宅
リフォームのお仕事をさせていただいておりました。
ところが今から４年前打合せ中に動脈解離が起き１
カ月半ほど入院することになりました。
一人娘が１歳の誕生日を迎える直前のことでした。
最初に救急搬送された時にはＣＴを撮っても異常が
見つからず胃薬を３週間分処方されて帰宅しました
が、夜中中痛くて朝まで悶絶しまして、これは死ぬか
もしれないと思いまして、次の朝、家族に心配かけな
いように自力で車に乗り同じ病院にいき再検査しても
らいました。ようやく広大病院の心臓血管外科へそこ
から救急搬送されました。
病院の受け入れ準備が整う間、まだ何が起こったの
かもわかっていなかったのですが、様子からこれはし
ばらく煙草も吸えないかもしれないと思い、胸を押さ
せながら、処置室を抜け出してこっそり一服しました、
あれはかなり危険な行為だったとおもいます。ニコチ
ンの依存度はすごいです。
退院の時ドクターに「先生タバコはやめるほうがい
いのでしょうか？」って聞いたら、
「岡本さん、この
病気になってタバコ吸ってもいいですかって聞いてく
る人いませんよ？」って言われました。
「ですよね～」
としか答えられずにそこから禁煙しています。
病気は辛く、会社や家族、友人にも多くの心配や迷
惑をかけてしまいました。
そこから健康には気を遣うようになりました。
でも一つよかったのは、入院中、考える機会に恵ま
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れたということです。
どう生きてどう死ぬかいろいろと将来を考えまし
た。
なんだかんだ得るものもある経験となりました。
その後の進路が変わりましたし、病気が無ければ今
この場所にも居ないと思います。
なんとなくですが、生かされていることに感謝しな
がら生きていかなくてはいけないなと思うようになり
ました。
退院した翌年会社を退職し、親しくさせてもらって
いた不動産会社に再就職しました、
そちらでは不動産売買の仲介の他、買取再販の仕入
れや投資物件を取り扱い今年の１月までの２年間営業
としてお世話になりました。
そして今年の２月、現在の会社を設立するに至りま
した。
以上が私のこれまでのざっくりした経緯でございま
す。
株式会社TOBIRAでは前職と同じく不動産売買をな
りわいとしております。
山林から、収益ビルまでいろいろな不動産の売買を
お手伝いしております。
「取引に関係するみんなが幸せになれて、売主買主
の利害が一致する バランスのとれたお取引をす
ること」
を念頭に入れて毎日を送っております。
わたしは今、なりたかった仕事ができて幸せです。
ですから、この仕事を通して私も沢山の人を幸せに
できるようこれからも奮闘します。
そしてこれからも、もっと多くのことに挑戦してい
きたいと思います。
以上で私の新人卓話を締めくくらせていただきま
す。
最後になりましたが、こんな私をロータリーに推薦
してくださった佐古さん、入会を承認してくださった
この場の皆々様全員に改めて感謝を申し上げます。
ロータリーの名に恥じぬよう、先輩方のご指導をう
けたまわり、成長していきたいと思います。
今回の卓話でこいつよくわからないけど、悪い奴で
はなさそうだなと思っていただければ幸いな着地点で
ございます。
これからどうぞよろしくお願い致します。
ご清聴いただきありがとうございました！
大江かおり 会員
バブル時代の学生生活を経て、
“玉の輿に乗るか、
キャ
リアウーマンを選ぶか？”
の選択。私はキャリアウーマ
ンの道を選びました。
教材販売、輸入車のショールームレディを経て、美
容業界へと飛び込み、女性の組織で揉まれ、
『人がつ
いてくる女性のリーダーとは？』を徹底的に学びまし
た。
“いつかは自分のサロンを！”と言う夢を、子供が
未来に活かそうロータリー

