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点字グループ「つぼみ」様 点字カレンダー贈呈式 12月14日

　本日は点字カレンダーを寄贈頂き、本当に有難うございます。

　このカレンダーは、2009年から長きに渡り、助成を頂いており本当に有り難いことです。

　毎年、カレンダーを楽しみに待っていらっしゃる方々に、こうしてカレンダーをお届け出来ることは、皆様

の変わらぬご支援の賜物です。感謝致しております。

　私達は、社協の１室をお借りして、月４回の例会と、点字印刷室で印刷をして点訳物を送っています。

　点訳やデータ作りは、各自、自宅での作業です。

　昨年同様、今年もコロナ感染症の猛威が続きました。

　３密を避ける為に、会員23名ですが２グループに分けての例会にしました。印刷は例会日に印刷していま

したが、今は、週２～３回に分散してやっています。しかし今年は、社協が５月～６月の中旬、８月～10月

末まで休館となり、部屋や印刷室の使用が出来なくて、例会を開くことが出来ず、点訳物も発送出来ませんで

した。ユーザーさんは外出も出来ない、点訳物も届かないなど寂しい生活だったのではと思います。

　10月に入り、２～３人で印刷だけの許可を貰い、やっと点訳物の発送が出来る様になりました。ずっと活

動の中止が続く中、カレンダーの作成は？と不安でしたが、連絡を取り合いながら分配して、自宅で点字をコ

ツコツと打って、完成しましたので、今年は思い出に残るカレンダー作りになりました。

　そんなコロナ禍でしたが、お一人の方が、「ヘルパーさんの協力が得られないので、社協に行けない状況です。

一人でも外出出来るよう、杜協の１階、５階、６階の触地図（見取り図です）が欲しい」との依頼があり、作っ

てみました。とても喜ばれました。「本当は30年位前から欲しかったのよ」と言われ、そういう要望や想いを

くみ取れていなかったのだと大いにと反省させられました。

　外出はヘルパーさんとされておられますが、自

宅周辺や道すがら、どんな物やどんなお店などが

あるのか全然分からないとのことです。「自宅周辺

の触地図があれば散策出来るし、情報も広がるの

で地図が欲しい。出来れば一緒に作りたい」と申

し出があったので、これから取り掛かる予定です。

　最後になりますが、2016年に寄贈して頂いた、

図書「ズッコケシリーズ」の点訳は、今年50冊の

完了を目指しましたが、残念ながらあと４～５冊

残ってしまいました。完了すれば、著者の那須　

正幹（まさもと）さんに報告が出来るかなと思っ

ていましたが、那須　正幹さんの訃報に触れ、そ

れも叶わず本当に残念でした。

　寄贈して頂いた折、いろいろご尽力下さった田

中様にも良いご報告が出来なくて申し訳ありませ

ん。

　来年には完訳できるようにと思っています。

　これからも点訳活動を続けていきますので、引

き続き宜しくお願いいたします。

　本日は本当に有難うございました。
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第1637回例会　12月7日  
皆さん、今日は。本日は、山内泰幸様に卓話来賓と
してお越しいただいております。広島カープで投手と
して活躍され、野球解説でおなじみの山内様に、投手
陣を中心に今年と来年の広島カープについてのお話を
いただきます。山内様、よろしくお願いいたします。
さて、12月８日は太平洋戦争が開戦された日です。
80年前の昭和16年12月８日、日本はアメリカ、イギリ
スなどの連合国と太平洋で戦闘を開始し、第二次世界
大戦が太平洋に拡大しました。
第二次世界大戦の惨禍を繰り返さず、世界平和の恒
久化のために設立されたのが国際連合ですが、国際
ロータリーは国際連合の設立に深く関わっています。
戦争中から、ロータリーでは会員に国連の設立計画に
関する情報を提供し、平和に向けた準備の必要性を唱
え、国連憲章や国連の組織について、クラブのプログ
