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35周年記念事業贈呈式が行われました。
コロナ禍で例会や活動行事に様々な制約がある中、広島西南ロータリークラブ創立35周年記念事業として、
世界遺産宮島の「宮島学園」の教育支援を実施しました。
1996年、当クラブが創立10周年記念を迎えたその年に宮島が世界遺産の登録がなされたことを記念して、
包ヶ浦をはじめ島内に約300本桜の植樹を行いました。植樹以後は毎年会員で桜の整備事業を継続してきてお
り、なじみ深い場所となっています。
この度35周年を迎えるにあたり改めて宮島に植樹を計画したのですが、島全体が国の特別史跡、特別名勝
そして世界遺産であり、島内に植樹をすることは諸規制から難しいとの判断に至りました。
廿日市市教育委員会と協議を重ねた末、宮島の地で、広島大学及び行政と連携して植樹活動を行っている宮
島学園の教育支援事業案が浮上しました。
宮島学園は世界遺産登録された島にある小中一貫の学校で、植樹活動をはじめ、島の伝統を守る活動や来島
者へのおもてなし活動を活発に行っている学園です。
宮島学園の実情を伺ってみたところ、この土地にあることを活かした活動を行っていくためにはより一層の
設備等、例えば、おもてなし活動の一環として演奏する際の吹奏楽部の楽器やその折に着用する法被、その他
横断幕や幟を新調したい、そして弥山を模した着ぐるみ「じまっこ」を作りたいという要望がありました。
よって、10周年の事業からご縁のあった宮島の活動を支援したいという西南RCの思いと学園の要望が合致
して今回の事業となりました。
事業の成果としては、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が図られるとともに、生
徒の演奏する音楽を通じて宮島の文化を国内外に発信されること、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」の一助になることが期
待されます。
去る９月６日10時45分、贈呈式が宮島学園内で、廿日市市教育長、宮島学園教職員、吹奏楽部生徒、宮島
観光協会会長（広島南RC会長）
、そして広島西南RCからは根石会長、桒田幹事が参列して開催されました。
コロナ禍の緊急事態宣言下で一般生徒は教室でオンライン参加となり、RCメンバーも限られた参加となりま
したが、子供たちの素晴らしい笑顔で事業の効果が実感できるものとなりました。
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第1623回例会 8月3日 
皆さんこんにちは。本日はANAホテルを離れ、グ
ランドインテリジェントホテルでの例会となりました
が、いろいろお手配いただきました、吉田会員にまず、
お礼を申し上げたいと存じます。ありがとうございま
す。さて、オリンピックの熱戦が続いておりますが、
コロナの波は予断を許しません。広島県でも８月４日
からまた飲食店への時短要請がなされるようですが、
例会等の会合につきましても、感染状況に応じ臨機に
対応するようにいたします。オリンピックは平和の祭
典ですが、８月は日本では先の戦争の慰霊の季節であ
り、今週の金曜日には原爆の日を迎えます。当クラブ
は、平和公園の各記念碑に英語での案内文を設置する
事業を杉川会長年度の30周年事業で行っており、コロ
ナがなければその清掃活動を行っているところです
が、来年こそは清掃活動が安心して行えることを念じ
つつ、原爆の業火に倒れた方々のご冥福をお祈りし、
平和への思いを強くして参りたいと存じます。
さて、
８月はロータリーにおける会員増強月間です。
今年のシェカール・メータ国際ロータリー会長は、
８月の会長メッセージで「みんなが一人を入会させよ
う（Each One, Bring One）」という実に分かりやす
い掛け声のもと、本年度は、あらゆるロータリアンと
ローターアクターにそれぞれ一人誰か新しい人をクラ
ブに紹介してもらいたいのです。
（中略）若い世代、
特に女性に働きかけて、多様性に焦点を当てましょ
う。どのクラブも新会員を迎えいれてください。」と
述べられています。
ここで言及されている多様性（Diversity）という価
値観は、従来からロータリー活動で強調されてきたもの
です。ロータリーという組織の基本原理として、
「中核

となる価値観」ということが言われていますが、その中
では、①奉仕（Service）②親睦（Fellowship）③多様
性④高潔性（Integrity）⑤リーダーシップ（Leadership）
の５つが挙げられており、多様性とは、会員組織や奉
仕活動などあらゆる分野で、人種、性別、国籍、文化、
信条等を超えていろいろな人が参加し、またいろいろ
な人に対して活動を行っていくことです。
多様性を強調するロータリー活動ですが、女性会員
の参加を認めたのは1989年ですから、ロータリーの
120年近い歴史のうちの４分の１の期間に過ぎませ
ん。しかも女性会員を迎えることについては、アメリ
カの連邦最高裁判所を巻き込んだ法廷闘争が繰り広げ
られた結果です。カリフォルニア州のデュアルテ・
ロータリークラブでは、1970年代から女性会員の入会
を認めていたようですが、男性会員に限るとしていた
国際ロータリーと対立し、国際ロータリーから除名さ
れ、クラブと国際ロータリーとの対立は裁判闘争に発
展しました。カリフォルニア州の裁判所においては、
国際ロータリーを支持する判決がなされたことがあっ
たものの、裁判は米国連邦最高裁判所に持ち込まれ、
1987年５月４日、最高裁判所はロータリークラブが性
別を理由に女性を会員として拒否することはできない
という判決を下しました。これを受け、判決から初め
て開かれた1989年の規定審議会で、ロータリークラブ
の会員は男性に限られるとするRI定款の要件を削除
するよう可決され、ようやく女性は世界中のロータ
リークラブで正式の入会が認められることとなりま
した。
女性のロータリアン数は、昨年の数字ですが、2020
年７月時点277,000人で全ロータリアンの約23％とい
うことになっています。
このようにロータリー活動で女性会員が認められた
のはわずか32年前のこと、当クラブの設立は1986年で
すが、同年に日本では男女雇用機会均等法が施行され、
企業において女性のキャリア職への登用がようやく始
まったころです。当クラブでは、梶本会長年度に初め

ロータリーの多様性と女性会員（会員増強月間に寄せて）
2022年7月までにロータリーの会員数を130万人に増やすというビジョンを私は
掲げています。「みんなが一人を入会させよう（Each One, Bring One）」とい
う実に分かりやすい掛け声のもと。本年度は、あらゆるロータリアンとローター
アクターにそれぞれ一人誰か新しい人をクラブに紹介してもらいたいのです。
会員増強を本年度の優先事項にするにあたり、若い世代、特に女性に働きかけ
て、多様性に焦点を当てましょう。どのクラブも新会員を迎えいれてください。
◎ロータリーの中核となる価値観〔新
新 RI 長期計画（2010－13 年度）より〕
奉仕（Service）親睦（Fellowship）多様性（Diversity 会員組織や奉仕活動など、あらゆる
分野で多様性を尊重すること）高潔性（Integrity）リーダーシップ（Leadership）
シェカール・メータ会長

