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拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素よりロータリー活動にご尽力賜り、厚

くお礼申し上げます。 

さて、昨日のガバナー公式訪問に際しましては、会長 根石 英行様、幹事 桒田 博正様をはじ

め、皆様の行き届いたお心遣いにより、大変充実した公式訪問となりましたことを心より感謝申

し上げます。 

フォーラムにおきましても、貴クラブの特色ある奉仕活動やこれからのロータリーに対する取

り組みなど有意義な討議が行われ、地区としても得る物が多く大変感銘を受けた次第です。 

今後は貴クラブ発展のために御尽力いただきますと共に、第2710 地区に対しましてもご指導ご

協力賜りますようお願い申し上げ、貴クラブ関係各位の皆様のご活躍を祈念いたしまして、お礼

のご挨拶にかえさせていただきます。 
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第1633回例会　11月2日  
皆さん、今日は。本日は、橋本会員のご紹介により

広島経済大学教授の溝下博先生にデジタルトランス
フォーメーションについてお話ししていただきます。
最近よく目にして、ついて行かなければならないが、
なかなか理解できないDXについて知りたいと思いま
す。溝下先生よろしくお願いいたします。

さて、心が痛い、という言い方があります。痛みは
脳に生命に対する危険信号として伝わって、脳のセン
サーが発動すると、脳は危機対応モードになるそうで
す。そして体の痛みも心の痛みも、情報が伝わる脳の
場所は同じ場所であり、脳は同じ処理をします。脳科
学におけるコンピューターゲームを使った実験による
と、脳画像撮影装置に入った被験者がゲームのキャッ
チボールをしている途中で突然仲間外れにされると、
脳の身体的痛みを感じる部分が同じように反応し、さ
らに、被験者に「つまらない」などの否定的な言葉を
投げかけると、同じ部分に反応が現れる、ということ
です。自尊心を傷つけられるような態度に遭うと、脳
は体の痛みと同じような反応をしていることが裏付け
られたものです。心の痛みは脳に伝わっているので
す。ただ、心の痛みは、それこそ気の持ちようで変わ
ります。学校で先生から体罰を受けることは、自尊心
を破壊する行為で今では絶対に許されません。しかし、
昭和の時代、みんな同じように教師から叩かれていた、
ということであれば、自尊心がひどく傷つくことはあ
りませんでした。脳が危険を感じる程度は低かったと
言えます。今闘病中であると聞きますが、アントニオ
猪木さんの「ビンタ」、気合を入れてもらうため、ファ
ンは嬉々として殴られます。本当に当たっているかは
わかりませんが、当たったとしても、自尊心が傷つく
ことはありません。時には体の痛みも感じないでしょ
う。このように気の持ちようで、心の痛みは変わって
くるのです。何が心の痛みになるのかについては、時
代、場所、状況によって、また、その人毎に異なるも
のです。

さて、職場において、心に痛みを生じさせる行為と
しては、パワーハラスメントがあります。パワーハラ
スメントについては、中小企業事業者においても、令
和４年４月１日から防止措置をとることが義務となり
ます。具体的には、事業主がパワハラ防止のための方
針を定め従業員に周知を図ること、パワハラの相談窓
口を整備すること、パワハラが起きたら事実確認を早
期に行い、関係者に対して適正な措置をとること、パ
ワハラの申告に対して不利益な扱いをしないこと、な
どが義務として求められます。

パワーハラスメントの定義は、「職場において行わ
れる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③従業
員の就業環境が害されるもの」とされています。従業
員に対する注意指導に対して、パワハラであるとの申
し出がなされることがありますが、業務上必要かつ相
当な行為はパワハラとは言えず、当然に注意指導を行
うことができます。従業員の職場環境が害されたと言
えるかどうかについては、従業員が身体的又は精神的
に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったた
めに能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、当該従
業員が就業する上で看過できない程度の支障が生じる
ことを指し、この判断に当たっては「平均的な労働者
の感じ方」、すなわち「同様の状況で同じ言動を受け
た場合に、社会一般の労働者が就業する上で看過でき
ない程度の支障が生じたと感じるような言動であるか
どうか」を基準とすることが適当である、とされてい
ます。ややこしいですが、要するにその従業員がパワ
ハラだと思ったらパワハラになるわけではなく、他の
従業員も同じことをされたらみんなダメージを受ける
はず、と言える程度のものがパワハラになるのです。
注意していただかなければならないのは、反抗的な態
度できつく言っても効き目がなく精神的なダメージは
明らかに受けていない、心の痛みは感じていない、と
いう従業員であっても、それを普通の従業員の前で
言ったら、あるいはそれをやったら一発アウトだろう、
というようなことを言ったりやったりしたら、やっぱ
りパワハラでアウトになります。こいつは打たれ強い
からこのくらいいいだろう、は許されません。

それではその従業員が精神的にみて、平均より弱
かったらどうかということになると、平均的な言動で
精神的に参ったとしても、それはパワハラには該当し
ません。しかし、パワハラでないとしても、会社の注
意指導によって精神的に変調を来した、ということに
なると、使用者として従業員の安全を配慮すべき義務
に違反していないかという別な問題が生じます。会社
がその従業員の精神的な脆弱性を知っていた場合、そ
の弱さに合わせた対応をすべきでなかったのか、とい
うことになります。精神的不調で会社を休んだことが
あったり、かつて会社の指導でトラブルが生じたこと
があったりした従業員に対しては、平均的な指導の手
法を取っていれば万全だ、ということにはなりませ
ん。やはり、従業員ごとに心の痛みについての強さ弱
さを考えながら、能力、性格に応じきめ細かく対応す
ることが必要です。