小学校１年生に入学したと同時に【今やらなくていつ
やるのだろう？】と思い立ち、一念発起。
現在、ママ社長となり９年目。
経営者としての大きな転機は、３年前の西日本豪雨
災害。
スタッフの半分が被災地に住んでおり、その日から
営業はストップ。７月はちょうど会社の決算。イベン
トは全て中止、お客様の予約もストップ。順調に行っ
ていた新事業もそこでストップし、先が真っ暗になり
ました。
“支払いどうしよう？ どうやって売り上げを立て
ていいのだろう?”
そんなことばかりを考える日々の中、被災地の矢野
地区に住んでいる副社長からの１本の電話。
『娘に蕁麻疹ができました。どうしてあげたらいい
でしょうか？』
これで私は目が覚めました。
［被 災地の子ども達はこんなに苦しんでいるのに、
自分は売り上げや数字のことしか考えてない。経
営者として失格！本当に困っている人のために動
けないなら会社をやる意味がないな］
それに気が付いた瞬間でした。
それから、学校に行けず、給食もなく、勉強もでき
ずに困っている子供たちに、せめて暖かいご飯を作り
に行こう！と、
“被災地こども食堂”を立ち上げる決
心をしました。

スマイルボックス
７月６日
杉川 聡ガバナー・佐々木宏地区代表幹事 よろし
くお願い致します。
新藤幸次郎会員 娘の千明に女の赤ん坊が生まれま
した（７／１）
。私にとって初孫になります。
2020-21年度執行部一同（佐藤、佐古、上田、水谷）
皆様のご支援ご協力で無事2020-21年度を終えるこ
とができました。１年間の感謝と根石丸の輝かしい
門出を祈念して出宝致します。
７月13日
宮本 昇会員 今年度、スマイル委員長に拝命致し
ました宮本です。おそれながら先週今年度第１例会
を仕事で休みまして大変申し訳ございませんでし
た。今年の根石丸の安全祈願を願って大枚をそえさ
せて頂きます。
谷口公啓会員 コロナ騒ぎが始まって１年余り。１
日も早く、このバカサワギに日本人が気が付く事を
祈っています。

その日からSNSでの呼びかけを始めました。
すると、びっくりする位の反響で、毎日、サロンに
山のような支援物資が届き、支援金もたくさんいただ
き、ボランティアスタッフも60名以上が集まって下さ
いました。
呼びかけから１週間後に、矢野マールこども食堂&
寺子屋 オープン。
その10日後には坂マールこども食堂&寺子屋 オー
プン。
夏休みの40日で述べ2,000人以上の親子にご利用い
ただき、たくさんの感謝の言葉をいただきました。
このとき初めて、
“企業としつ社会のお役に立てた”
と言う実感と、そのことの意味を考えさせられ、そこ
から、
【社会課題解決企業になる！】とシフトチェンジ。
今では
☆人 生が変わるエステサロン“フローレビュー
ティ”
☆主 婦からプロへ 遺伝子栄養学校“グレース
ラーンアカデミー”
☆社会課題解決“一般社団法人マール村”
を運営し、美、健康、食、社会貢献 を軸に明るく元
気な主婦たちで女性パワーを発信しSDGs⑤の女性応
援をベースに女性のパワーを発揮できる社会作りに少
しでも影響を与え、経済活性や地方創生を続けてまい
ります。

同好会活動報告

真倫クラブ ７月11日（日）
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地区大会来賓出席依頼
10月17日（日）に開催される2021～22年度国際ロータリー第2710地区地区大会 in 広島の来賓とし
て出席いただくため、池田晃治広島商工会議所会頭、湯﨑英彦広島県知事を訪問しました。
残念ながら地区大会はリモート形式でライブ配信をすることになりましたので、来賓の方々にはビデ
オメッセージという形での出席依頼になりました。
当日は杉川ガバナー、佐々木代表幹事、曽里地区大会実行委員長がお願いに伺い、お二人とも快諾頂
きました。
８月２日16時
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商工会議所にて