ラムやディスカッションのテーマとして取り上げてい
たそうです。国連設立に向けて各国の代表が集まった
「国際機関に関する連合国会議」（サンフランシスコ会
議）において、国際ロータリーは助言機関として米国
政府から選ばれた団体のうちの一つであり、参加した
各国の代表の中には多数のロータリアンがいて、国連
の設立に深く関わっていました。今日でも、ロータリー
は国連の経済社会理事会により非政府組織として最高
の位の諮問資格を与えられており、国際ロータリーは
国連において国際奉仕の実現に努めています。
ところで、12月８日の開戦では、真珠湾攻撃に向か
う日本海軍の爆撃機の写真や記録映画が有名ですが、
実際は、真珠湾攻撃に先立つ１時間前、マレーシアの
北端コタバルで日本陸軍の部隊が上陸を開始し、イギ
リス軍との戦闘が始まっております。この上陸部隊を
輸送した船団の司令部があったのが広島の宇品港であ
り、宇品には太平洋戦争中の陸軍輸送の総司令部であ
る船舶司令部が設置されておりました。この時の上陸
部隊の船団は広島港で編成され、中継地の海南島を経
てコタバルにおいて太平洋戦争の口火を切りました。
今では、宇品には司令部の痕跡はほとんどありません
が、宇品中央公園に「旧蹟　陸軍運輸部船舶司令部」
の石碑が残されております。
陸軍運輸部船舶司令部に属する部隊は「暁部隊」と
通称されていたそうですが、亡くなった母は子供のこ
ろ宇品に近い丹那に住んでいて、実家では兵隊宿と
いって出征する暁部隊の兵隊を数日泊めることがあっ
たようで、暁部隊の兵隊さんの話をしていたことを思
い出しますが、それくらい暁部隊の名称は広島の人口
に膾炙していたようです。
広島に日本陸軍の輸送を統括する船舶輸送司令部が

置かれたのは、瀬戸内海の中心に位置し波静かで多数

の船舶が停泊できる広島湾をひかえ、良港の宇品港が
あったからですが、アメリカが原爆投下の目標に広島
を選んだ理由には、原爆投下の効果を測定する上で地
形的に有利と判断されたことに加え、広島が軍事的な
海上輸送の根拠地であったことが挙げられております。
宇品港を良港としたことについては、広島県令、今
でいう県知事の千田貞暁が、1884年に着工した宇品港
築港及び宇品干拓の事業によります。当初は、宇品港
は地方都市には不釣合いな大規模なものであったとし
てあまり利用されず、また工事予算もオーバーしたこ
とから、千田知事は内務省により懲戒され左遷される
など相当批判されましたが、今では千田知事の功績を
たたえ、中区には千田町の町名も残っています。
宇品港築港がその後広島発展の基礎となったことに
疑いの余地はありませんが、宇品という良港によって軍
事輸送の拠点となったことで広島が原爆投下の目標と
なったことは歴史の悲しい皮肉と言うほかありません。
広島は、終戦時には原爆投下という悲劇に見舞われ
ましたが、80年目の太平洋戦争の開戦の日を迎えるに
当たり、広島においてだけでなく世界で戦火に倒れた
人々に思いをいたし、恒久の平和を祈りたいと思いま
す。以上で会長時間を終わります。

第1638回例会　12月14日  
皆さん、今日は。先ほどは点字グループ「つぼみ」

の皆様に点字カレンダーを贈呈いたしました。当クラ
ブでは、長年点字カレンダーの支援を行っております。
今年度杉川ガバナーは、障害を持つ方々との垣根を無
くし支援を行っていくダイバーシティをロータリーの
地区の重要な活動の一つとして位置づけられておりま
すが、当クラブはこれに先駆けて支援活動を行ってい
ます。この活動は決して大きなものではありませんが、
頼りにされている方々がおられる以上、引き続き点字
カレンダーの支援を続けてまいりたいと思います。
さて、11月からあるスーパーマーケットをめぐるM
＆Aがマスコミを騒がせております。東証１部上場企
業である関西の老舗スーパー「関西スーパー」を、こ
ちらもまた関西経済界の雄である阪神、阪急百貨店を
母体とする「エイチ・ツー・オー（H2O）リテイリン
グ」が経営統合しようとしたところ、横浜のスーパー

