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拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は地区運営に格別のご高配を賜わ

り、厚くお礼申し上げます。 

このたびは、ご多用中のところ、国際ロータリー第2710地区ロータリー奉仕デーinマツダ スタ

ジアムに、総勢323名のご参加をいただきまして、心より御礼申し上げます。初めての取り組みで

あり、不行き届きの点もあったかと存じますが、ロータリーの友情に免じてご容赦頂ければ幸い

です。天気にも恵まれ、事故もなく、無事にロータリー奉仕デーを終了することができましたの

も、ひとえに皆様のご協力のお陰と重ねて深謝申し上げます。当日の報告書をご送付申し上げま

すのでご一読いただけますと幸いです。 

 地区とクラブ・ローターアクト・インターアクト・米山奨学生・財団学友・他団体などが一体

となって奉仕活動を実施することで、公共イメージの向上に繋がり、ロータリーのブランドも高

まり、クラブの活性化に繋がってくると思います。今後とも変わらぬご協力を賜りますよう何卒

宜しくお願い申し上げます。 

敬具 
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国際ロータリー第2710地区　ロータリー奉仕デー in マツダ スタジアム
メディアクリッピング

広島ホームテレビ 5up!（4/27） 広島ホームテレビ NEWS（4/29）

中国放送 NEWS（4/29） ちゅピCOM SPORT&LIFE（5/2）

RCCラジオ
うえむらちかの
鯉スル企画室
オープニングトーク

（4/22）

RCCラジオ
ごぜん様さま
スポーツコーナー

（4/28）

エフエム山口
COZINESS
イベント情報

（4/25）

中国新聞朝刊（4/27）

読売新聞朝刊（4/29）

国際ロータリー第2710地区
ロータリー奉仕デー in マツダ スタジアム

ポリオ根絶・ウクライナ募金活動の報告

当日の様子

●ローソン東荒神町店　●日本通運広島支店　●ララシャンス広島迎賓館
●ベースボールファンベース広島勝鯉　●中国銀行 広島東支店
●大都販売 広島支店　●赤ヘルツイン

公共イメージ調査場所
（2ケ所）

●マツダ スタジアム正面入り口前テント
●マツダ スタジアム内 どうぶつ広場

総登録数…３２３名（ロータリアン…１９６名、非ロータリアン…１２７名）

開催日時

参加人数

２０２２年4月２８日（木） １4：3０～１９：００

16：00～18：30

16：00～18：30

15：00～19：00

15：00～5回裏まで

14：30～18：30

16：00～18：30

16：00～18：30

16：00～18：30

募金活動場所
（7ケ所）

ポリオ根絶募金活動（インターアクト・カープロード周辺） ウクライナ支援募金（カープロード周辺）

マツダスタジアム正面ゲート（ロータリー冊子とうちわの配布） マツダスタジアムどうぶつ広場（公共イメージ調査）

ニュースや新聞記事

マスコミ取材実績一覧

公共イメージ調査の結果

募金総額 519,586円

ロータリークラブについて知っていますか？Q1 ポリオについて知っていますか？Q2 ポリオ根絶の活動について知っていますか？Q3

5月28日開催予定の国際ロータリー第2710地区 会長幹事会では、
10分程度の動画を作成してご報告させていただきます。

知っている
256 知っている

424

知っている79

聞いたことがある
147

聞いたことがある
116

聞いたことがある 78
知らなかった

323

知らなかった
207

知らなかった
532

中国放送 4月29日（ニュース）

RCCラジオ
エフエム山口
中国新聞社
広島ホームテレビ
RCCラジオ
広島ホームテレビ
読売新聞
RCC中国放送
Voicy
ちゅピCOM
経済レポート
広島経済レポート

4月22日／21時45分
4月25日／16時38分
4月27日／朝刊
4月27日／16時39分
4月28日／10時25分
4月28日／0時40分
4月29日／朝刊
4月29日／11時45分
4月29日／17時配信
5月2日／11時～
5月掲載号
5月掲載号