あたり前の話ですが、人を見て法を説くことが、パ
ワハラの誹りを受けないためには必要と言えます。

これで会長時間を終わります。

第1634回例会　11月9日  
皆さん、今日は。
本日は、温泉川ガバナー補佐、大井ガバナー補佐随

行幹事、米山奨学生の楊さんにおいでいただいており
ます。皆さん、ようこそお越し下さいました。

11月25日には、広島西ロータリークラブ、広島廿日
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市ロータリークラブ、当クラブ合同でのガバナー訪問
例会がございます。後ほどガバナー公式フォーラムに
向けて、クラブ協議会にて当クラブの取り組みなどの
お話をさせていただきますので、温泉川ガバナー補佐
よろしくお願いいたします。

さて、11月はロータリー財団月間です。世界でロー
タリアンが人道援助などの奉仕活動を行うための財源
がロータリー財団です。ロータリー財団の資金は、ポ
リオ根絶のためにも使用されています。インドでポリ
オワクチン投与のボランティア活動に参加された日本
のロータリアンのお話が、ロータリーの友11月号の横
組みの記事で取り上げられています。参加された皆さ
んは素晴らしい体験談を直接語っておられます。財団
と言えば集めるばかりで、財団の資金を利用した具体
的な援助活動については正直縁遠い印象があります
が、後ほど岡本財団委員長に財団についての卓話をい
ただいて、皆さんが財団の活動を少しでも身近に感じ
られるようになればと思います。岡本委員長よろしく
お願いいたします。

シェカール・メータ国際ロータリー会長の今年度の
テーマの一つは、ロータリー奉仕デーの開催です。こ
れは複数のクラブが、ロータリアン以外の市民と協力
して奉仕活動を行うというものです。当クラブとして
は、広島西クラブ、広島南ロータリークラブ、広島廿
日市ロータリークラブと協力して、来年２月23日に宮
島で植樹や清掃などの奉仕活動を行うことを予定して
います。この活動につきましては、具体的な内容が固
まりましたら皆様に改めてご案内をさせていただきま
すので、ご参加をよろしくお願いいたします。

さらに、このたび福山丸之内ロータリークラブが広
島市内で奉仕活動を計画しており、これをロータリー
奉仕デーの行事とするため在広クラブの協力を求めて
おられるというお話が杉川ガバナーを介してございま
した。福山丸之内ロータリークラブでは、広島市中区
吉島にある更生保護施設ウィズ広島に地区補助金事業
による支援活動をされており、同施設の関係者、利用
者の方々と協力して同施設の周りの清掃活動を行うこ
とを11月30日午前10時から１時間程度の予定で計画さ
れております。

更生保護施設というのは、刑務所から出てきたばか
りの方が生活し、社会復帰の架け橋となる施設です。
法務省の2020年版の犯罪白書によりますと、検挙者に
占める再犯者の割合は48.8％、約５割で、出所後の支
援体制の拡充が喫緊の社会的な課題であると言われて
います。刑を務め終えても、頼れる家族もなくなった
受刑者も多く、受刑者の再犯率を下げるためにも社会
復帰を後押しする更生保護施設の役割は極めて重要で
す。

そのような施設の運営にはもちろんご近所の理解が
必要であり、ご近所の清掃活動も社会的に意義のある
重要な活動と言えます。11月30日は火曜日ですが、25
日のガバナー訪問のための例会変更によりまして、当
日当クラブは休会となっております。平日の午前中で

ありまして申し訳ございませんが、私も所用があって
参加することはできませんが、ご参加いただけます会
員がおられましたら、ぜひともロータリー奉仕デーに
ご協力をいただけ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1635回例会　11月16日  
皆さん、今日は。本日は、12月14日の年次総会のご

案内をボックスに配布いたしております。クラブ細則
３条で、総会の例会の１カ月前の例会で次年度理事役
員を指名するための指名委員会を設置し、同委員会の
指名に基づき総会で賛意を諮ることとなります。現在
の理事役員を指名委員に選任させていただきたいと存
じますがいかがでしょうか。

ご異論がないようですので、指名委員会の皆さん、
よろしくお願いいたします。

後ほど、平石会員に米山奨学金についての卓話をし
ていただきます。米山奨学会は日本のロータリー独自
の制度ですが、国際奉仕というロータリーの活動の理
念にももちろん沿うものです。奨学生のカウンセラー
をされた方はより身近に感じられるところですが、多
くの皆さんには突然寄付のお願いをされる、会費の中
から寄付金が払われている、というお金を出すばかり
の仕組みと思われているところでしょう。今日のお話
で、より米山奨学金が身近になるようにと思います。

さて、コロナでテレワークが進んでいる中で、テレ
ワークのハードルの一つとして言われていますのが、
会社における押印の習慣です。決済を行う、契約を締
結する、その際に判をつくために出社しなければなら
ないことになります。