宇品中央公園（旧陸軍船舶司令部）－呉市周辺の遺構まとめ (wiki3.jp)
 https://wiki3.jp/kureiko/page/185
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「オーケー」がこれに待ったをかけて株式公開買い付
けを提案しました。
関西スーパーの経営陣は、エイチ・ツー・オーとの
経営統合のための臨時株主総会を10月29日に開催し、
総会決議を求めました。会社法で今回の総会決議には
議決権の３分の２以上の賛成が必要であるところ、関
西スーパー側は３分の２をごくわずかに上回る66.68％
の賛成を得られて可決されたものと発表しました。こ
れに対し、賛成票の数え方に問題があるとして、オー
ケー側が神戸地裁に経営統合の差し止めを求める仮処
分という裁判を提起し、神戸地裁では賛成票は65.71％
にすぎなかったとして、差し止めを一旦認めました。
これに対して、今度は関西スーパー側が大阪高裁に裁
判のやり直しを求め、大阪高裁は関西スーパーの言い
分を認め、神戸地裁の差し止めを取り消しました。こ
の大阪高裁の判断に対しては、オーケー側は最高裁判
所に上訴しさらに判断を求めており、最終的な裁判所
の結論はまだ出ていません。
このように神戸地裁と大阪高裁の判断が分かれたの
は、一人の株主の議決権を賛成と扱うのか、賛成では
ない棄権と扱うのかの違いです。この事件の経緯につ
いてのあるネット記事では「一株主の「うっかり」が
招いた大どんでん返し」と紹介されていましたが、株
主であった山口県の大手スーパーが事前の議決権行使
書においては統合案に賛成していたにもかかわらず、
会社を代表して総会に参加したスーパーの副社長が、
総会決議の投票用紙に何も書かずに投票してしまい、
白票すなわち棄権票と扱われ賛成にならず、結局その
会社の株数が賛成にカウントされないことになり、賛
成の議決権数が３分の２を下回ってしまった、という
ものです。実際は、この副社長は議決権行使書で賛成
と出していたので、総会では白票を出しても議決権行
使書の方が優先する、と思っていたようですが、株主
総会の手続としては、事前の書類と総会本番の投票内
容が異なる場合は、後の総会本番の方を優先すべきで
あると考えられており、オーケー側、神戸地裁の判断
の方が、形式的な理屈が通っている、と言えます。
しかし、どうやら株主であった会社の意思はH2Oと
の経営統合には賛成する、というものであり、決議に
参加した副社長も経営統合に反対する意思は全くな
く、むしろ賛成と扱われるものと考えていたようで
す。そうすると投票のやり方を間違えていただけであ
り、むしろ株主の本心に従ってきちんと票を数えるべ
きでないか、という考えもありえます。大阪高裁はこ
ちらの考えに沿ったものといえます。
株主総会のように、多数の関係者が集まってみんな
で一度に何かをする場合、一人一人が後であれは間違
いだったと言い出すことを認めると収拾がつかなくな
りかねません。むしろ多数の関係者の法律関係を処理
するような手続を定める場合は、どこでも、いつでも、
誰に対しても同じように取り扱われることが必要で
す。票の数え方について臨機応変に行う、ということ
が認められるべきではない、という考え方も十分に成

り立ちます。
法律の解釈は、同種の事件が生じたときに同様の結
論を得ることができるように客観的に行われなければ
なりません。これを法的安定性といいます。法的安定
性がなければ、どのような行為をすればどのように法
的に処理されるかについて予想することもできず、円
滑な社会活動ができません。これに対し個別の事案に
ついては、正義の実現や当事者の利益保護の要請も満
たされなければなりません。これを具体的妥当性と言
いますが、具体的妥当性がもたらされるためには法律
を解釈しなければ事案の解決は図れません。このよう
な法的安定性と具体的妥当性のせめぎ合いは、法律解
釈における本質的な問題と言えますが、本件では、法
的安定性を強調すれば総会決議における票の扱い方の
原則論を重視することになりますし、具体的妥当性を
重視すれば株主が経営統合に賛成する意思であったこ
とを重視すべき、ということになります。
さて、皆様はどのようにお考えになりますでしょう
か。私は、株主である山口のスーパーは最初から最後
まで経営統合案に賛成するつもりであったようですか
ら、お騒がせではありますが、実質を見て賛成票と扱っ
てよいのではないかと考えますが、最高裁判所の判断
が待たれます。これで会長時間を終わります。