…告知

…報告

うえむらちかの鯉スル企画室オープニングトーク
COZINESSイベント情報

５UP!オープニングトーク
ごぜん様さま スポーツコーナー
ニュース

ひるおび・ニュース
ニュース①とアフタートーク
ちゅピCOM SPORTS＆LIFE

中国新聞
4月27日朝刊

❶ポリオ根絶募金（ロータリー財団へ）236,905円を送金
❷ウクライナ支援募金（ドニプロ シティ ロータリークラブへ）
　282,681円を送金させていただきます。

（回答数746名）
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第1651回例会　５月10日  
皆さんこんにちは。本日は、ロータリアン以外のお
客様にもご参加いただくオープン例会です。世界の
ロータリークラブは幾つかのブロックに分けられてい
ますが、広島と山口は１つのブロックで第2710地区と
言いますが、第2710地区の提唱行事として、各クラブ
がオープン例会を行うこととされています。他のクラ
ブでは開催されたことがあるそうですが、当クラブは
35年の歴史がありますが、初めての試みです。未加入
の方に、例会の雰囲気を味わっていただいてロータ
リーへの理解を深めていただく機会です。村越さん、
明石さん、川本さん、長尾さん、柴田さん、ご参加い
ただきましてありがとうございます。また、地区から
は温泉川ガバナー補佐付きの大井克元幹事にお出でい
ただいております。皆さん、ゆっくりと例会をお楽し
み下さい。
さらに卓話来賓といたしまして、本日は南原竜樹さ
んにお出でいただいております。ロータリークラブで
は週１回例会を開き、その後半の30分は外部から講師
をお招きしたり、会員がお話をしたりする卓話の時間
を設けています。ロータリークラブは、職業人が集まっ
て親睦を深め、奉仕の精神を学び、奉仕活動を行う組
織です。ロータリーの奉仕には、職業倫理を学ぶ職業
奉仕、社会で良い活動をする社会奉仕、世界と交流し
貢献する国際奉仕、青少年の健全育成を図る青少年奉
仕、クラブで親睦を図るクラブ奉仕の５つの奉仕活動
がありますが、日本のロータリークラブでは、職業人
が集まって職業倫理を高めていくという職業奉仕が
ロータリー活動の大きな柱であるとされています。本
日の卓話では、年商100億円の事業をゼロから立ち上
げ、それがまたゼロになったところから不屈の精神で
復活を遂げられたご経験のある南原さんから、復活を
支えた事業に対する熱い思いをお聞きし、職業奉仕を
学ぶ機会とさせていただければと存じます。南原さん、
後ほどよろしくお願いいたします。
当クラブやロータリークラブの活動をご紹介いたし
ます。当クラブは1986年に設立され、昨年35周年を迎
えました。社会奉仕活動としては、西風新都の広域公
園に梅の木を植え、２月には色とりどりの梅が咲き市
民の憩いの場となっています。また宮島の包ヶ浦には
桜の木を植えています。また、平和公園のいくつかの
慰霊碑や記念碑について英語の説明板を設置する事業
や、平成26年の水害で流された集会所を再建築する事
業も行っています。昨年は35周年記念事業として、宮
島の小中学校にブラスバンドのための楽器などの寄付
を行いました。
国際奉仕の活動としては、台湾台北市にある台北新
東ロータリークラブと姉妹縁組をしています。西風新