◎女性のロータリアンの数 2020 年 7 月時点 277,000 人（全ロータリアンの約 23％）

8月

◎米国カリフォルニア州デュアルテ・ロータリークラブ vs

RI会長メッセージ

国際ロータリー（RI）事件

1987 年 5 月 4 日 米国連邦最高裁判所がロータリークラブが性別を理由に女性を会員と
して拒否することはできないという判決
1989 年 規定審議会で、ロータリークラブの会員は男性に限られるとする RI 定款の要件
を削除
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て女性会員をお迎えしてから10年以上、コンスタント
に女性会員に在籍していただいておりますが、世界の
水準には到底及ばない状況です。
男女の均衡についてのジェンダーギャップの解消
は、SDGsにおいては目標の５番目に掲げられていま
すが、社会経済分野における我が国でのジェンダー
ギャップの問題は深刻なものがあります。世界経済
フォーラムによる2021年のジェンダーギャップ指数に
よると、日本は調査対象156カ国中120位と男女のバラ
ンスがとれていない社会となっています。
女性にそっぽを向かれた企業や組織は、今後の発展
が見込まれないだけではなく、存続すら怪しくなって
くるという時代です。男女を問わずではありますが、
会員にふさわしいという方が身近におられましたら、
是 非 情 報 を ご 提 供 い た だ き た く、Each One, Bring
Oneを実践していただきますようお願いいたします。
以上で会長時間を終わります。
第1624回例会 8月17日 
皆さんこんにちは。
平岩さん、ご入会おめでとうございます。早くクラ
ブに馴染んでご活躍いただけますようお願いします。
さて、週末広島では、線状降水帯が発生し、県内各
地でも８月１ヶ月の平均降水量を超える雨量を計測し
ました。幸い２年前の西日本豪雨のような集中的な被
害は発生しませんでしたが、今年の夏はドイツの集中
豪雨、熱波によるギリシャの森林火災、カリフォルニ
アでも熱波と干ばつなど、世界各地で異常気象が発生
しています。国連の気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）は８月９日、産業革命前と比べた世界の平均
気温の上昇幅が2040年までに1.5度を超える可能性が
高いとする報告書を公表し、早期の対策を促しました。
地球温暖化対策は、未来に向けての問題としてでは
なく、まさに目前の問題となっています。SDGsの13
番目の目標は「気候変動に具体的な対策を」です。具
体的な温暖化対策はCO2 排出の削減ですが、身近な
対応としては「クールビズ・ウォームビズなど、冷暖
房機に頼らないこと」
「コンセントを抜いたり、電化
製品の主電源をこまめに切ったりすること」
「公共交
通機関をできるだけ使うことやアイドリングストップ
を心がけること」などがあります。
ロータリー例会時の服装については、ネクタイ、ジャ
ケット着用というのがドレスコードということであっ
たようですが、近年は、夏場はネクタイは不要、さら
にはクールビズによってジャケットの着用も不要とす
るクラブもあるようです。例えば、東京ロータリーク
ラブの例ですが、
「５月～９月末までは、クールビズ
でご出席ください」とされていて、
「服装：ノーネク
タイ・ジャケット着用でお願い致します」となってい
ます。服装については、基本的にロータリアンとして
品位に欠く服装でなければ、本人の選択に任されるべ
きであると考えます。日本でも熱波が続いており、ジャ
ケットを着て屋外にいるだけで生死に関わる状況にな
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りかねないことに鑑みますと、ジャケットの着用を含
め、服装については各自がロータリアンの品位を保つ
ものとしてお考えになるものをお選びいただければと
思います。
以上で、会長時間を終わります。
第1625回例会 8月24日 
皆さんこんにちは。
今回からは、当分Zoomでの例会となります。直接
お会いできないことが残念ではありますが、広島市に
おいては蔓延防止等重点措置が適用されておりますも
のの、日々 100名を超える新規感染者が発生しており、
なおコロナの警戒を怠ることができませんので、不自
由ではありますがヴァーチャルでの例会にご協力をい
ただきますようお願いいたします。画面を通じてでは
ありますが、週一回でもロータリーに接し、奉仕の精
神を考えるきっかけにしていただければと思っており
ます。
今日は、米山奨学生の楊さんにおいでいただきまし
た。これは、米山奨学生の奨学金については、毎月例
会場に来ていただいて直接お手渡しすることになって
いるためです。いささかアナクロニズムではあります
が、クラブと奨学生の絆を確認する重要な活動となっ
ています。このことを皆様にも再確認していただいて、
さらに米山奨学会の活動にご理解をいただくきっかけ
になればと思います。
今日の後程の卓話では、上田増強委員長により、会
員増強についての西村パストガバナーによる講演の動
画をご紹介いただきます。会員増強に向けて活力が湧
くお話を聞くことができると思いますので、続いてご
視聴ください。

さて、2024年からの新１万円札の顔になることが決
まっていますのが渋沢栄一です。渋沢栄一については、
最新のロータリーの友８月号において、大阪ロータ
リークラブの会員でサラヤ株式会社の代表取締役であ
る更家悠介氏による「渋沢栄一の精神を受け継ぐ」と
いう講演でも取り上げられております。
渋沢栄一は、日本資本主義の父であり、渋沢が設立
に関わった会社は約500社にのぼり、現在のみずほ銀
行、帝国ホテル、東京海上日動火災保険、東京ガス、
日本郵船、王子製紙、日本製紙、東洋紡、IHI、清水
建設など、金融保険から運輸、製造、建設分野まで、
幅広く日本の産業全般にわたっています。
渋沢栄一は、資本主義ではなく合本主義（がっぽん）
会員増強・新クラブ結成推進月間

を説いていました。「合本主義」の合本とは、「本（も
と）を合わせる」という意味です。「本」は資本を指し、
具体的には、ヒト、モノ、カネ、知恵などが含まれま
す。
資本主義は、人、物、金を集めて事業に投じ、利益
を挙げることがその目的です。これに対し、合本主義
は「公益を追求するという使命や目的を達成するのに
最も適した人材と資本を集め、事業を推進させるとい
う考え方」で、公益の追求という点が重視されていま
す。渋沢栄一が単なる資本家ではなく、歴史に残る事
業家となった理由といえます。事業を行う場合に「自
分がもっと儲けたい」という思いは、事業の推進力と
して絶対に必要です。しかし同時に、その結果として
「国や社会が豊かになる」「人々が幸せになる」という
目的が達成されなければならない、と考えていた、と
いうことです。
渋沢栄一の考え方を示すものとして「論語と算盤」
という言葉があります。
渋沢栄一の玄孫（やしゃまご）
・渋澤健（しぶさわ
けん）氏によれば、論語というのは道徳を、算盤とい
うのは商売を示し、
『論語と算盤を通じて、
「道義を伴っ
た利益を追求しなさい」それと同時に、
「公益を大事
にしなさい」ということを説いたものである』という
ことです。渋沢は、決して利益の追求を否定したもの
ではなく、富を求めるためには賤しく追求する人と
なってもよいが、
「正しい道を踏んで」行わなければ
ならない、と言っています。
渋沢は、
「論語と算盤」と題した講演の中で、「国の
富を為す根源は何かというと、社会の基本的な道徳を
基盤とした正しい素性の富なのだ。そうでなければ、
その富は完全に永続することができない。ここにおい
て論語と算盤という懸け離れたものを一致させるこ
とが、今日の急務だと私は考えている」と述べてい
ます。
渋沢は、道徳や倫理のみを説いたわけではありませ
ん。正しく利益追求を行うべきである、という当たり
前のことを説いたともいえますが、論語とそろばんの
両立は言うは易く行うは難しことです。富を永続させ
るためには正しい素性の富でなければならない、とい
う考え方は、経済社会を持続可能なものにするという
SDGsの考え方にも通ずるものです。道徳を基礎とし、
公益を踏まえた商売を行うということは、
「みんなに
公平か」
「みんなのためになるか」を行動原理として
説くロータリーの４つのテストの考え方にもつながり
ます。
渋沢栄一の思想はロータリーの職業奉仕にもつなが
るものであり、職業奉仕を考えていただくきっかけに
なればと思い、ご紹介いたしました。
以上で会長時間を終わります。
第1626回例会 8月31日 
皆さんこんにちは。
今回は、Zoomでの例会の２回目となります。広島