第1639回例会　12月21日  
皆さん、こんばんは。ロータリー家族の皆さん、よ
うこそいらっしゃいました。当クラブでは、ご家族を
お招きしての家族会を、９月の創立記念例会と12月の
クリスマス例会で行ってまいりましたが、去年からの
コロナで、一昨年のクリスマス会以来皆様とお会いで
きるのは２年ぶりとなります。
ロータリアンがロータリー活動をできるのもご家族
の理解があってのことです。今日は、ご家族の皆様に
当クラブがどのような活動をしているのかを知ってい
ただきたいと存じます。当クラブは今年で35周年を迎
えました。これまでは、５年毎の節目の事業として、
平和公園の記念碑に英語の案内板を設置したり、講演
会を開いたり、宮島に桜の木を植えたりといろいろな
活動をしてきましたが、今回の35周年事業としては、
宮島にある宮島学園小中学校の吹奏楽部に楽器を、ま
た学校には、学校のマスコットの着ぐるみを贈るなど
の寄付活動を行いました。この活動に当たっては、当
クラブの徳納会員、熊本会員のお二人にはいろいろご
尽力をいただきました。廿日市市の市長さんからは非
常に感謝され、表彰をしていただきました。
学校には演奏を聞かせてもらいたいとお話ししてい
たのですが、コロナがあって生徒さんたちと交流する
機会を持つことが難しい状況です。そこで、吹奏楽部
の演奏を録画したものを送っていただきました。私た
ちも演奏を聴くのは初めてです。画面を通してではあ
りますが、演奏を聴いていただき、ご家族にも当クラ
ブの奉仕活動の一端を感じていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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例　会　記　録 ２）2022年のカープの課題
　◆攻撃陣
　　・�長打力の確保、特に外国人選手の活躍が必要（家

族を含めたサポートが重要）
　　・四球を「奪い取る」粘りがどこまでできるか
　◆守備陣（投手陣）
　　・�セットアッパー（７、８回）の整備（島内に期待）
　　・�ホームゲーム（マツダスタジアム）での勝率

UP（ファンの声援・後押しは非常に大事）

第1638回例会� 12月14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
点字カレンダー贈呈式・点字グループ「つぼみ」活動
報告
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　�G６・７合同インターシティ・ミーティング案内を
回覧。未回答者は回答のこと。／ 12月21日（火）夜
間開催のクリスマス家族例会の出欠回答は本日迄。
未回答者は必ず回答のこと。１月19日（水）開催の
職場訪問例会の出欠も合わせて回答のこと。／ 11月
30日実施のロータリー奉仕デーで頂いた福山丸ノ内
RCバナー・点字カレンダーの受付掲示の案内。／半
期会費請求のある同好会は１月18日迄に会員名簿を
提出のこと。／次週は昼例会を変更して18：30～ク
リスマス夜間例会を開催。

出席報告
　会員数�71名　出　席�57名（うちZoom出席10名）
　　　　�　　　欠　席�14名　ゲスト�� 3名
プログラム
2021～2022年度年次総会
　議事　第１号議案
　　　　2021～2022年度会計の中間報告の件
　議事　第２号議案
　　　　2022～2023年度理事役員選任の件
　�　クラブ細則に基づく指名委員会により、次年度会
長、会長ノミニー、理事、役員の指名が行われ、下
記の通り承認されました。
　　会長エレクト� � 佐藤　克則
　　直前会長� � � 根石　英行
　　副会長・会長ノミニー� 宮本　　昇
　　幹　事� � � 宮﨑　　真

第1637回例会� 12月７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。／
ロータリーカレンダー配布の案内。各２部持ち帰り
のこと。／創立35周年記念事業に対する廿日市市か
らの善行表彰の表彰状、ロータリー財団からの
「EREYクラブ」「100％ロータリー財団寄付クラブ」
表彰バナーを受付に掲示。／２月27日（日）午後開
催のG６・７合同インターシティ・ミーティング出
欠表を回覧。必ず来週までに回答のこと（全員登
録）。／例会終了後、理事役員会開催致。