しかし、パソコンや携帯があれば、離れていてもデー
タをやり取りして仕事の話を進めることは十分に可能
です。DXからして、ハンコがないとビジネスが先に
進まないということは、極めてアナログな時代遅れの
状況と言えます。

コンピューター内の情報のやり取りだけで契約を締
結する電子契約については、今世紀初めの2001年に電
子署名法という法律ができ、書類への署名押印という
方法に代わってコンピューター上の電子署名というシ
ステムが整えられてきておりますが、十分に活用され
ているとは言えません。

押印がテレワーク遂行の妨げになっていることを危
惧した政府は、昨年６月、内閣府、法務省、経済産業
省の連名で押印についてのＱ＆Ａを作って、押印がな
くても契約等の重要な行為ができることをわざわざ説
明しています。

その中では、契約書に押印をしなくても法律違反に
ならないか、ということについて「契約は当事者の意
思の合致により成立するものであり、書面の作成及び
その書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、
要件ではなく、契約にあたり、押印しなくても契約の
効力に影響は生じない」と宣言されています。

例えば、仕事を受けるのに口頭での受発注は日常的
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になされているところで、口約束だから契約ではない、
法的な拘束力はない、とは言えません。口約束でも契
約になります。ただ問題は、書類になっていないと契
約の細かな内容の説明が難しくなるし、それこそ言っ
た、言わない、という事態を避けるためには、双方で
確認してハンコを押して名前を書いた方がより確実で
ある、ということになるので、契約書が重要になるの
です。

もともと、契約に書類もいらないしハンコもいらな
いと今さら政府に言われても、これまで何だったんだ、
ということになりますが、実際には、ハンコを押すこ
とには法律上の効力が認められています。民事訴訟法
で、本人がハンコを押した書類は本人が作成したもの
と推定する、と定められています。書類に判が押して
あっても、本人が押したのかは直ちにはわかりませ
ん。ただこれがいわゆる実印というものであると、実
印の重要性から、実印と同じハンコの形が書類に残っ
ていると、本人が実印を押したものと推定され、本人
が印鑑を押した書類は本人が作成したものと推定され
る、ということになって、これを二重の推定と言いま
すが、この二重の推定で、実印の押してある書類は本
人が確認の上作成されたものと裁判では扱われ、証拠
としての価値が非常に高くなることになります。しか
し、これはあくまで推定、という意味であり、例えば
実印でも、本人が知らないところで家族が勝手に持ち
出して押したとか、偽造された印鑑で押されている、
という事情があれば、本人が押したという推定をひっ
くり返すことができます。法律用語で「推定する」と
いうことと「みなす」という言葉はどう違うのか、と
いうことが言われますが、「推定する」というのは反
対の証拠を出してひっくり返すことができますが、「み
なされてしまう」とひっくり返すことはできません。
先ほどの民事訴訟法の説明は、印鑑が押してあったら

「推定する」という話なので、いずれもそれをひっく
り返すことができます。実際の裁判上は推定する効果
は大きいのですが、あくまで「推定され」ているだけ
なので、ひっくり返るかもしれず、実印が押してあれ
ば絶対とか、ハンコがあればよい、という話にはなり
ません。先の政府の説明においても、「本人による押
印があったとしても万全というわけではないので、テ
レワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印
を得ることにこだわらず不要な印鑑を省略したり、重
要な文書だからハンコが必要と考える場合であって
も、押印以外の手段で代替することが有意義である」
と説明されています。

文書については、本人がそれを作成したと言えるこ
とが必要であり、そのための立証方法としては、本人
の印鑑が押してあることだけでなく、そこに至るいろ
いろなやりとりが電子メールや各種書類などの記録で
残っている、本人確認のための身分証明資料の交付を
受けておりその記録が残っている等、ハンコ以外の方
法によって文書の作成の経緯を立証することも可能な
のです。

また、コンピューター上の電子データのやりとりだ
けで契約して書類を作らない、いわゆる電子契約の場
合は、本人確認の方法として電子署名や電子認証とい
う制度が設けられており、それを活用すれば電子デー
タを本人が作成したことの証明を容易に行うことがで
きます。

電子契約というお話をいたしましたが、うちの事務
所では、今なお顧問契約や委任契約は紙に印刷してお
客様と双方で押印し、各自がリアルな契約書を保存す
るという極めてアナログな方法に頼っており、紺屋の
白袴、医者の不養生の状態です。名前を書いてハンコ
を押した書類を作るという習慣も今後変更を余儀なく
されていくところであり、電子契約についてさらに理
解を深める必要性を痛感しております。

テレワークのご参考になればと思い、テレワークの
前の時代の、ハンコを書類に押す法的な意味について
お話いたしました。会長時間を終わります。

第1636回例会　11月25日  
広島西RC会長　梶本　政明
広島西ロータリークラブ会長を務めさせていただい

ております梶本です。
本日は、３ロータリークラブ合同ガバナー公式訪問

例会です。本日の出席者は119名で非常に多いですが、
東京RCの会員数は、何と330名もいらっしゃるんです
ね ? ! 驚くべき人数です。

設営に当たりまして、広島西南RCの皆様には大変
お世話になりありがとうございました。今回初めて、
イレギュラーではありますが３クラブが集まっての例
会となります。ゴルフ同好会の方は１年に１度、３ロー
タリークラブ合同懇親ゴルフでご一緒しますが、他ク
ラブのメンバーの方と会話をする機会があまりありま
せんので、是非ともこのような場で交友を深め、色々
と情報交換をしたいと思っております。