県には緊急事態宣言が発令されており、蔓延防止等重
点措置から続いての効果で感染者の数は抑えられてい
くものと思われますが、しばらくZoomでの例会でご
不便をおかけいたします。
本日は、後ほど佐々木会員、曽里会員により、10月
の地区大会のご説明があります。杉川ガバナー年度の
重要なイベントです。当クラブを挙げて準備している
ところですが、その詳細をご説明いただきます。また、
次回は９月９日の創立記念日に変更して９月９日木曜
日の12時半からZoomでの例会を行いますので、ご視
聴のほどよろしくお願い申し上げます。
さて、ここから先は最近の裁判のご紹介です。７月
の終わりと８月の初め、皆さんのお目に触れるような
大裁判ではありませんが、二つの裁判のニュースがあ
りました。一つは、７月29日の読売新聞の記事で「レ
タス水滴が招いた骨折…スーパーのぬれた床で客転
倒、店側に2,180万円賠償命令」というものです。神
奈川のスーパーで買い物中、野菜売り場の床がぬれて
いたせいで転倒し左肘を骨折したとして、63歳の男性
が店舗に損害賠償を求めた訴訟で、東京地方裁判所は
「サニーレタスから垂れた水滴がたまり、転倒を招い
た」として店側の過失を認め、店舗に2,180万円の賠
償を命じた、というものです。店側は「床がぬれてい
たとは考えがたい」と主張したようですが、判決は、
水気を含んだサニーレタスが特設コーナーに並べら
れ、客がレタスを取る際に落ちた水が床に広がったも
ので、店側が床の清掃などの安全管理を怠ったと判断
したというものです。
もう一つは、８月４日の同じ読売新聞の記事で、
「スーパーでカボチャの天ぷら踏んで転倒、高裁が賠
償請求棄却『足元の落下物回避は難しくない』」とい
うものです。スーパー店内のレジ前に落ちていたカボ
チャの天ぷらを踏んで転倒して負傷したとして36歳の
男性が東京の大手スーパーに損害賠償を求めた訴訟の
控訴審で、東京高裁は男性が「足元の落下物を回避す
るのは難しくなかった」と指摘し、同社に約57万円の
賠償を命じた１審判決を取り消し、原告側の請求を棄
却する判決を言い渡した、というものです。男性は仕
事帰りにスーパーの店舗で買い物をした際、レジの前
に落ちていた縦13センチ、横10センチのカボチャの天
ぷらで足を滑らせ、右膝を打って足を痛め、１審・東
京地裁判決では「転倒事故も念頭に安全確認を徹底す
べきだった」として店舗側の過失を認定しましたが、
高裁は「天ぷらが長時間放置されていたとは考えられ
ず、店側の責任は認められない」と判断したものです。
この天ぷらの大きさですとスマホよりも大きいくらい
ですから、結構な大きさがありますね。
同じスーパーの店内のお客さんの転倒事故でも店側
の責任が片方では認められ、片方では認められません
でした。この差はいろいろ考えられますが、一つは野
菜売り場における床の水滴とレジ前に落ちていた天ぷ
らの違いによるものと考えられます。野菜売り場の水
滴は店が売り場に水の滴るレタスを置いたことが問題
1256号
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です。ところが、天ぷらは、誰かがたまたまレジ前に
一個だけ落として行ったものでしょう。その場所に天
ぷらが落ちていたことについては店側の関わりがない
か、少なくとも明らかになっていません。店側で見付
ければ、衛生上も早く掃除すべきでしょうが、誰かが
落としたら直ちに掃除しておけ、と言うまでは店側に
酷だと裁判官は考えたのでしょう。これに対して、店
が濡れたレタスを並べて売る以上は床に流れる水滴を
掃除するか、それについてのフォローを当然考えてお
くべき、ということになるでしょう。
日本は、これまであった裁判例に従えばよいという
判例法の国ではありません。また、法律で具体的にお
店の床をどのように掃除しろとまではもちろん書いて
あるはずもなく、法律の規定は抽象的で解釈の幅は非
常に大きく、
結局、
裁判官の判断に委ねられています。
この点で日本の裁判はケースバイケースで、結果の予
測可能性がつきにくい、と言われています。天ぷらの
ケースは１審と２審で裁判官の判断は分かれました。
皆さんはどのようにお考えでしょうか。
これらの話、お店に来たお客さんに対してどのよう
に対応するのか、という話です。商品買ってくれる前
のお客様、あるいはウインドウショッピングだけのお
客様に対しても、店内での安全を確保する必要があり
ますが、これは頼まれて約束したから、そうしなけれ

ばならない、というのとは違った理由によります。契
約当事者でなくても取引に向けた社会的な関係が生ず
れば、相手方に損害が生じないようにすべき義務が生
ずるという理屈があり、社会的接触の理論と言われて
います。この社会的接触の理論は、買ってくれたお客
様だけでなく、将来お客様になる方へも配慮が必要で
すよ、というものであり、事業を行う上で皆さんを公
正に扱わなければならないという、四つのテストの「み
んなに公平か」という考え方にも通ずるところがあり
ます。何はともあれ、お客様の安全のためにお店の床
はきれいに、というお話でした。
以上で、会長時間を終わります。