スマイルボックス
　根石英行　会員
出席報告
　会員数�71名� 出　席�55名（うちZoom出席９名）
　　　　�　　　欠　席�16名　来　客�� 0名
　　　　�　　　ご来賓�� 1名
プログラム
外部講師卓話
　「今年のカープ･来年のカープ（投手陣編）」
　野球解説者　山内泰幸　様　
　プロ野球解説者としてご活躍中の山内泰幸氏にご来
訪頂き、
　・今年の佐々岡カープを振り返って
　・それを踏まえて来年の佐々岡カープの課題
について、主に投手陣に関して卓話をして頂きました。
　内容の要旨は以下の通りでした。
１）2021年のカープを振り返って
　◆攻撃陣
　　・�若手選手の活躍が目立った（小園選手、林選手、

坂倉選手、他）
　　・�チーム打率はリーグ一位だったが、得点力不足

（リーグ三位）
　　・�長打力不足（＝外国人選手の不振）
　　・�四球・盗塁が少ない（四球は優勝したスワロー

ズより100以上少ない）
　　・残塁1034はリーグワースト
　◆守備陣（投手陣）
　　・栗林、森浦、大道などルーキーが活躍
　　・�コロナ感染による先発投手の離脱（九里、森下、

高橋昴也）
　　・�７、８回のセットアッパーが固定できなかった、

特に８回は100失点以上
　　・�四球が多い（優勝したスワローズより100以上多

い：打撃と併せると200以上ランナーに差が出た）

51260号



　　理　事� � � 児玉　栄威
　　理　事� � � 岡本　倫明
　　理　事� � � 上田　直治
　　理　事� � � 三宅陽一郎
　　理　事� � � 室﨑　雅宣
　　S.A.A.� � � 長野　　宏

　　会　計　� � � 水谷　耕平
　　（役員補佐）
　　副幹事� � � 熊本　卓司
　　副幹事� � � 佐藤暖以子
新会員卓話
　平岩宏隆　会員

経経営営理理念念 • 「三方よし」の経営を通して企業の永遠の存続を図り、
地域社会に貢献することを企業目的とします。

• 私たちアクト中食がめざす｢三方よし｣は、調和のとれ
た永続的な発展です。三方よしの一角を担う「お客様
の繁栄」「仕入先様の発展」「全社員の幸福」は、
それぞれが個別に実現するものではなく、お互いの
「強いつながり」のもとに成り立っています。

• アクト中食の社員一人ひとりが、お得意様の繁栄に
貢献することで、仕入れ先様も発展し、結果として
社員の幸福につながっていきます。
私たちは日々の企業活動の中で、「お客様の繁栄」
「仕入先様の発展」「全社員の幸福」を頂点とする
喜びのトライアングルを最大化することを使命とし、
地域社会に「三方よし」の善循環をつくりだし、
社会貢献と企業の永遠存続、持続的な発展を目指して
いきます。

西暦 和歴 創業 経営者 イベント 年商 できごと
2037年 令和19年 126
2038年 令和20年 127
2039年 令和21年 128
2040年 令和22年 129
2041年 令和23年 130 創業130周年
2042年 令和24年 131
2043年 令和25年 132
2044年 令和26年 133
2045年 令和27年 134 シンギュラリティポイント・原爆投下100年
2046年 令和28年 135
2047年 令和29年 136
2048年 令和30年 137
2049年 令和31年 138
2050年 令和32年 139 2018年高卒入社50歳 日本人口８８００万人

広島西南ロータリークラブ
１２月例会 新会員卓話

アクト中食株式会社
平岩宏隆

大きな志に向けて みんなで 挑戦する

※1987年中部食糧⇒アクト中食 Active    Creative Trial
⇒2011年創業100周年 Ambitious Creative Trial
⇒2021年創業110周年 Ambitious Challenge Together