さて、シェカール・メータRI会長の要望に沿って、
2022年２月23日に広島南RCを加え、SDGsに沿った「環
境」をテーマにした社会奉仕活動「ロータリー奉仕
デー」in宮島を４ロータリークラブ合同で開催いたし
ます。この奉仕活動に賛同していただきましたことに
感謝申し上げます。４ロータリークラブで力を合わせ、
インパクトのある奉仕活動にしたいと思っております
ので、皆様方のご理解・ご協力よろしくお願い申し上
げます。

最後になりますが、杉川ガバナーにおかれましては
私と同級生で幼なじみですが、そこそこのお歳なので
くれぐれもお体にご留意され、残り７ヶ月のガバナー
役職を完走していただければと願っております。

また皆様におかれましては、新型コロナウイルス感
染症が今は落ち着いていますが、まだ収束したわけで
はありません。お体に気をつけられ、様々な活動にご
尽力していただければと思います。本日は、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

ありがとうございました。
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例　会　記　録 月25日（木）は広島西RC・広島廿日市RCとの合同公
式訪問例会。例会・クラブフォーラムとも多数の会員
の出席を要請（受付の出欠表に回答のこと。11月30日

（火）例会の振替）。／例会終了後、理事役員会開催。
出席報告
　会員数 71名　出　席 54名（うちZoom出席８名）
　　　　 　　　欠　席 17名　来　賓  1名
　　　　 　　　来　客  0名
プログラム
　外部講師卓話
　「DX って何？」
　広島経済大学教授　　溝下　博　様　

第1633回例会� 11月２日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル広島

国歌　われらの生業
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・ガバナー月信配布の案内。／ 11

月９日（火）にガバナー補佐を迎えて第２回クラブ協
議会開催。出欠未回答者は受付で回答のこと。／ 11
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第1634回例会� 11月９日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル広島

奉仕の理想
四つのテスト唱和
温泉川ガバナー補佐ご挨拶
ご結婚記念月記念品贈呈
　大山修司会員
　みなさん、こんにちは。
　11月に結婚記念日を迎えられた方々を代表しまし
て、本日は私がお話しさせていただきます。
　私が結婚したのは2002年、31歳の時です。結婚して
もう19年も経ったのかぁと、今日改めて数えて感慨深
く思います。
　北米には17年地中で幼虫の時期を過ごすセミがいる
らしく今年一斉に地中から出てきたそうです。私は、
27歳の時に初めて女性とお付き合いをし、結婚したの
が今のかみさんでございます。
　地中生活では、セミに勝ちました。
　セミ以上地中での生活を耐え忍んでまいりましたの
で、これからはしぶとく木にしがみついて夫婦生活を
送っていきたいと思っております。
　今日は、このように、結婚記念月を皆様にお祝い頂
き感謝しております。
　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＝112円→114

円、11月から）。／ 11月25日（木）の３RC合同ガバ
ナー公式訪問の案内を回覧。未回答者は必ず回答の
こと（合同例会のため、回答を基に親睦家族活動委
員会で席決め）。／ 11月30日（火）10：00より開催
の福山丸之内RCとのロータリー奉仕デーの案内配
布の案内（杉川ガバナーを通じて、先方クラブが支
援するウィズ広島の近隣清掃活動への協力要請）。
出席可能な会員は事務局迄連絡のこと。／例会終了
後、クラブ協議会開催。

スマイルボックス
　湯泉川梅代　ガバナー補佐、杉川聡　会員、
　熊本卓司　会員
出席報告
　会員数 71名 出　席 53名（うちZoom出席  9名）
　　　　 　　　欠　席 18名　ご来客  0名
　　　　　　　 ご来賓  2名　ゲスト  1名
プログラム
　会員卓話
　「ロータリー財団について」
　岡本俊雄　ロータリー財団委員長
　1917年、当時のロータリー会長アーチ・クランフは、

「世界で良いことをする」ための基金というアイデア
を発表し、この構想を土台として今日のロータリー財
団が創設されました。ロータリー財団へのご寄付は、
支援を必要とする地域社会に持続可能な変化をもたら

すプロジェクトのために活用されています。財団への
寄付金を資金とするプログラムは次の４つとなってい
ます。
　１、地区補助金
　２、グローバル補助金
　３、ポリオプラス
　４、ロータリー平和センター
又、ロータリーの重点分野の活動としては
　①　平和構築と紛争予防
　②　疾病予防と治療
　③　水と衛生
　④　母子の健康
　⑤　基本的教育と識字率向上
　⑥　地域社会の経済発展
　○環境
に取り組んでいます。
　「ロータリー財団の活動」動画を用意していますの
で、ご覧になりまして、ご理解とご支援の程、宜しく
お願い致します。

（動画－22分）
　今年度も会員の皆さんに下記のお願いを推進してお
ります。
　・ポリオプラスへの支援：35＄／人
　・年次基金への寄付：150＄以上／人
　・ 恒久基金への寄付（べネファクター）：クラブ会

長にお願い
　PHF（ポールハリスフェロー）及びMPHF（マルチ
プルポールハリスフェロー）への寄付者：
　年次基金等累計1000＄毎
　ロータリーが世界中で行っている奉仕活動の為の必
要な資金を集めるのがロータリー財団の使命です。こ
れかもご支援、ご協力宜しくお願い致します。これで
本日の卓話と致します。