DONAT ION
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2021 年 8 月

年度累計

スマイル

13,000 円

119,000 円

100 万ドル

41,286 円

129,756 円

善意の箱

5,997 円

10,391 円

会員増強・新クラブ結成推進月間

例

会

記

録

第1623回例会
12：30～13：30

８月３日
広島グランドインテリジェントホテル

国歌 われらの生業
お誕生記念月記念品贈呈
挨拶（尾崎順也会員）
８月11日、山の日生まれの尾﨑です。沖井先輩が今
年もいらっしゃらないので急遽去年に引き続き誕生日
の挨拶をさせて頂くことになりました。
挨拶と同じく、今年も祝日に制定されました山の日
が、オリンピックの関係で８月11日ではなくなり、い
つになったら誕生日を祝日としてゆっくりすごせるの
かと思っております。
また、今年で44歳になりますが、43歳の去年は、父
が67歳で他界し、妻が上皮細胞に腫瘍ができ入院手術
をし、私自身も人生で初めて入院手術を経験しプライ
ベートで大変しんどい思いをした１年になりました。
44歳になる今年は、コロナ感染者が再度増加してきて
おりますが、健康に気を付けて１年を無事に過ごして

参りたいと思いますので、引き続きよろしくお願いい
たします。
本日は、誕生日のお祝いを頂きありがとうございま
した。
会長時間
幹事報告
ロ
 ータリーの友誌・ガバナー月信（８月号・前年度
最終号）等配布の案内（メール便にて発送）
。／例
会終了後、理事役員集合写真撮影・理事役員会開
催。／次週は休会。次回例会は８月17日（火）
。
出席報告
会員数 71名 出 席 47名（うちZoom出席２名）
欠 席 24名
プログラム
会員卓話
「社会奉仕委員会の活動等について」
稲田健二 社会奉仕委員長

ロータリーの目的

社会奉仕について
2021年8月3日
広島西南ロータリークラブ
社会奉仕委員会
委員長

稲田健二

広島西南ロータリークラブ戦略計画

ロータリーの目的は、
意義ある事業の基礎としての奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある。
第1. 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第2. 事業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値のあるものと認
識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なもの
とすること。
第3. ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活におい
て、日々、奉仕の理念を実践すること。
第4. 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理
解、親善、平和を推進すること。

奉仕プロジェクト
①

ロータリーの奉仕の根幹は職業奉仕であることを認識し、会員は自らの職
業の品位を保ち、最高の倫理基準を推進して、職業を通じて地域社会に奉
仕する。

②

クラブは、五大奉仕部門に基づいて成果あふれる各奉仕プロジェクトを推
進する。そのためには単年度、複数年度のプロジェクトを明確に選別し、
重点分野を選定し、全会員がそのプロジェクトとその業務に活発に関与す
るように図る。

③

ＲＩ及びロータリー財団のプログラム（グローバル補助金 地区補助金な
ど）などへの参加を検討し、海外の地域社会で奉仕し、国際理解、親善、
平和を推進する。

第3.の文言が社会奉仕になります。
2021年度の事業活動としては

ロータリーの定義

社会奉仕とは．．．
すべてのロータリアンが
地域の人びとの暮らしを豊かにし
より良い社会づくりに
貢献することです。

国際ロー タリー第2 710地区
2021-22年 度 地区 補助金 申請書
（抜粋）

ロータリーは、
人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において
高度の道徳的基準を守ることを奨励し、
かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを
目ざした事業と専門職務に携わる人が
世界的に結び合った団体である。

申請概要
申請書提出日

2020年4月8日

プロジェクトの区分

■ 単独クラブ提唱プロジェクト

クラブ名

広島西南ロータリークラブ

プロジェクト名

認定NPO法人 コミュニティリーダーひゅーるぽんが運営する児童福祉施設「児童発達支援センター」、就
労継続支援B型事業所「コミュニティほっとスペースぽんぽん」が使用する機材（テント４基、倉庫1基、
椅子30脚、机6基）の寄贈

実 施 場 所

施設名
住 所

実 施 時 期

開始日2021年7月1日
～
終了日2021年12月31日
※3月末日までにプロジェクトを完了

プロジェクト資金

補助金申請額

支出総額

重点分野



地域経済の発展
教育の支援



平和の推進



母子の健康





水と衛生

改正日

環境の保護

認定NPO法人 コミュニティリーダーひゅーるぽん
広島市安佐南区川内6-28-15

360,000円

クラブ資金

182,090円

542,090円

「認定NPO法人コミュニティリーダーひゅーるぽん」は、40年前から障害者、子供達への

令和元年7月1日

支援、ボランテイアリーダーの養成等の活動を行い、児童福祉施設「児童発達支援セン
ター」（児童発達支援事業登録者数37名・放課後デイサービス事業登録25名）、就労継続

［付則］
常任委員会および各小委員会の任務について

支援B型事業所「コミュニティほっとスペースぽんぽん」（18歳以上の障害者対象、登録

制定日

2008年4月1日

疾病との闘い

人数12名）等を運営する団体であり、当クラブでは、10年前の東北大震災の際、同法人を
プロジェクトの
概要
経緯
施設の概要
受益者の状況
実施内容

介して,仙台のボランテイア組織の紹介を受け、被災者への支援を行うなど交流を持って
いた。
同法人は障害者支援・教育の一貫として、危険のない範囲で園庭運動・遊戯を行なった

奉仕プロジェクト委員会

り、地域で協力頂ける農家の畑での収穫作業、遠足などの屋外活動を行っているが、近年

この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教
育的、人道的、および職業関係のプロジェクトを立案し、実施するものである。

作ることが出来るワンタッチ式テント、休憩時の椅子、飲み物などを置く組立式テーブル

の気温の上昇で初夏から初秋にかけて屋外活動の実施か難しくなっており、簡単に日陰を

があれば、屋外活動の継続に大きな力を発揮出来ることから、テント・机・椅子及びこれ
等を収納する屋外用の倉庫の寄贈の要請があった。

我が
広島西南ロータリークラブ
としては
実践

広島西南ロータリー・クラブ細則

□ 複数クラブでの提唱プロジェクト

第36集

社会奉仕委員会
この委員会は、
①

本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助をあた
えるような方策を考案しこれを実施するものとする。ロータリーの社会奉仕とは、ロータ
リアンひとりひとりの個人生活、事業生活、社会生活に奉仕の理想を適応することを奨励
育成することである。

②

地域社会のニーズを見いだすために、それぞれの地域の状況を総合的に調査、分析し、地
域社会のニーズを確認する。

③

特に関心の高い活動に、環境保全、宇宙、地球の保全プログラム、識字率の向上、薬物濫
用及びアルコール過飲防止、高齢者への心づかい、エイズ教育などがある。また、ＩＡＣ、
ＲＡＣ、ＲＣＣその他の公共組織、奉仕団体等との協力も勘案するものとする。

夏祭りなどイベント開催時には地域住民にも施設を開放、障害者が地域住民に接する機会
地 域 社 会 にも た らさ れ る を提供し、日常生活・社会生活への対応能力向上を図っている。これは地域の人びとに施
設の活動、障害者のことを知って頂く機会にもなり、ダイバーシテイ社会の実現の一助に
恩恵など
もなる。

・贈呈式及び同施設が実施する夏祭り等の準備作業へロータリアンが参加して協力するこ
資 金 面 以 外の ロ ータ リ ア と。
ンの参加状況について
・法人理事長を例会に招き、同法人が行っている子供支援、障害者支援の活動についての
卓話を聞き、ガバナーの方針にあるダイバーシテイに関する理解を深める。