都の梅林は同クラブの協力を得て整備したものです。
また、同クラブと一緒に孤児院に付属する図書館をモ
ンゴルに建てたり、カンボジアの寺院に孤児用の寄宿
舎を建てたりしています。
ロータリークラブは世界的な運動です。もともと
1905年にアメリカのシカゴで始まった活動ですが、世
界各地に広がって、世界中のクラブが集まって国際
ロータリーという組織を作っており、本部はアメリカ
のシカゴにあります。国際ロータリーは今回のウクラ
イナの人道危機に際してもすぐに緊急の基金を作り、
ロータリアンなどからの寄付で難民支援などの活動を
行っています。当クラブでも、ウクライナと関係があ
る会員の縁で、ウクライナのドニプロ市にあるドニプ
ロシティロータリークラブに支援金を送り、ウクライ
ナ国内での人道物資の支援活動に充ててもらってお
り、同クラブのFacebookには支援の様子が紹介され
ています。
日本には約８万人、世界では約120万人のロータリ
アンがいます。国際ロータリーの活動として特筆でき
るのは、ポリオ（小児麻痺）を世界から根絶するため
の活動です。40年前から日本のロータリアンも協力し
てポリオワクチンを世界で接種するための活動を始
め、世界のほとんどの国で根絶しており、現在はパキ
スタン、アフガニスタンで年に数例の症例があるだけ
で、世界からポリオを根絶するゴールの目前までたど
り着いています。
さる４月28日のマツダスタジアムでのカープとスワ
ローズの試合の前には、2710地区のロータリークラブ
の協力で、ポリオ撲滅のためとウクライナの人道支援
のための募金活動を行い、多くの皆さんからご寄付を
いただきました。
このようなロータリーの奉仕活動にご関心を持って
いただけますようご紹介をいたしました。
以上で会長時間を終わります。

第1652回例会　５月17日  
皆さんこんにちは。本日は卓話来賓として諏訪様に
お出でいただき、「ロータリーはあなたのためになる」
と題してお話をいただきます。この２年ほどのコロナ
禍により、例会の開催もままならず、ロータリー活動
が制約された状況で、なぜ自分がロータリアンでいな
ければならないのか、ロータリアンであることにどん
な意味があるのか、ということを自問された方が多
かったのではないかと思います。諏訪様にその解決の
ヒントを教えていただければと存じます。よろしくお
願いいたします。
さて、今年度の会長時間には裁判とか法的な話題を
取り上げてまいりましたが、先月から山口県の阿武町
を舞台に預金の誤振込の事件がマスコミを賑わせてお
りますので、これを取り上げます。町民に対する１世
帯10万円の給付金について、463件分の4,630万円を１
人の口座に間違って振り込むよう銀行に手配してし
まって、その口座に入金されてしまった。もちろん返

青少年奉仕月間4 2022年 5月



してもらうように請求したが、返す返さないで２週間
くらい交渉しているうちにそのお金が別口座に送金さ
れるなどで口座の残高がなくなったうえ、その人物の
行方が分からなくなってしまって、町は4,630万円の
返金を求めてその人物に対し裁判所に提訴した、とい
うお話です。口座の名義人が警察で事情聴取されたと
いう話もありますが、果たして警察に捕まるのかとい
うことについては、実は簡単ではありません。
阿武町が間違った振り込みの手配をして銀行が口座
の残高を増やした時点では、この人は何も行為をして
いませんから、犯罪ですらありません。では残高が増
えた口座のお金を動かしたらどうなるのか、というこ
とですが、残高を見て、4,630万円もの振込金を町か
ら貰えるはずはなく何らかの間違いであることはわ
かっていたはずなので、それを自分のお金のように引
き出したり、他の銀行口座に移したりすることは、悪
意でやったことでしょう。でもそれは何の罪でしょう
か。
最近は置き配と言って家の前に宅配荷物を置いてお
くことがありますが、それが人の荷物であったにもか
かわらず消費してしまったら、占有離脱物横領罪とい
う犯罪になります。この罪は簡単に言うと落ちている
ものを拾ってネコババする行為です。人のものを自分
のもののように使ってしまうことを横領と表現し横領
罪という犯罪がありますが、占有離脱物横領罪より横
領罪の方が刑が重いことになります。横領罪は頼まれ
て預かっていた物をネコババすることで、頼まれたこ
とへの信頼を裏切った分、拾ったものをネコババする
より罪が重いことになるのです。
4,630万円は信頼されて預かったものではないです
から、占有離脱物横領に近いのですが、預金口座に入っ
たお金、口座の残高というのは、直ちに名義人に権利
が帰属するという民事についての最高裁判所の判決が
あります。この預金についての考え方からすると、一
旦自分のものになったお金を使うことは、横領にはな
らないはずです。この最高裁の民事事件の判決は平成
８年に出たのですが、これが出てから、間違って振り
込まれたお金をそれと知りつつ口座名義人が使ったり
引き出したりすることについては、自分のお金をどう
にかするのが犯罪か、ということで刑事事件にするの
は難しいのではないか、という議論もあったのです。
しかし、その後平成15年になって、間違って振り込ま
れたお金を銀行から引き出そうとする行為は、その銀
行との関係で詐欺罪になる、という最高裁判所の判決
が出されました。今回のケースで言えば、4,630万円
について阿武町から間違って振り込まれたお金である
ことを銀行が知れば、銀行としてはそのお金の引き出
しに応じないから、そのことを黙って引き出そうとし
た行為は詐欺的な行為で犯罪になるというのです。
ネットバンキングでの操作であれば電子計算機使用詐
欺ということになりますが、詐欺というのは本当のこ
とを言わずに人をだます行為です。でも、銀行の窓口
でお金をおろすときに、自分の預金残高について、こ