アアククトト中中食食ののAACCTT 西暦 和歴 創業 経営者 イベント 年商 できごと
2012年 平成24年 101
2013年 平成25年 102 高松支店開設 年商320億円
2014年 平成26年 103 出島物流センター開設・長期経営計画スタート 年商252億円 消費税８％
2015年 平成27年 104
2016年 平成28年 105 オバマ大統領来広
2017年 平成29年 106
2018年 平成30年 107 働き方改革実践企業認定 豪雨水害
2019年 令和元年 108 はばたく中小企業300社・健康経営優良法人認定 年商213億円 消費税１０％
2020年 令和2年 109 地域未来牽引企業認定 コロナウィルス蔓延
2021年 令和3年 110 創業110周年 コロナウィルス蔓延
2022年 令和4年 111 成人18歳に
2023年 令和5年 112 新基幹システム稼働
2024年 令和6年 113 新紙幣
2025年 令和7年 114 ６５歳定年完全義務化
2026年 令和8年 115 ビール酒税１本化
2027年 令和9年 116 リニア開通
2028年 令和10年 117
2029年 令和11年 118 全従業員平均年収2019年比＋100万円 年商300億円目標
2030年 令和12年 119 訪日外国人６０百万人目標
2031年 令和13年 120 創業120周年
2032年 令和14年 121
2033年 令和15年 122
2034年 令和16年 123
2035年 令和17年 124
2036年 令和18年 125

第1639回例会� 12月21日
18：30～21：00　ANAクラウンプラザホテル広島

クリスマス家族例会・懇親会

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間
幹事報告
　�１月会費通知遅延の案内（日本事務局からのロータ

リーレート連絡都合による）。／１月19日（水）の
広島銀行本店への職場訪問例会出席者は必ず今週中
に回答のこと。／クリスマスプレゼントのケーキ希
望者は、終了時に配布。／新年は１月11日（火）例
会からスタート。

出席報告
　会員数�71名　出　席�53名　欠　席�18名
　　　　�　　　ゲスト�46名
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国際ロータリー第2710地区福祉車輌現地贈呈
12月３日（金）　広島市心身障害者福祉センター

12月7日
根石　英行会員　当事務所による勉強会のご案内をBOXに入れております。日時は、来年１月12日水曜日午後２時か
ら５時までで、テーマは同一労働同一賃金についてです。コロナ対策のため、会場参加人数は制限しますが、オンラ
インによる参加も可能です。ご興味がおありになる方は、ご参加ください。

スマイルボックス

71260号

12月の会員記念日

尾立　静泰　２日
田中　朋博　４日
杉本　清英　11日
佐藤　二郎　13日
伊藤　英彦　21日
大山　修司　23日
岡本　倫明　25日

会員誕生日 創　業　月
栗原　佑哉　㈱マリー� Ｓ53年
熊本　卓司　㈱ポップジャパン� Ｓ49年
遠崎　秀一　㈱プラスワン� Ｈ10年
上田　直治　㈱オンリーワン� Ｈ15年
山下　哲夫　山下・長井法律事務所� Ｓ59年

パートナー誕生日
平岩宏隆夫人　香�織様　９日
梶本尚揮夫人　美保子様　11日
杉川　聡夫人　加津子様　13日
水谷耕平夫人　文�子様　26日

入　会　月
徳納　武使� Ｈ19年
田中　朋博� Ｈ25年
熊本　卓司� Ｈ30年

結婚記念日
河原　英二� １日
山本　　豊� 15日



これを書いているのは、クリスマスです。みなさん忘年会も概ね終
わったころでしょうか。好んで行っていた飲食店さんがひっそりと閉じ
てしまっていたのは悲しいものです。コロナが落ち着いたとなれば、やっ
ぱり飲食店さんを応援せねばなりません。ということで、ラウンジママ
同伴で食事に行くと、水谷さんに見つかりました。ロータリーの「奉仕
の精神」の私なりの発露であることは、ご理解いただけませんでした。

　すでに有名なお店ですので、ご存知の方も多い「遊山」。
　広島ラーメンと言えば、「醤油とんこつ」のスープです。
THE広島ラーメンといえば、江波の「陽気」を思い浮か
べるかとも多いでしょうか。両者とも醤油とんこつのスー
プ。陽気のラーメンは、「スッ」と体にしみこむ感じです
が、遊山のそれは、良い意味で主張が強いです。僕の中
では、THE広島ラーメンはこちらです。
　そして、今回推したいのは、ここのカレーラーメン！スープに
入ってるスパイス、何入れてるの？って掘り下げたくなるほどの
複雑な味。山奥のラーメン屋の味ではないと思います。昼時間は
混雑必至ですので、開店直後か14時頃に伺うのがおすすめです。