メディアでの報道予定2件
広報活動
■新聞1件、 ■TV1件、

2021～2022年度
事業計画より

□その他(

) 件

報道機関への取材依頼。
本 活 動 が ロ ー タ リー の 提 贈呈式、ロータリーの紋章等の提示。イベント開催時に参加するロータリアンが当クラブ
唱 プ ロ ジ ェ ク ト であ る こ の名称等の入ったジャンバー等を着る。
との広報の方法について 認定NPO法人コミュニティリーダーひゅーるぽんのホームページ等でロータリー地区補助
金支援を公表してもらう。
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他地域の近年の活動状況

我 が 西 南 RCの 過 去 の 事 業 と し て
2020-21年度地区補助金事業
事業概要

実施時期
実施場所

プロジェクト資金

支出総額

事業概要

へ調理機器を寄贈
2020年8月29日

実施時期

よこがわ楽だ食堂

実施場所

（広島市西区）

補助金申請額：115,463円
クラブ資金：0円

プロジェクト資金

支出総額

115,463円

障害者支援施設「セルプ宇品」へ
焼き芋機1台及びポップコーン機
1台を寄贈

2020年10月26日
セルプ宇品

（広島市南区）
補助金申請額：290,000円
クラブ資金：153,470円

実施時期
実施場所

プロジェクト資金

支出総額

実施時期
実施場所

プロジェクト資金

支出総額

佐 世 保 北 RC
2021.3.26

「 地 域で一 緒 に生き よ う」講 演 会と音 楽 会

青少年に本と接する機会を増やそうプロジェクト

へ冷蔵庫寄贈

（地区補助金特別プロジェクト）
2019年8月22日
川内にこにこ食堂

（広島市安佐南区）
補助金申請額：162,000円
クラブ資金：0円

薩摩川内市立図書館に対し、啓蒙用資機材寄贈
薩 摩 川 内 RC
2021.6.4

162,000円

事業概要

焼き芋機を寄贈

実施時期

2017年11月23日
障害者支援施設「愛命園」

実施場所

（広島市佐伯区）

補助金申請額：95,682円
クラブ資金：106,278円

プロジェクト資金

201,960円

12：30～13：30

白 根 RC

2021.4.29

支出総額

児童養護施設「津田子供の家」
の子供を招き森林教室を実施

おわり

2018年9月23日
大竹市わくわくの森
（大竹市松ヶ原町）

ご清聴ありがとうございました。

補助金申請額：230,000円
クラブ資金：240,800円
470,800円

福 島 中 央 RC
2 0 15 .5 .1 4

８月17日
ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和
新会員入会式
平岩宏隆 会員（アクト中食㈱ 専務取締役）
推薦者：杉川聡 会員・小野誠 会員
ただいまご紹介いただきました、アクト中食の平岩
宏隆と申します。
杉川ガバナーとANAクラウンプラザホテルの小野
さまのご紹介で入会させていただきました。
どうぞ宜しくお願い致します。
これまでこういった会に参加した経験がなかったの
ですが、入会を機会に地域貢献、社会奉仕に挑戦した
いと思います。
また皆さまとの交流により、色々と勉強させていた
だきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致しま
す。
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
ロ
 ータリーレート変更の案内（1ドル111円→110円、
８月から）
。／創立記念例会の案内配布の案内。出
欠を回答のこと。／次週以降の例会についての案内。
出席報告
会員数 72名 出 席 43名（うちZoom出席２名）
欠 席 29名 来 客 0名
プログラム
会員卓話
2021 年 8 月

都市部 への外 出機会 の少な い、南 区・西 蒲区に お住ま いの方 々に楽 しんで いただ けるよ うな、
アカデ ミック な講演 会、音 楽会に 参加で きる場 ・機会 を提供 する

県立医 科大学保健科 学部開設記念 の時計とマス ク・筆記具の 寄贈

障害者支援施設「愛命園」へ

第1624回例会
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子 ど も 達がき れ い な空気 の も とで健 康 に すごせ る よ うにと の 思 いで寄 贈

子ども食堂「川内にこにこ食堂」

2017-18年度地区補助金事業
事業概要

市内巡回ワゴンバス停留所用のベンチを寄贈致
鶴ヶ島R C
2021.6.15

443,470円

2019-20年度地区補助金事業
事業概要

子ども達の安心、安全のための除菌脱臭器寄贈プロジェクト

鶴ヶ島市へのベンチ寄贈

子ども食堂「よこがわ楽だ食堂」

「誕生日を迎えて」
森 豊彦 会員
この度は、誕生日を祝っていただきありがとうござ
いました。
昭和37年８月17日生まれ。今日で59歳となりました。
一度例会にて誕生日月を代表し謝辞を述べた事はあ
りますが、今回は誕生日を迎えてをテーマに15分卓話
を、と７月初旬に谷口さんより御指名いただきました。
誕生日を迎えてと言われても、さて15分も何を話そ
うかと思案し、あまり人前で話さない自分の生い立ち
で一番影響を受けた事について話したいと思います。
私は大阪市港区が実家です。昔はあまり環境の良い
地域ではありませんでしたが、今は海遊館ができ川
を挟んだ隣の此花区にはUSJができる等、今は若者の
あこがれの場所となっています。やはり幼少期の生い
立ちや生まれ育った環境というのは恐ろしいもので
す。
自分では当たり前と思ってやっている事や言ってる
こと、考えが古い、と昔から娘や周りの人によく言わ
れます。
私は生まれた時から祖父と曽祖母と同居しており、
何かにおいて常に口うるさく言われました。特に祖父
は明治生まれで戦争も体験しており、口答えをするも
のなら手も出てきました。
日々口うるさく言われた事を言えばきりがありませ
んが、何項目か挙げると
①朝起きたらすぐに歯と顔を洗いまず仏壇に手を合
わせる。
②飯が炊けたらまず仏壇にお供えする。
③起きたら布団をたたむ。特に布団の角は揃えてた
会員増強・新クラブ結成推進月間