８月４日９時30分

広島県庁にて

未来に活かそうロータリー

2021 - 2022年度
2022年度
日

時：2021年７月６日

場

所：ANAクラウンプラザホテル４F

第１回理事・役員会

13時45分〜

議事録

８／３インテリジェントホテルへの機材運搬が困
難なため８／17プロジェクトと入れ替えは可能か

出席者：根石、桒田、佐藤（克）、佐藤（二）、折本、

どうか、プログラム委員会にて検討（折本理事）。

藤田、漆原、佐藤（暖）、白築、井上、山國、

⑹地区補助金事業と創立35周年記念事業の進捗状況

河原

について
地区補助金は申請が授受され今後納品予定。35周

根石会長挨拶

年（宮島学園）は納品済み。台北との合同事業に

議事

ついては申請中。

⑴６月次年度幹事会報告

⑺11／25公式訪問、11／９ガバナー補佐訪問、クラ

コロナにより会自体は中止になったが、次第によ

ブ協議会について

り内容を確認した。

西南RCはDX対応についての質疑を選択（折本理

⑵次年度予算の確認

事手配）
。西はロータリーデー、廿日市は会員増

年会費、記念事業積立金を減額、予算案を承認。

強を担当。

⑶８／３例会・理事会開催について（広島Gインテ

⑻各理事役員報告

リジェントホテル）

特になし

出欠確認が必要。案内文章を出して確認いただく。

⑼その他（４／16西南の集い開催と７／13例会後の

⑷８／27野球家族会と９／９創立記念例会の方向性

写真撮影予定等）

について

広島開催を確認、写真撮影は延期予定。熱海土砂

野球については上限人数を確認後、未参加の会員

災害に対する支援を承認。

を優遇する案を検討（折本理事）。

次回開催日

記念例会は会員のみ参加とし、昼の部と夜の部を
検討、今後のコロナ次第で後の理事会にて承認。
⑸８月プログラムについて

編集後記

第２回理事役員会

閉会挨拶

令和３年８月３日（火）13：45

広島グランドインテリジェントホテル
佐藤次年度副会長

2021年８月31日発行

昨年の６月に入会のご挨拶をさせていただいて、今こうして広島西南ロー
発 行 広島西南ロータリークラブ
タリークラブ会報の編集後記を書かせていただいているとは。ロータリーで
の返事は「はい！かイエス！しかない」とおっしゃった大先輩のせいです。 ［会 長］ 根石 英行
［幹 事］桒田 博正
コロナ禍の影響で、ロータリーでの私の１年はほぼ無きものとなってしまい ［事務所］ 広島市中区基町6-78
ました。しかし、今年は毎月こうして会報の作成を通して皆様の動きに触れ
リーガロイヤルホテル13F
ることができます。幸せなことだと思って職責を全うしたいと思います。コ
TEL 082-221-4894 FAX 082-221-4870
ロナウイルスの終息がいつになるかは定かではありませんが、毎月ロータ
リー各委員会の活動が会報を賑やかに彩る日が１日でも早く訪れることを願
編 集 会報資料委員会
いつつ、今年１年よろしくお願いいたします。
（大山 修司）
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35周年記念事業 事業計画（宮島学園教育支援について）
事業名�����������������
創立35周年記念事業

経

宮島学園への教育支援活動

緯�����������������

1996年、創立10周年記念事業として、宮島包が浦に
桜の植樹を行い、宮島とのご縁が始まりました。この
度、創立35周年を迎えるにあたり、国の特別史跡、特
別名勝の地である宮島の子供たちの教育支援を行うこ
とにしました。

目

贈呈式（案）���������������
日 時
場 所
参加者

当日スケジュール（案）����������
10：45

的�����������������

宮島学園に吹奏学部の楽器を寄贈することで、音楽
教育の充実と吹奏楽を通じて、宮島の文化を国内外に
発信することを目的とします。
また、着ぐるみ、横断幕、法被を寄贈することで、
宮島を訪れる島外の人達との交流が促進され、子供た
ちの「おもてなし活動」の一助になることを目的とし
ます。

事業内容����������������
宮島学園に下記物品を寄贈する。
▪法被
▪着ぐるみ
▪横断幕
吹奏楽部楽器一式

寄贈金額����������������
2,698,520円

2021年９月６日 時間未定
宮島学園
西南RCメンバー
宮島学園教職員、生徒、学園関係者
報道機関

11：00
11：15

広島西南ロータリークラブ 会長挨拶
宮島学園
校長挨拶
PTA
会長挨拶
宮島観光協会
会長挨拶
廿日市市
市長挨拶（案）
※代理出席もしくはメッセージ可
寄贈品披露 演奏
終了