第1635回例会� 11月16日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル広島

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間
幹事報告
　 12月14日（火）年次総会案内・11月30日（火）夜開

催の職業奉仕委員会GM案内・来年２月27日（日）
開催のＧ６・７合同インターシティ・ミーティング
予告案内・会員手帳追加シール配布の案内。／地区
大会で講演された尾木ママの書籍をクラブで準備。
本日出席会員のうち希望者に１冊ずつ配布の案内。
／次週は祝日で休会。次回例会は11月25日（木）３
RC合同公式訪問例会。間違えのないよう来会のこ
と（11月30日（火）例会の変更）。今回は当クラブ
が合同例会のホストクラブ、各委員会で当日対応の
こと。入会３年未満の会員はクラブ協議会・クラブ
フォーラムの出席義務者。多数の会員の出席を要請。

出席報告
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　会員数 71名　出　席 53名（うちZoom出席７名）
　　　　 　　　欠　席 18名　ご来客  0名
プログラム
　会員卓話
　「ロータリー米山記念奨学会について」
　平石雅史　米山奨学委員長

第1636回例会� 11月25日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル広島

ガバナー公式訪問例会

それでこそロータリー
会長時間
　西RC　梶本政明　会長
幹事報告
　 11月30日（火）10：00 ～ウィズ広島にて福山丸之

内RCとのロータリー奉仕デー清掃活動。参加者は
直接参集のこと。／次回例会は12月７日（火）（11
月30日（火）は例会なし）。／例会終了後、フォー
ラム開催（全会員対象）。

スマイルボックス
　杉川聡　ガバナー
出席報告
　会員数 71名 出　席 45名（うちZoom出席６名）
　　　　 　　　欠　席 26名
プログラム
　ガバナー卓話
　RI第2710地区　杉川聡　ガバナー

皆さんこんにちは。ガバナーの杉川でございます。
広島西南ロータリークラブに所属しております。これ
よりガバナー公式訪問卓話を始めさせて頂きます。何
卒、宜しくお願い申し上げます。

まず最初に、簡単に自己紹介をさせて頂きます。
1957年に広島市内で生まれ、現在63歳でございます。
大学卒業後、金融機関を経て、義父の経営する不動産
管理会社に入社し、現在は、不動産事業以外に、福祉
事業・フード事業を中四国で展開させて頂いておりま
す。ロータリーには1997年に入会せて頂き、幹事、会
長を経て、今回ガバナーに就任させて頂きました。ロー
タリーに入って一番驚いたのが「職業奉仕」という理
念で有ります。他の団体には無い概念で、高い倫理観
を持って自らの仕事に専念することが地域社会の発展
に繋がって行くと強く信じ、仕事にもロータリー活動
にも邁進しております。10年ほど前から、不動産の再
生事業に携わるようになりました。このきっかけはや
はりロータリーの職業奉仕理念で有ったように思いま
す。再生事業はその地域社会の皆様にとっては掛け替
えないもので有り、その事業を推進することが地域社
会の発展に繋がり、ひいては弊社の発展にも繋がって
おります。ロータリーに入会し色々な経験をさせて頂
いた事が、弊社の事業にも大変役立っており、「職業
奉仕」の理念の大切さを痛感しておる所でございま
す。私より、ロータリー歴の長い先輩たちが沢山いらっ
しゃいます中で、大変僭越ではございますが、コロナ
禍のガバナーとして、皆様の先頭に立ち頑張って参り
ます。何卒宜しくお願い致します。

それでは、シェカール・メータRI会長の運営方針に
付いて説明をさせて頂きたいと思います。シェカー
ル・メータ会長は、インドのカルカッタのご出身で、

2021年9月公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

ロータリー
記念

奨 学 事 業

外国人留学生への奨学金

• 日本のロータリー の事業
（日本全国34地区の合同活動）
• 日本で学ぶ の支援
（公益財団法人を設立し運営）
•
で交流を重視

米山奨学事業の概要

国際ロータリーと米山

2004

2007

2014

ロータリーの として
の手続きを完了
国際ロータリーが学友の定義拡大、
米山学友も に

2002 ロータリー研究会のプログラムに

2016 ソウル国際大会で初の分科会開催

で米山記念奨学事業が
称賛される

国内最大級の奨学生数

（2021年7月現在）

人
202 1
学年度 累計

112299のの国国とと地地域域

中国

43.1%

ベトナム

13.1%

韓国

9.5%

マレーシア

4.8%

モンゴル 4.4%

台湾

インドネシア

ネパール
タイ

バングラデシュ
その他

11.5%

中国

34.6%

韓国

20.9%

台湾

16.0%

ベトナム

5.6%

マレーシア 4.6%

インドネシア
タイ

バングラデシュ
モンゴル
ネパール

その他

10.1%

91259号



カルカッタ・マハナガルRCに所属されておられま
す。仕事は、会計士をされており、自身が設立された
不動産開発会社「Skyline Group」の会長を務められ、
カナダを本拠とする「Operation Eyesight Universal　