【安佐北区狩留家町　中華そば遊山】
委員会コラム

掲　示　板

１月行事予定
❖�１月11日（火）　13：45 ～
　第７回理事役員会
❖�１月19日（水）　12：00 ～
　職場訪問例会（広島銀行本店）
❖�１月25日（火）　13：45 ～
　第３回クラブ協議会

DONATION
12 月 年度累計

ス マ イ ル 21,000 円 272,000 円
100万ドル 48,167 円 267,376 円
善 意 の 箱 6,697 円 34,239 円

　⑻�１月プログラムについて
　　�１／11年男・年女放談１／19職場訪問例会１／25
山崎隆造氏卓話。

　　�年男・年女放談については該当者多数の為、３回
程度に分けて行う案もあり継続審理

　⑼�財団寄付（ポリオプラス35＄）について
　　�例年通り会費請求を承認。
　⑽�米山学友会賛助会員について
　　�例年通り理事会メンバーが賛助会員になる旨承認。
　⑾�11月度会計報告
　　�資料にて確認の後承認。
　⑿�理事役員報告
　　・�折本理事：Zoom例会参加の出席基準を厳格化

する必要があるので委員会にて審議する。
　　・�藤田理事：12月号ロータリーの友誌に当クラブ

の記事が掲載されていることの報告
　⒀�その他
　　・�佐藤直前会長：次回例会時にロータリーカード

（個人）の紹介を委員会報告時間に行う。
　　・�クラブ向けカードに関してはメリットデメリッ

トを考慮して、今後継続審理。
次回開催日
　第６回理事役員会　令和４年１月11日（火）13：45～
閉会挨拶　佐藤副会長

日　時：2021年12月７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）、佐藤（二）、折本、
　　　　藤田、漆原、白築、萬歳、佐藤（暖）、山國、
　　　　河原

根石会長挨拶
議事
　⑴�ローターアクト地区大会について
　　�クラブとしては不参加、要請があれば検討をする。
　⑵�手をつなぐ育成会後援名義使用について
　　�許可することを承認。
　⑶�次年度理事役員候補について
　　�資料にて確認。異議はなく承認。
　⑷�山本豊会員会費免除と退会後の名誉会長承認につ
いて

　　�本人のご年齢、体調、疾病を考慮のうえ細則にて
今年度の６月末まで会費免除を承認。その後ご本
人との話し合いのうえの名誉会員就任を内諾。

　⑸伊藤英彦会員の出席免除申請について
　　�資料にて本人の業務に於いて出席が困難な理由を
確認、22年度３月末までの出席免除を承認。

　⑹�職場訪問例会について
　　�22年１月18日㈫の定時例会を１月19日㈬に変更
し、広島銀行本店にて実施することを承認。

　⑺�クリスマス家族例会予算について
　　�資料にて会場費等の予算を確認。全員登録、会費
を承認。

2021-20222021-2022年度　第６回理事・役員会　議事録年度　第６回理事・役員会　議事録
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広島西南RC　11月度個人別出席状況一覧表
（メークアップ期間の都合上１ヶ月前を掲載しております）

名…名誉会員　…名誉会員　■■…出席免除会員　○…ホームクラブ出席　△…メークアップ　×…欠席…出席免除会員　○…ホームクラブ出席　△…メークアップ　×…欠席

氏　名 2 9 16 25 出席率
1 荒木　　攻 ×× ×× ×× ×× 0%
2 萬歳　幸治 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
3 藤田　　進 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
4 藤井　良造 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
5 深谷　泰之 ○○ ○○ ×× ×× 50%
6 平原　一彦 ×× ○○ ○○ ○○ 75%
7 林本  正継 ×× ×× ×× ×× 0%
8 平石　雅史 ○○ ○○ ○○ △△ 100%
9 橋本　幸範 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%