たむ。
④食事の前に必ず布巾で隅々まできれいに拭く。
⑤食事時は足組むな・肘つくな・米粒は一粒も残す
な＊米粒残すと目がつぶれる。
⑥食事中にお茶や水は飲むな。
食べ終えてから飲め。
⑦肘をついたり椅子の背もたれに背中をつけて飯を
食べるな。
⑧食べ終えたら自分の食器は自分で運べ。
⑨靴は常に揃えて脱ぐ。
しかし、物心ついた時から言われていてまわりの家
族もそのようにしていたので全く抵抗も無く、むしろ
それが当たり前だと身に付いていました。
最近は核家族化し親や祖父母と同居している家族が
少なくなり、日常生活の躾に不安を感じます。
妻や娘達にも古い古いとか今時そんなこと誰も言わ
ないとか言われますが、自分が当たり前と思っている
事が出来ていないと、ついつい口うるさく言ってしま
います。
今は祖父も母親も亡くなり、今年90歳になる父親が
大阪で姉に面倒を見てもらっています。
もう私に口うるさく言ってくれる人はいません。寂
しいものです。
一言では言えませんが、やはり年寄りの言う事や口
うるさい事に耳を傾ける事も必要。
今後は59歳になった私が、家族・親戚に対し煙たが
られてもおかしい事はダメだと言う番だと自覚し、言
い続けようと思います。
娘４人も自立し今は孫４人（間もなく５人）におか
しいところを口うるさくいう毎日ですが、将来この事
が何か役に立てばと思います。
59歳の誕生日を迎えて気持ち新たに邁進していきた
いと思います。
本日はありがとうございました。
長野 宏 会員
皆さん、こんにちは 長野です。
今日は誕生日という事で、何か８月に関連した話を
少しさせていただきたいと思います。
８月と云えば、どうしても特に広島という事もあり、
原爆また終戦記念日といった戦争の負のイメージが強
い月でもあります。しかしながら、戦争当時、戦闘機
用航空機エンジン等の開発を行ってきた技術者や企業
の技術が止まることなく継承され、現在の航空分野に
寄与している事を話したいと思います。
まずはジェットエンジンですが、当時ジェットエン
ジンの研究開発は、イギリス、ドイツが1944年には実
戦配備しております。日本は、1945年８月７日に国産
ジェット機第一号「橘花」が世界で３番目に成功しま
した。この橘花は、エンジンは石川島重工業（現在の
IHI）
、全体は中島飛行機（現在のスバル）で製作され
ました。その後終戦となりますが、日本の航空機の開
発は、当時GHQにより戦後７年間の航空関連一切の
活動が禁止された事により、航空技術の発展は大きな
痛手となりました。

しかし、1952年にサンフランシスコ平和条約が発効
し、日本は再び大空への挑戦が可能となり、技術者達
も戦時中の技術の継承をもとに遂に1958年１月戦後初
のジェット機
「T-1」
が初飛行に成功します。ちなみに、
この年はスバル360が発表されております。
「T-1」も
富士重工業が製作しました。その後、
国産ターボジェッ
トエンジン「 J 3 」が開発され、IHIに引き継がれて量
産されました。この技術をベースに、現在IHIは旅客
機のエンジン等に共同開発という形で参画して世界の
航空産業に貢献しています。
また、航空産業のもう一つの技術が、ロケット技術
です。日本のロケット技術は、これも戦前から始まっ
ています。戦争末期に作られたB-29邀撃用戦闘機「秋
水」と「桜花」です。
「秋水」はテスト段階で終戦を
迎え、
「桜花」は特攻機として悲しい歴史をつくるこ
とになります。両機ともドイツの技術をもとに三菱重
工が開発しましたが、ドイツからの本体及び資料が潜
水艦で輸送中撃沈され、陸上からのわずかな資料しか
なく、ほぼ独自での開発となったそうです。その後、
終戦となり日本はやはりGHQによる航空機開発の禁
止により、1952年の解禁後からのロケット開発になり
ました。ここで大きな活躍をしたのが糸川博士率いる
東大生産技術研究所グループです。糸川博士は戦時中、
中島飛行機で戦闘機の開発をしていましたが、戦後の
空白でもはやジェット機を研究したところで追いつけ
るわけもないと考え、一気にロケット開発を目指す事
にしました。戦後初のロケット実験は1955年に実施さ
れました。皆さんご存じの方もいらっしゃると思いま
すが、
「ペンシルロケット」と呼ばれています。長さ
23㎝、直径1.8㎝、約200gでした。1957年には国産初
の観測用ロケット「カッパー 4C」１号機が打ち上げ
られ、宇宙線の観測を始めています。
ペンシルロケット打ち上げからわずか２年の偉業で
すが、その数週間後ソ連は人類初の人工衛星「スプー
トニク１号」の打ち上げを成功させています。技術の
差は明らかでした。その後数々の失敗を経て「カッパ」
のあとの「ラムダ」ロケットにより1970年に日本初の
人工衛星「おおすみ」を打ち上げ、日本はソ連、アメ
リカ、フランスに続く４番目の人工衛星打ち上げ国と
なりました。この東大グループが開発してきたのは固
体燃料ロケットですが、これ以上大きなロケットを打
ち上げるのは、固体燃料では困難と思われました。そ
こで注目されたのが、液体燃料ロケットです。
1970年科学技術庁の「宇宙開発事業団」は、アメリ
カの液体燃料ロケットを導入することを決めます。そ
の後「デルタロケット」をモデルに1975年からN１ロ
ケット、1981年からN２ロケットを種子島で打ち上げ
ます。その後、ロケットは国産化がすすめられ、1986
年のH１ロケットは１段目がデルタロケットの技術を
使い、２段目が自主開発した液体酸素・液体水素エン
ジン「LE５」で三菱重工が製作しています。1994年
LE-7エンジンを使った初の国産機「H２」が打ち上げ
られ、現在のH２A、H２Bと進化します。
1256号
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2003年には東大グループの「宇宙科学研究所」と「宇
宙開発事業団」が合併しJAXAが誕生します。現在、
日本の基幹ロケットは液体燃料のH２Bロケットで、
今年は、この後継機であるH３ロケットの打ち上げも
予定されています。
また固定燃料式のM-Vロケットも開発され、探査
機「はやぶさ」もこれで打ち上げられました。この技
術は2013年のイプシロンロケットに繋がり、今年は月
面着陸機を飛ばす予定です。現在、日本はH２A、H
２B、H３ イプシロンロケットのロケット技術、国
際宇宙ステーションでの経験、そして「はやぶさ」で
の小惑星着陸・探査技術等の蓄積によって将来のアメ
リカ等との火星探査へ向けて進化していくようです。
以上で終わります。ありがとうございました。

第1625回例会
12：30～13：30

８月24日
Zoom

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間
幹事報告
今
 週以降の例会案内（８月31日・９月９日創立記念
例会もZoom開催、ホテルでのリアル例会なし）
。／
出席についての案内（９月も引続き全員出席扱い、
メークアップ不要）
。／今週金曜日夜にカープ観戦
家族会開催。参加者にはチケット配布（又は郵送）
済。17：45集合。
プログラム
月間会員卓話
「会員増強について」

上田直治 増強委員長
皆さんこんにちは。会員増強委員長の上田でござい
ます。
毎年８月は会員増強月間となっておりまして、お時
間を頂戴致しましたので、本日は皆様に2021-22年度
RI2710地区会員増強委員会カウンセラーでいらっしゃ
います岩国西ロータリークラブ所属、西村パストガバ
ナーの例会卓話ビデオをご覧頂きたいと思います。
約26分間の映像となっておりますので、居眠りしな
いようにご覧頂きたいと思います。
（放映時間）
いかがでしたでしょうか？コロナ禍での会員増強は
例年以上に、皆様方のお力をお借りしなくては成しえ
るものではありません。
どうかご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