（India）」のディレクターも勤められています。
会長テーマは、「Serve to Change Lives」和訳は、「奉

仕しよう　みんなの人生を豊かにするために。」でご
ざいます。メータRI会長は、ロータリークラブに入会
された際に訪れた僻地での奉仕活動により、奉仕の必
要性について目覚められ、人のために世話をし、奉仕
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なく、自分の人生を豊かに出来る
のだから。と感じられ、ロータリー活動に、のめり込
んで行かれたようでございます。

シェカール・メータ会長は年次目標として次の３点
を掲げられました。

一つ目は、「2022年７月１日までに会員数130万人を
目指します。」で有ります。次は、「ロータリー奉仕デー」
の開催で有ります。最後は、女子のエンパワメントに
力を注ぎ、教育、リソース、奉仕、機会など、未来の
女性リーダー成功に必要な手段を与えて下さい。と、
おっしゃられています。ここで言う「女子のエンパワ
メント」は女性の活躍の場を増やしていくと解釈頂け
ればと思います。女性会員を増やしていく。女性の役
員を増やしていく。そこに力を注いで下さい。この３
つ目標をメータRI会長は強く発信されました。是非と
も、各クラブにおかれましては、この目標達成のため、
全力で対応願いたいと思っております。

次に、メータRI会長の目標を受けての、私のガバナー
信条を説明させて頂きます。

ガバナー信条は、
　 「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！！～
と、させて頂きました。
ここに至る経緯を説明させて頂きます。15年ほど前

に、ロータリーの先輩から連絡を頂き、先輩の作られ
た「お好み焼き店」に伺わせて頂きました。細かい説
明は受けずに、お好み焼きを食べさせて頂き、店を出
てから、開業に至った経緯をお聞き致しました。その
時はちょうど20歳くらいで有ったと思いますが、先輩
のお嬢さんが障がいを持たれていて、特別支援学校を
卒業後、障がい者施設に入所されており、その施設が
運営をしているお好み屋さんで有ると言う事でした。

「娘は、小さい時からずっと謝ってばかりだった。友
達に知り合いに一生懸命付いて行こうとするのだが、
どうしても上手くいかず、いつもごめんなさい。ごめ
んなさい。と謝ってばかりだった。親として、我が子
に【働く楽しさ、生きて行く喜び】を是非体感しても
らいたいと思っていた。それを知らずに生きて行くの
は余りにも可哀そうだと思った。そこで、この店を作っ
たのです。ここで働くようになったら、お客様から有
難うって初めて言われたんですよ。生まれて初めて、

他人から存在を認められたんですよ。その気持ち分か
りますか？」って言われました。とてもショックを受
けました。この先輩は、お好み焼の関連の仕事をされ
ていましたので、障がいを持っていた人でも使いやす
いように店づくりにも工夫されておられました。お客
様から、「美味しかったよ」「ありがとう」と言われた
時の、お嬢さんの笑顔を今でも覚えております。

この時に先輩から、障がいを持っていても、その障
がいに合わせた仕事を作って行くことが出来れば、充
分一人前の仕事が出来るのだと教わりました。大変恥
ずかしい話ですが、この話を聞くまでは、障がいを持っ
た人に、健常者と同様の仕事を担当して貰うのは無理
だと思っていました。しかし、現在、弊社で働いてく
れている多くの障がいを持った社員は、健常者とほぼ
同じレベルで働いてくれています。この時は、障がい
者に対する知識が無かったことを恥じました。そして、
多様性を受け入れ、相互理解を深めて行く必要性をこ
の時に強く感じたところでございます。そこで、「多
様性を受け入れ、相互理解を深めよう。」をガバナー
信条とし、一年間各クラブの皆様にお話をさせて頂こ
うと思っていた所に、今回のコロナ禍が発生を致しま
した。世界から、人種差別的な報道なども聞こえて来
るようになりました。地区の皆様にお伝えして行くに
は、もう少し大きなテーマが必要だと思い、「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」
をガバナー信条とさせて頂きました。４つのテストか
らの引用ですが、「今のみんなのためになるかどうか。
未来のみんなのためになるかどうか」と読んで頂きた
いと思います。SDGsが当たり前のような社会になっ
て来ました。これからのロータリー活動は、未来を見
据えた活動が必要なのだと思います。今年度は、各ク
ラブで、その地域に必要とされる未来のためになると
思われる奉仕活動を是非とも実施して頂きたいと思い
ます。宜しくお願い致します。

それでは、今年度の重点運営方針を説明させて頂き
ます。

まず、地区はクラブの活動を支えて行くのが役割で
すから、クラブ運営の積極的支援をさせて頂きます。
次に、会員基盤の強化をお願い致します。また、クラ
ブのDX（デジタルトランスフォーメーション）の推
進支援もさせて頂きます。ZOOMなどのツールを活用
し、例会や会議などの対応力強化して下さい。メータ
RI会長の最大の事業で有ります「ロータリー奉仕デー」
の推進支援を致します。ロータリークラブとローター
アクトクラブ間の協力も増やして下さい。そして、最
後にダイバーシティ理解を深める卓話を実施して頂け
ればと思います。宜しくお願い致します。

2020年１月に横浜で初めて発生した新型コロナウイ
ルスですが、１年半以上経ちましたが、まだ、ワクチ
ン接種が遅れていますので、まだまだ予断を許さない
状況が続いております。ロータリー活動を展開して行
くには大変窮屈な状況では有りますが、その中で、ロー
タリーとして出来ることを確実に実行して参りましょ
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����� 2021年11月 杉川ガバナー公式訪問記録 �����
公式訪問日 クラブ名 例会時間 会長・幹事