のお金は誰にも返す必要はありませんよ、この残高は
ちゃんとしたお金ですよ、と誰が窓口の方に説明する
のでしょうか。そんな話は普通しませんし、かえって
怪しまれます。そういう説明の義務があるのでしょう
か。いわば、黙っていただけなのにうそをついたとい
うのは違和感がないでしょうか。
不作為の詐欺と言いますが、聞かれてもいないこと
を黙っていたことでも、本当のことを言わなかったと
いう点で詐欺になる場合があるとされています。その
根拠としては、聞かれなくても本当のことは言わなけ
ればならない、相手との関係で信義則、信頼関係上の
義務があるのだ、ということが言われています。平成
15年の判決によると、銀行は間違って振り込みをした
ら関係者に連絡して組み戻しという手続きをする必要
があるから、間違いを早く知る必要があるし、預金者
もそれに協力する義務があるから、告知義務があるん
だ、ということを言っています。
阿武町はお金を返せ、という民事裁判を起こしてい
ます。不当利得と言いますが、法律上正当な理由のな
い利益を得て、他人に損失を及ぼした場合は利得につ
いて返還義務を負います。今回は使ったときから間
違って貰ったお金というのはわかっていたはずですか
ら、残っているかにかかわらず返さなければなりませ
ん。しかし、使ってしまって返す当てがないなら後の
祭り、刑務所に入れられたとしても、収入にはなりま
せんから、返済原資にはなりません。
迷惑なお話ですが、法律の狭間に落ち込みそうな話
なので、マスコミの話題にもなるのかと思われますの
で、ご説明しました。これで会長時間を終わります。