第1626回例会
12：30～13：30

８月31日
Zoom

それでこそロータリー
会長時間
幹事報告
次
 回は９月９日（木）の創立記念例会をZoomで配
信予定（ホテルでのリアル例会なし）
。／９月は９
月21日が休会、９月14日例会については別途案内。
／９月も引続き全員出席扱い（メークアップ不要）
。
プログラム
会員卓話
「広島西南RC記念事業」
佐々木 宏 会員

認証状伝達式

創立15周年

広島西南RC記念事業
令和３年８月３１日

佐々木 宏

２ 記念事業
１ クラブ創立から認証伝達式

１ 創立１０周年
宮島包ヶ浦を中心に町内１０ヶ所に２０１本の桜を植樹

２ 創立１５周年

１ 創立総会
１９８６年（昭和６１年）９月９日
ガバナー松尾 明（広島南） 特別代表 上野 貞一（広島西）
会員３５名でスタート
（会長） 西本順次郎 （副会長） 山本 豊 （幹事） 萬歳 幸治
１９８６年９月１８日RIへの加盟が認証

２ 認証状伝達式（チャーターナイト）
１９８７年３月２２日
県知事 市長 商工会議所会頭 内外から多くのかたをお招きし
設営から運営まで手作りをモットーに執り行った。
今の西南にまで引き継がれている。

創立総会

10 2021 年 8 月

第１部 基調講演 ２部 記念シンポジュウム「１５歳のメッセージ２００１」パネルディスカッション

３ 創立２０周年
「 守 ろ う 僕 らの 太 田 川 」 ビ デ オ 作 製 各 小 学 校 に 配 布

４ 創立２５周年
東 日 本 大 震 災 支援 被 災 中 学 へ の 運動用 具提 供
Ｃ ・ Ｗ ニ コル 氏 講 演 会 子 供 た ち の 森 林 体 験 学 習

５ 創立３０周年
山 田 自 治 会 集 会 所 再 建 事 業 カ ン ボ ジ ア ロ ー タリ ー ハ ウ ス 建 設 寄 贈
平 和 公 園英 語版 設置事 業

創立10周年

創立25周年

会員増強・新クラブ結成推進月間

創立25周年

1994年9月植樹、石碑除幕記念式典

広域公園の梅林
１ １９９４年２月台北新東RCから７０本梅の木が寄贈され広域公園に植樹
２ 広島アジア大会（1994年10月）と台北RI国際大会（1994年6月）を記念して
３ １９９４年９月植樹、石碑「友好」の記念式典（揮毫 松尾明PG)
４ ２００５年９月ベンチ２台、２００６年１２月ベンチ２台設置（地区補助金事業）
５ ２００６年９月蛇紋石のテーブルセットを台北新東RCより寄贈設置。
当クラブより、同じものを中正記念堂に寄贈。
６ ２０１０年保護のため柵の設置
７ ２０１６年メモリアル保存委員会

創立30周年

「地区大会について」
曽里 裕 会員
現在の地区分布

地区大会とは

地区大会プログラム

■地区大会の目的は、クラブ会員がロータリーの最新情報や地区内

12：55

Web配信開始

13：00

点

プロローグ

の活動状況について学び、ほかのクラブのロータリアンと交流す
ることです。
■毎年、地区ごとに開催され通常、1～2日間にわたって行われ、次
のようなプログラムが含まれています。

2.地区に関する報告（活動成果と課題を含む）
3.地区案件の討議と投票

RI２７１０地区

杉川 聡

広島西南ロータリークラブ会長

根石英行

ガバナー挨拶

ガバナー

杉川 聡

曽里 裕

13；15

来賓祝辞

広島県知事

湯崎英彦 様

13：30

RI会長代理挨拶

広島市長

松井一實 様

広島商工会議所会頭

池田晃治 様

地区現況報告

ガバナー

杉川 聡

地区決算報告

直前ガバナー

脇 正典

RI会長代理

登録委員会

選挙人資格審査委員会
大会決議委員会報告

・前年度の監査済み財務報告の討議と採択

・地区賦課金の承認（地区協議会又はPETSで承認されていない場合）
・規定審議会の地区代表議員の選出（規定審議会の２年前に当たる場合）
・ゾーンのRI理事指名委員の選挙（該当する場合）
4.地区会員が関心をもつような主題の講演（地元や海外の講演者による）
5.交流・ネットワーキングの時間、奉仕活動やリーダーシップに関する情報の提供
（配偶者のための活動やその他の行事を、本会議と重ならない時間に予定する）

（ 休憩５分）

当初の予定では
１０月16日 ANAホテルで会長幹事会
１０月17日 広島国際会議場にて本会議、懇親会を予定
コロナの出現で紆余曲折、最終的に
１０月１７日 広島国際会議場よりリモートで配信すること
なりました

通常ガバナーを輩出したクラブがホストとなりクラブの所在地で開催される

地

ガバナー
地区大会実行委員長

歓迎のご挨拶

13：45

2021-22年度地区大会

鐘

開会の辞

13：40

1.RI会長代理の訪問（大会中、会長代理が国際ロータリーの最新情報を伝え、会員
の活動意欲を鼓舞する）

2020.10.17

14：05

記念講演

「尾木ママの７つの人勢力～コロナ時代を生き抜くチカラ」
教育評論家 尾木直樹 様

15：15

記念事業発表

15：20

ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ紹介

地区大会実行委員長

ガバナーエレクト挨拶
ガバナーノミニー挨拶
15：30

次年度地区大会PR

15：40

閉会の辞

15：40

点

ガバナー

曽里 裕
杉川 聡

徳山ロータリークラブ
石川良興
広島南ロータリークラブ 井内康輝
徳山ロータリークラブ
地区大会副実行委員長 徳納武使

鐘

ガバナー

杉川 聡

区

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。

但し 尾木ママの講演会はライブ配信するため、西南ロータリークラ
ブのメンバーの皆さんには当日聴講頂ける予定です

各地区少なくとも75クラブ、2,700人の会員を有することを奨励。
ロータリー章典
クラブ数が100を上回る地区、ロータリアンの数が1100名未満の地
区の境界を廃止または変更することができる
RI細則 15.010.1

１０月１７日１４時より、広島国際会議場「ひまわり」で開催します

コロナ禍でも、出来ることを精一杯やってまいります

皆様のご協力のほど、よろしくお願い致します
実行委員会と地区役員の皆様には前日よりお手伝いいただかなくては
なりませんが、あらかじめ対象の方には依頼させて頂きますので、ご
協力のほど、よろしくお願い致します

2021-22 地区大会実行委員会

現在日本全国３４地区

８月の会員記念日
会員誕生日
藤田
進
佐々木信幸
尾㟢 順也
宮本
昇
田中 茂樹
長野
宏
森
豊彦
村尾 博司
沖井
翔
李
志翔

８日
９日
11日
14日
14日
17日
17日
18日
21日
23日

入
遠崎
藤田
影久

会
秀一
進
知也

月

創

パートナー誕生日

H18年 伊藤英彦 夫人
H30年 吉田栄壮 夫人
H30年 岡田真規 夫人
田中茂樹 夫人
結婚記念日
平原一彦 夫人
鍵岡
馨 １日 佐古雄司 夫人
宮㟢 真 夫人
奥田 實 夫人