懇談会 フォーラム 会場 地区随行

11月２日（火）広島安芸 12：30～13：30 11：30～12：00 13：40～15：10 ホテルグランヴィア広島 岡本俊雄

11月９日（火） 萩東 12：30～13：30
オンライン 中止 13：40～15：10

オンライン 高大 寺本真司

11月11日（木） 広島空港
竹原 合同 12：30～13：30 11：30～12：00 13：40～15：10 ホテル大広苑 佐々木宏

11月12日（金） 福山北
福山西 合同 12：30～13：30 11：00～12：00 13：40～15：10 福山ニューキャッスルホテル 佐々木宏

11月15日（月）三次中央 12：30～13：30 11：30～12：20 13：40～15：00 三次グランドホテル 遠崎秀一

11月16日（火） 大竹 12：30～13：30 11：30～12：00 13：40～15：10 大竹商工会議所 三宅陽一郎

11月18日（木） 呉 12：30～13：30 12：00～12：25 13：40～15：10 呉阪急ホテル 佐々木宏

11月19日（金） 尾道
尾道東 合同 12：30～13：30 11：30～12：00 13：30～15：00 尾道国際ホテル 佐々木宏

11月25日（木）
広島西

広島西南
広島廿日市

合同 12：30～13：30 11：30～12：00 13：40～15：10 ANA クラウンプラザホテル 佐々木宏

三次中央RC公式訪問の様子（11月15日）

11月９日
温泉川梅代ガバナー補佐　2710地区Ｇ７ガバナー補佐の温泉川です。来年２月27日Ｇ６・７合同IMへのご参加をよ
ろしくお願いします。
杉川　　聡会員　10／26にドイツにいる長女に２人目の女の子が生まれました。ガバナー公式訪問で例会に出席して
いませんが慶事ですのでスマイルさせて頂きます。宜しくお願い致します。
熊本　卓司会員　先週11／５（金）、早朝から夕方まで３局のテレビ放送があり、また宣伝させて頂きました。１日
に同じ企業が別々案件で放送される事は、事件、事故以外になく広島または全国でも例がないと思います。これも皆
さまのおかげです。いつもありがとうございます。

スマイルボックス

う。コロナだから中止にしよう。コロナだから縮小し
ようばかりでは、大変残念です。コロナ禍でもこれだ
けの事を社会に対してやって来たのだと胸を張って言
えるように、前だけを向いて頑張って参りましょう。
あの一年はコロナ禍で大変だったけど、コロナ禍だか

ら体験出来た事が沢山有って、あれはあれで記憶に
残って良かったじゃ無いかって、来年の年度が終わる
ときは笑って話し合える事を願いながら、私からの
メッセージとさせて頂きます。前だけを向いて、頑張っ
て参りましょう。宜しくお願い致します。

111259号



2021-22年度 地区ワークショップ　11月23日（祝・火）

廿日市善行表彰式　11月26日（金）　廿日市市役所

ロータリー奉仕デイ　11月30日（火）　ウィズ広島

ロータリー財団月間12 2021年 11月



職業奉仕委員会GM　11月30日（火）

131259号



11月中旬に仕事で宮島に行きました。９月下旬に訪れた折は、人口密度よりもシカ密度の方が高く感じま
したが、ようやく活気を取り戻しつつある光景に触れ、嬉しく思いました。人が集い、にぎわう光景を目に
しなかった期間は、なんとなくどんよりとした心持を感じていました。こうしてにぎわう光景を目にして、
改めて人が集い、楽しそうな声が聞かれると、心が色を取り戻すものですね。

個人的に外食でカレーは食べないと決めておりました。なぜなら、ご飯とともに同じお皿にて提供され
てくるため、飲み物のごとく平らげて満足感をいだけないからです。
しかし、こちら荒谷商店さんのカレーは、全く別物です。食べた後幸福感で満たされます。
こちらの店主は、札幌でスノーボードをする傍ら、スープカリー屋でバイトをしていたそう。さんざん
札幌を満喫して、東広島でこのお店を出されたのだと（店主と友人がゴルフ仲間ということで、友人から
仕入れた情報です）。
メニューは数種類ありますが、オススメは、「牛すじ煮込みのカリー」と「豚しゃぶとジューシー大根の
カリー」です。このカレーの主役を張るのは、野菜です。野菜一つ一つがその素材の美味しさの最も活き
る調理法で調理され、カレーを彩ります。牛すじや豚バラ肉のうまみと和風だしの効いたカレーは、最高
の調理法で調理された野菜と共に口に運ぶと、、、至福です。固めに炊かれたターメリックライスとも相性
抜群です。

【東広島　札幌スープカリー荒谷商店】

委員会コラム

ロータリー財団月間14 2021年 11月

11月の会員記念日

橋本　幸範 ２日
深谷　泰之 10日
稲田　健二 10日
佐藤暖以子 13日
三宅陽一郎 14日
岡本　泰明 29日

会員誕生日 パートナー誕生日
佐々木宏夫人　伸 子様　20日
曽里　裕夫人　麻 美様　23日

創　業　月
藤井　良造　三井不動産リアルティ中国㈱ H４年
深谷　泰之　㈱中広商事 H12年
岩田　洋子　㈱洋 H28年
杉本　清英　㈱ARCON H２年
徳納　武使　福徳技研㈱ S41年