第1653回例会　５月24日  
皆さんこんにちは。本日は、藤井会員の後任であり
ます三井不動産リアルティ中国の佐々木潤様、また優
良従業員表彰の受賞者といたしまして、八洲管理株式
会社の大上範洋様にご出席いただいております。佐々
木様、大上様よろしくお願いいたします。
また、佐々木信幸会員におかれましては、５月末で
ご退会となりました。まことに残念ではございますが、
ご苦労様でございました。今後のご健康とご多幸をお
祈り申し上げます。
さて、少し前に報道されましたが、４月19日に相続
税を巡る最高裁判所の判決がありました。萬歳会員、
岡本会員などの専門家を差し置いてではありますが、
この判決から私が感じた税務署のものの見方というよ
うなことをお話ししたいと思います。
ご承知のとおり、人が亡くなり遺産を引き継ぐ相続
に際しては、相続税がとられます。日本は、高齢化と
多くの人が亡くなる多死社会を迎えており、人の死に
際して徴税できる相続税は財源としても脚光を浴びて
おり、税務当局の相続税に対する見方はより厳しいも
のになってきています。
相続税は、簡単に言うと遺産の評価額に税率をかけ
て税額が決まります。なので、遺産の評価額が下がれ
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ば税金が減ります。預貯金や現金であれば額面のまま
が評価額ですが、土地や建物の評価については実勢価
格そのままではなくて、土地は時価の８掛け程度の路
線価、建物も固定資産税評価額であり、実勢価格より
評価額を下げることができます。遺産の評価について
も相続税法では「時価による」と書いてあるのですが、
税務署としては時価を判断しなければならないので、
税務署内の事務処理のマニュアルである通達というも
ので、時価の決め方については路線価によるとか固定
資産税評価によると決めているのです。このように、
実際の評価方法については法律で決まっているのでは
なく法律の解釈を示す通達というマニュアルで決めて
いるので、もともと税金は法律で要件とかその内容が
決められるべきなのに、重要なところが法律ではなく
法律の解釈ということで行政当局に委ねられているの
はどうなのかという批判があります。ただ、専門的な
事項などについて細かく法律で定めるのはやりにくい
のである程度は仕方がない、ということになっており、
このような不動産評価の取り扱いを決めている相続税
法の通達の有効性自体は裁判所も認めています。この
通達には、土地の時価評価は原則として路線価などに
よると定めていますが、ただし、この計算方法に基づ
く算定額が「著しく不適当」な場合は、国税当局が独
自に再評価できるとする例外あります。ただ、あくま
で例外なので、例外適用はいわば、抜かずの伝家の宝
刀であったわけです。
ところが、このたび最高裁判所まで争われた事件で
は、国税当局は抜かずの宝刀の例外規定を使って不動
産評価をやり直して税金をかけたわけで、みんな
「あっ」と思ったわけです。特に、現預金があると税
金を取られますよ、不動産に変えておくと節税効果が
ありますよ、といって税金対策のための不動産活用と
いうのは、不動産業界のうたい文句であったわけで
す。なので節税効果に黄色信号がともると、「エー」
ということになりかねないわけです。
実際の事件は、90歳と91歳のときに収益物件である
賃貸マンションを購入して、93歳で亡くなった方の
ケースでした。相続税の申告においては、マンション
の評価を先に述べたような路線価や固定資産税評価額
を使って下げ、さらに遺産の評価額から亡くなった人
の借金額を控除できるということも使って、要は借金

して不動産を買い遺産評価額を税金のかからない範囲
まで圧縮し、相続人は相続税を払いませんでした。と
ころが税務署は、不動産について先の通達の例外規定
を使って不動産鑑定に基づいた時価評価を行うなどし
て遺産の評価額を上げて、結局２億4,000万円の相続
税を払え、ということになりました。ゼロ対２億4,000
万円という大きな対立となったのです。そして最高裁
判所は、結局２億4,000万円の税金を取るという税務
署に軍配を上げたのです。その理由としては、本件に
おいては路線価等による計算は「著しく不適当である」
といったわけです。裁判所が著しく不適当と認定した
理由としては「今回の不動産購入というのは、相続税
の負担を減らすものであることを知り、かつ、これを
期待して、あえて購入・借入れを企画して実行したと
いうのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれ
を行ったものだからである」とされています。要する
に、税金対策として見え見えだからだめだ、と言った
のです。このケース、タックスプランニングを考えた
方は、最初はしてやったりだったと思います。何もし
ないと２億4,000万円以上かかった相続税をゼロにし
たんですから。しかし、過ぎたるは及ばざるがごとし、
やり過ぎたのです。
税務署は、税金を安くするようなスキームで取引を
しました、ということについては極めて神経質です。
そういうことを絶対に表に出してはいけません。税金
とは関係なく、こういう取引をしなければならなかっ
た、不動産を買わなければならなかった、買ってこう
運用しようと思ったので買いました、その結果、税金
を計算すると買っていないときより安くなりましたと
いうことなら文句を言われにくいのです。このケース
では、不動産購入の際の銀行借り入れをしたときの銀
行の書類まで税務署に調べあげられて、「相続税対策」
という記載があったことまで認定されています。税金
を安くするためにこうしました、ということがわかっ
てしまうと、それなら税金をとる方向で考えます、と
いうのが税務署の方針なのです。税金のことが心配で
あっても、税務署に対しては、税金が心配だからこう
しました、ということが目立ってはいけないのです。
税金対策も含めて、何事もほどほどが肝心というとこ
ろでしょうか。
これで会長時間を終わります。