10 石井　和彦 ○○ ○○ ○○ △△ 100%
11 岩田　智博 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
12 伊藤　英彦 ×× ×× ×× ×× 0%
13 井上　俊博 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
14 稲田　健二 ○○ ○○ ○○ △△ 100%
15 岩田　洋子 ×× ×× ×× △△ 25%
16 梶本　尚揮 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
17 桒田　博正 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
18 児玉　栄威 ○○ ○○ ○○ △△ 100%
19 河原　英二 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
20 栗原　佑哉 ○○ △△ ○○ ○○ 100%
21 影久　知也 ○○ ○○ ○○ △△ 100%
22 熊本　卓司 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
23 鍵岡　　馨 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
24 李　　志翔 △△ ○○ ○○ ○○ 100%
25 村尾　博司 ○○ ×× ×× ×× 25%
26 宮本　　昇 ×× ×× ×× ×× 0%
27 室﨑　雅宣 △△ ○○ ○○ ○○ 100%
28 宮﨑　　真 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
29 三宅陽一郎 ○○ ○○ △△ ○○ 100%
30 水谷　耕平 ○○ △△ ○○ ○○ 100%
31 森　　豊彦 ○○ ○○ △△ △△ 100%
32 根石　英行 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
33 長野　　宏 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
34 奥田　　實 ×× ×× ×× ×× 0%
35 小川　光博 ○○ ×× ○○ ×× 50%
36 岡本　俊雄 △△ ○○ ○○ ○○ 100%

氏　名 2 9 16 25 出席率
37 折本　　緑 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
38 小野　　誠 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
39 岡本　倫明 ○○ △△ ○○ ○○ 100%
40 沖井　　翔 ○○ ○○ △△ ○○ 100%
41 尾﨑　順也 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
42 尾立　静泰 △△ ○○ ○○ △△ 100%
43 岡田　真規 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
44 大山　修司 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
45 岡本　泰明 ○○ ○○ △△ ○○ 100%
46 大江かおり ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
47 佐々木　宏 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
48 白築　忠治 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
49 曽里　　裕 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
50 杉川　　聡 △△ △△ △△ ○○ 100%
51 先小山英夫 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
52 佐藤　二郎 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
53 佐藤　克則 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
54 杉本　清英 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
55 佐々木信幸 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
56 佐古　雄司 ○○ ○○ ○○ △△ 100%
57 新藤幸次郎 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
58 佐藤暖以子 △△ ○○ ○○ △△ 100%
59 田中　茂樹 ○○ ○○ △△ ○○ 100%
60 谷口　公啓 △△ △△ △△ △△ 100%
61 遠崎　秀一 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
62 寺本　真司 ○○ △△ ○○ ○○ 100%
63 徳納　武使 △△ △△ ○○ ○○ 100%
64 田中　朋博 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
65 時岡　俊介 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
66 上田　直治 ○○ ○○ ○○ △△ 100%
67 漆原　健夫 ○○ ○○ ○○ △△ 100%
68 山本　　豊 ×× ×× ×× ×× 0%
69 山下　哲夫 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
70 山國　　豊 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
71 平岩　宏隆 ○○ ○○ ○○ ○○ 100%
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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

2022年１月18日発行
　新型コロナウイルスの発生報道がなされ始めたのがちょうど２年前のこの
時期。この影響をまともに受けた昨年は、皆が楽しみにしていたクリスマス
例会までも取りやめざるを得ませんでしたが、今年は安心してクリスマス例
会が開催できる状況となりました。親睦家族活動委員会の皆様には、企画設
営が大変だったことと思いますが、会員のみならず会員のご家族の笑顔は大
成功を物語るものとして印象強く心に刻まれました。こうして皆さんの笑顔
が日々続くよう願いつつ、来年もよろしくお願いいたします。�（大山　修司）

編集後記



クリスマス家族例会 懇親会　12月21日

　メリークリスマス。
　コロナの雲の間から少し晴れ間が見えたように思っていたもののまた新しい変異株が出て曇り
かけてきていて心配ではありますが、今日皆さんとご一緒にクリスマスのお祝いができることを、
まずは喜びたいと思います。クリスマス会の開催も危ぶまれた状況でしたが、親睦家族活動委員
会の皆さんには楽しい企画をご準備をいただきました。限られた時間ではありますが、皆様と精
一杯楽しい時間を過ごしたいと思います。今日はよろしくお願いします。� 根石英行会長