入　会　月
岩田　智博 H21年
伊藤　英彦 H25年
三宅陽一郎 H26年

漆原　健夫 H28年
李　　志翔 R２年

結婚記念日
村尾　博司 １日
三宅陽一郎 ２日
佐々木信幸 ３日
岡本　俊雄 ３日
折本　　緑 18日

佐藤　克則 18日
石井　和彦 20日
山下　哲夫 21日
大江かおり 22日
長野　　宏 22日

谷口　公啓 22日
宮本　　昇 22日
大山　修司 24日



に一任する事を承認。
　⑻ 12月プログラムについて
　　 12／７山崎隆三氏12／14平岩会員各卓話12／21ク

リスマス夜間例会。
　⑼ 12／21クリスマス家族例会について
　　 感染状況を鑑みて通常通りの開催を予定、余興に

於いてはクラブ内にて行う。
　⑽ 10月度会計報告
　　 未収会費１件、コロナにて経費が使われていな

い：萬歳会計
　⑾ 各理事役員報告
　　 新入会員オリエンテーションを行った：漆原理

事、10年会の今後の活動についての意見交換を
行った。

　⑿ その他
　　・ 旧式パソコンをスマイル委員会に託し販売処分

することを承認。
　　・ 11／30　10：00～30分程度、福山丸之内RCと

吉島の厚生施設「ウィズ広島」の近隣清掃活動
に参加する事を承認。（メークアップ対象事業）

　　・ 事務局の定年後の一年更新、同条件での再雇用
を承認。

　　・ 就業規則改訂案は会長、幹事、副会長にて次回
理事会役員会に提示予定。

　　・ コロナも落ち着いたので、事業実施に向け、
GM等開催を進めることを確認。

次回開催日
　第６回理事役員会　令和３年12月７日（火）13：45 ～
閉会挨拶　佐藤副会長

日　時：2021年11月２日　13：45 ～
場　所：ANAクラウンプラザホテル４F
出席者：根石、桒田、佐藤（克）、折本、藤田、漆原、
　　　　白築、井上、萬歳、山國、河原

根石会長挨拶
議事
　⑴ 10／28合同幹事会、合同事務局運営委員会報告
　　 議事録内容を確認、他クラブのメークアップ希望

者には署名及び食事希望共に柔軟に対応すること
を承認。在広クラブとの足並は12月合同幹事会に
て調整

　⑵ グループ６・７合同インターシティ ･ミーティン
グへの全員登録

　　 22年２／27ANAクラウンプラザホテルにて開催、
西南RCは全員登録を承認。

　⑶ 萬歳会員出席規定免除申請について
　　 西南RC定款10条第５節⒝に基づき出席免除を承

認。
　⑷ 11／９クラブ協議会と11／25クラブフォーラムを

メークアップ対象に承認された。
　⑸11／９クラブ協議会（発表資料）について
　　 DX対応の参加者の数を把握し発表資料を作成す

る：折本理事
　⑹ 11／25ガバナー公式訪問合同例会について
　　 資料にて会場を確認、指定席にて他クラブとの交

流を促進する。
　⑺ 「ロータリー奉仕デー」IN宮島について
　　 22年２／23のスケジュールを確認、我がクラブは

清掃活動に参加をする。
　　 予算案については他クラブと継続審理、会長幹事

2021-20222021-2022年度　第５回理事・役員会　議事録年度　第５回理事・役員会　議事録

掲　示　板

12月行事予定
❖ 12月７日（火）　13：45 ～
　第６回理事役員会
❖ 12月21日（火）　18：30 ～
　クリスマス家族例会（夜間）
❖ 12月28日（木）　休会

DONATION
11 月 年度累計

ス マ イ ル 70,000 円 251,000 円
100万ドル 46,201 円 219,209 円
善 意 の 箱 9,459 円 27,542 円

151259号

発　行 	 広島西南ロータリークラブ
［会　長］	 根石	英行　　［幹　事］桒田	博正
［事務所］	 広島市中区基町６-78
	 リーガロイヤルホテル13Ｆ
	 ＴＥＬ 082-221-4894 ＦＡＸ 082-221-4870
編　集 	 会報資料委員会

2021年12月21日発行
　広島西・広島西南・広島廿日市合同の杉川ガバナー公式訪問例会が11月25
日盛大に執り行われ、ガバナーの公式訪問もこの後残すところ１か所となり
ました。杉川ガバナーそして佐々木随行幹事におかれましては、大変お疲れ
さまでございました。合同例会は、コロナ禍でほとんど活動できていない入
会から日の浅い私にとって、ロータリークラブのマンパワーを体感する機会
となりました。やはりロータリーは例会に参加してこそ！これからコロナ禍
収束が進み、リアル例会が行われることを願うと共に、より積極的に例会に
参加しようと強く思う次第です。 （大山　修司）

編集後記



広島西南ロータリークラブ
2021-2022 年度　第２回クラブ協議会

（温泉川ガバナー補佐をお迎えして）

日時　2021年11月９日（火）13：40～15：10
場所　ANAクラウンプラザホテル３F「オーキッド」