DONATION
５月 年度累計

ス マ イ ル 25,000 円 396,000 円
100万ドル 45,218 円 392,217 円
善 意 の 箱 8,457 円 53,172 円
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例　会　記　録 第1652回例会� ５月17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
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　�クラブ月報４月号配布の案内。／５月15日（日）13
時より2022-23年度地区研修・協議会がホテルグラ
ンヴィア広島で開催。／例会終了後、現次合同クラ
ブ協議会開催。

出席報告
　会員数�69名　　出　席�51名（うちZoom出席９名）
　　　　�　　　　欠　席�18名　　来　客�� 0名
　　　　�　　　　来　賓�� 1名
プログラム
ロータリアン卓話
　「ロータリーは『あなたのためになる』」
　広島西RC次年度会長エレクト　諏訪昭浩　様�
　皆さんこんにちは。広島西ロータリークラブ、次年
度会長エレクトの諏訪昭浩と申します。今日はお招き
いただきまして誠にありがとうございます。広島西南
ロータリークラブさんは杉川ガバナーご出身のクラブ
としてすばらしい地区運営をなさっていらっしゃいま
す。色々とご苦労もおありでしょうが、そのことに敬
意を表しますと同時に、同じ地区に属するクラブの一
会員として、心から感謝申し上げます。
　ロータリークラブの会長というのは、一般社会の会
長と違って大きな権力を持つものではありませんが、そ
れでも毎年「会長色」というものは発揮されます。私
も今後会長となった時、どんな色を発揮するか思案す
るところですが、最も大切と考えますのは、四つのテス
トにもあるように、いかにそれがみんなのためになるか
どうか、だと思うのです。では、どうすればみんなの
ためになるのか。私は心から会員にとってロータリー
活動が本当におもしろいものになってほしいと思って
います。今日は私が会長年度となった際に、クラブ内
で伝えていきたい、ロータリーの楽しさの原点を、少
しフライングになりますがお伝えしたいと思います。
　私がロータリークラブに入会したのは、今から24年
前の1998年、仕事で住んでいたアメリカのイリノイ州
でした。その時、皆様にいつもお世話になっている諏
訪パストガバナー、私の父ですが、その父が、息子がロー
タリアンとなった嬉しさから、色々と「これ読んでみろ、
あれ読んでみろ」と、資料を送ってきました。この頃
の私は、ロータリー活動に熱中する父の姿を見て、ロー
タリークラブというのはまるでカルト宗教のように感
じて、その活動に面白さは感じられませんでした。
　それからアメリカで転居に伴って別のクラブに入会
し、その後帰国して、2004年から現在の広島西ロータ
リークラブの会員になりました。ですから今のクラブ
が３つめのロータリークラブになります。

第1651回例会� ５月10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
米山功労者　表彰状贈呈
　白築忠治　会員（第４回米山功労者マルチプル）
　平石雅史　会員（第２回米山功労者マルチプル）
会長時間
幹事報告
　�ロータリーレート変更の案内（１ドル＝122円→130
円、５月より）。／ロータリーの友誌・ガバナー月
信配布の案内。／５月28日（土）地区大会会長幹事
会運営協力の件未回答者は、回覧に回答のこと。／
例会終了後、理事役員会開催。