亜紀 様
まゆみ 様
真弓 様
岳子 様
緑 様
真弓 様
敬子 様
紘子 様

７日
９日
11日
13日
15日
16日
21日
29日

岩田 智博
森
豊彦
折本
緑
尾㟢 順也
佐古 雄司

業

月

㈱中国道路施設
Ｈ11年
日本建設㈱広島支店 Ｓ30年
ゆめみらい㈱
Ｓ49年
㈲ジェイ・アセット・マネジメント Ｈ15年
キョーリツコーポレーション㈱ Ｓ25年
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野球観戦家族例会

８月27日 34名（50名予定16名欠席）

このたび親睦家族活動委員会の企画として、８月27日にMazda Zoom-Zoomスタジアム広島で野球観
戦家族会を行いました。対阪神戦、先発は大瀬良投手、序盤に得点されたものの６回を２失点の好投でした。
終盤には阪神の追い上げを許すも、最後は栗林で締め、４時間の激闘を６対４の勝利で飾ってくれました。
緊急事態宣言発令中のため、お酒を飲みながらの観戦とはいきませんでしたが、出席いただいた会員間で盛
り上がり楽しい時間を過ごすことができました。

委員会コラム
コロナ禍となってしばらく経ちますが、終息には程遠い状況の中、社会的立場上または家庭的立場上からも、
人が集う街中で食事をするのは、はばかられるということもあるのではないでしょうか？
このたびは、ちょっと試験的な試みではありますが、ネタが尽きない限り、ちょっと外れの美味しいお店を皆
様にご紹介させていただこうかと思っております。

【三原

須波港のたこやき】

三原市須波港名物のたこ焼きです。先般ライブで訪れた森高千里さんも召し上がったという。三原は「タ
コの街」というだけあり、中身のほとんどがタコじゃないかというくらいのタコの切り身が入っています。運
が良ければ焼きたて、運が悪ければ保温庫にストックされたたこ焼きとなってしまいますが、伺う30分前に
電話すればもしかしたら焼き立てを出してくれるかもしれません。営業時間が、うろ覚えですが、10：00 ～
16：30と早く閉まるので、ご注意くださいませ！
目の前には、かの平山郁夫先生をも虜にした、瀬戸内海の多島美が広がります。わざわざ行くというもの
ではないかもしれないですが、通りがかりの際には、絶景を前に、やけど覚悟で大ぶりのたこ焼きをほおばっ
てみてはいかがでしょうか(^_^)
ちなみに、最近はワイナリーが出店したおしゃれなレストランもでき、海浜公園も整備されています。人気
スポットも多いようですので、ドライブがてらとしても良いですよ！

12 2021 年 8 月

会員増強・新クラブ結成推進月間

2021 - 2022年度
2022年度
日

時：2021年８月３日

場

所：ANAクラウンプラザホテル４F

第２回理事・役員会

13時45分〜

議事録

催へ変更した。
⑺各理事会役員報告

出席者：根石、桒田、佐藤（克）、佐藤（二）、折本、

⑻その他（今後の例会開催について）

藤田、漆原、佐藤（暖）、白築、井上、萬歳

佐藤副会長よりクールビズについての提言あり、

山國、河原

今後検討の余地があるとして継続審理する。
次回開催日

根石会長挨拶

第３回理事役員会 令和３年９月14日
（火）13：45 ～

議事



ANAクラウンプラザホテル広島

閉会挨拶

⑴８／27野球家族会

佐藤次年度副会長

定員は75名。家族を複数呼ぶことも可能。８／６
までに出席回答をする。
⑵９／９創立記念集会
２時間程度の昼時間開催で行う。フリードリンク
をつける。
⑶地区補助金事業と35周年事業の進捗状況
地区補助金に関しては10月以降に調整。35周年事
業は９／６に宮島学園にて贈呈式。

2021 年 9 月 1 日
会員各位

⑷９月プログラム

広島西南ロータリークラブ
会 長 根石 英行
幹 事 桒田 博正

９ 月プログラムは会員の卓話で行う。10 ～ 11月
にひゅーるぽんの卓話を予定。

＜今後の例会等のお知らせ＞

⑸例会メークアップ
８月は全員出席。今後コロナの状況による（会長、
幹事に一任する）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、９月の例会運営・創立３５周年記念例会等について、下記のとおり対
応が決定致しましたので、ご確認の上、ご理解ご協力を頂きます様宜しくお願
い申し上げます。（一部は 8/31 にメールでご案内しています）
敬具
記

⑹地区大会予定変更の確認
コロナ禍での会場開催を見合わせ完全リモート開

掲

示

編集後記

る。（ホテルのリアル例会はありません。両日共に 12：30～開始です）
9/9 分
https://zoom.us/j/91889551807?pwd=QTEwNTRlZ2xkaGNScmNIN2FxeFA5
Zz09
ミーティング ID: 918 8955 1807
パスコード: 963103

板

９月行事予定
❖９月９日（木）
創立35周年記念例会
ZOOM例会を開催
←９／７（火）例会の変更
❖９月14日（火） 13：45 ～
第３回理事役員会

①９／９ 創立３５周年記念例会と９／１４例会は ZOOM によるウェブ例会とす

（既連絡済）
9/14 分
https://zoom.us/j/93728197523?pwd=ZUEzNjNQT0ZpUkcvdUYra1JUckd4d
z09
ミーティング ID: 937 2819 7523 パスコード: 261099
（後日再案内致します）
③９／２１は予定通り休会。９／２８以降の例会については後日案内する。

ANAホテル３F

④９月も全員出席扱いとする。
⑤9 月プログラム
９／９ 「創立３５周年記念事業について」
９／１４ 「会報資料委員会の活動について」 大山修司 会報資料委員長

ANAホテル

９／２８ 「SDGｓとロータリー」 山下哲夫会員 （予定）

2021年９月28日発行

８月初旬は感染状況も落ち着きをみせ、会員が集う形式の例会を開くこと
発 行 広島西南ロータリークラブ
ができましたが、中ごろから第五波とみられる感染拡大により緊急事態宣言
［幹 事］桒田 博正
が発令され、またもやZoomによる例会とせざるを得ない状況となりました。 ［会 長］ 根石 英行
このような状況の中、当クラブ35周年記念事業として、宮島学園に楽器や着 ［事務所］ 広島市中区基町6-78
ぐるみ等が寄贈され、その写真を本会報に掲載することができました。子供
リーガロイヤルホテル13F
たちの笑顔を目にするに、一層事業の大切さを実感しますね。
TEL 082-221-4894 FAX 082-221-4870
事業を行うためにも、一日も早いコロナ禍の終息を願うばかりです。
編 集 会報資料委員会

（大山 修司）

1256号 13

35周年記念事業贈呈式