スマイルボックス
　グループ７ガバナー補佐幹事　大井克元　様
出席報告
　会員数�69名　　出　席�51名（うちZoom出席８名）
　　　　 　　　　欠　席�18名　　来　客�� 0名
　　　　�　　　　来　賓�� 2名　　ゲスト�� 5名
プログラム
外部講師卓話
　「この10年これからの10年　変わった事と変わる事」
　㈱LUFTホールディングス会長　南原竜樹　氏
　広島西南ロータリークラブ第1651回例会は、会員増
強を図るべくゲストをお迎えしてのオープン例会とい
たしました。
　㈱LUFTホールディングス会長　南原竜樹氏にご登
壇いただき、「この10年これからの10年　変わった事
と変わる事」をテーマとしてご講演いただきました。
　大学在学中に高級外車の並行輸入業を起業し、100
億円企業へと成長させるも、イギリスのローバー社破
綻の影響が直撃し経営破綻。膨大な負債を背負いなが
ら、その後再び
事業を成功させ
年商100億円企
業に返り咲くと
いった波乱万丈
のお話にみなさ
ん興味深く耳を
傾け、刺激を受
けました。

株式会社LUFTホールディングス会長
大学在学中に高級外車の並行輸入業を起業する。
100億円企業へと成長させるが、
イギリスのローバー社破綻の影響が直撃し経営破綻に陥る。
膨大な負債を背負いながら、その後再び事業を成功させ年商
100億円企業に返り咲く。
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　広島西入会当初は大変楽しかったのを覚えていま
す。何十名もの仲間が増えたわけですし、しかもその
仲間達は、まるで学生時代のように損得関係のない仲
間でしたから。
　しかし、集団が大きくなればなるほど、人間関係の
摩擦というものはどうしても生じます。クラブの管理
運営においても、あまりにも不公平なやりかたを目に
することがあります。そのような理由もあって、また
ロータリーに対する楽しさが少しずつ失われていった
ように思います。
　友人を失ったことなど苦難が重なり、活動に対する
意欲が失われていた時期もありました。仲間のロータ
リアンの支えのお陰で何とか退会は我慢したものの、
やはりロータリーは依然としておもしろくない訳で
す。いつやめようか、いつまでやろうか、そんなこと
をしょっちゅう考えていましたが、そこで思ったのは、
今のようにロータリーのことを何も知らないで退会し
ていいのだろうか、ということ。本当は自分が知らな
い魅力があるかもしれないのに、それを知らないで自
分の浅はかさで辞めるというのは、チョット違うので
はないか。
　そこで、昔、アメリカまで父が送ってくれた資料を
ぼちぼち読み始め、その他の様々な資料にもふれた結
果、自分なりにロータリーへの理解ができたと思いま
す。特に、「ロータリーは自分のためになるんだ」と
いうことがわかった時は、続けたいと思えた瞬間とな
りました。
　話は変わりますが、この数年、入会間もない皆さん
から、ロータリーがおもしろくない、という話をよく
聞きます。このことは、我々ロータリアンが真剣に向
き合わなければいけないことだと思っていますが、な
ぜおもしろくないのか。その理由は２つあると考えて
います。まずひとつは、ロータリーのことを知らない、
そして知る機会が少ないからだと思います。ロータ
リーの基本理念について理解をしないで、奉仕だ寄付
だと言われても、それが楽しいはずはありません。入
会した後も、ロータリーとは何かを知る機会が殆どあ
りません。わがクラブも、年度によって新会員研修を
やったりやらなかったりですが、何もロータリーの物
知り博士になるのではなく、ざっくりとわかりやすく、
ロータリーの本質的なことを理解できる仕組みは必要
だと思います。

　ロータリーがおもしろくないと感じるもう一つの理
由は、ロータリーが自分のためになることがわかりに
くく「みんなのためになる」ことをする大切さだけが

広島西南RC卓話2

ななぜぜロローータタリリーーががおおももししろろくくなないいののかか？？

ロータリーのことを知らない

知る機会が少ない

1

「自分のためになる」ことが
わかりにくい

2

クローズアップされているからです。チョット悪い言
葉で言えば、ロータリーは奉仕奉仕、世のため人のた
め、という、その一面しか見えなくなっていることです。
　奉仕というのは世のため人のために行うもので、人
としてこれは当たり前だと考えられています。しかし、
それはチョット違うのではないか、と私は思うので
す。奉仕を否定するわけではありませんが、よくよく
考えたら、人間の本質というのはまず自分が大切で、
人様のために行動することは本来楽しいことではない
のではないか、と思うのです。
　ロータリーに入会して、意味もわからずただただ人
のためになることをしよう、と言われても、自分には
つながらないから、意欲がわかないのです。
　以上のように、新会員さんがロータリーはおもしろ
くないとおっしゃる理由は、一つはロータリーを知ら
ないで活動しているから、もう一つはロータリーが「自
分のためになる」ということが忘れ去られているから
だと考えています。
　では、なぜロータリーは「自分のためになるのか」
という話に入りましょう。
　ロータリーの創設当初、ロータリーはただの仲良し
サークルで、自分たちさえ儲かればいい、という団体
でした。まさに「利己」、自分を利することがすべて
の団体でした。そこにシェルドンという人が入会して
きて、人間は本来「利己」が大事な動物だが、「利己」
と「利他」の２つの調和を図って正しく商売をするこ
とが、結局は世の中を良くすることにつながる、と説
きました。ポール・ハリスはこれをごっそりとロータ
リーに取り込んで、「利己」と「利他」の調和をロー
タリーの奉仕のバックボーンにしたわけです。

　ロータリーの奉仕は、人にいいことをすることで
す。これは一般の奉仕と変わりはありません。しかし、
ロータリーの奉仕では、まずは「利己」という考え方
が存在していて、それがあるから「利他」との矛盾が
生じ、この２つの調和を常に考えようとする精神が成
立するのではないか、と私は考えています。今、この
「利己」の部分が見えにくくなっているわけです。
　ロータリーの奉仕は、「利他」だけでなく「利己」に
もつながる。このことは、決議23-34と言われているロー
タリーの歴史的資料にしっかり明記されています。
　「ロータリー・クラブでの社会奉仕活動は、ロータ
リー・クラブの会員に奉仕の訓練を施すために考えら
れたいわば研究室の実験としてのみこれを見るべきで
ある」
　決議23-34のタイトルは「社会奉仕に関する1923年

広島西南RC卓話3

利利己己 利利他他
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の声明」となっていて、社会奉仕だけに関する文章だ
と思われがちですが、実はロータリーの奉仕全般につ
いて書かれたものです。ですから、この記述の「社会
奉仕活動」という部分は、単に「奉仕活動」と読み替
えた方がわかりやすいと思います。すると、こういう
表現になります。

　「ロータリー・クラブでの奉仕活動は、ロータリー・
クラブの会員に奉仕の訓練を施すために考えられたい
わば研究室の実験としてのみこれを見るべきである」
　ロータリーの奉仕は「奉仕の訓練」「研究室の実験」
である。これはどういうことでしょうか。

　それは、ロータリーの奉仕は、奉仕という方法を使っ
て自分を成長させる訓練であり実験である、というこ
とです。こんなことをしたらあの人達のためになるの
ではないか、と奉仕の機会を探すことによって、人の
ためになろうとする人間としての心情が養われます。
それを実践すると、奉仕の思いを行動に移す実行力が
養われます。訓練、実験ですから、小さくてもいいの
です。あるいは失敗してもいいのです。ですから、ロー
タリーの奉仕は、その結果ももちろん大事ですが、結
果よりもむしろそのプロセスが大事なわけで、奉仕に
真剣に取り組むプロセスの中で、ロータリアンは人間
として成長していくのです。
　さて、この決議23-34にはこのような表現もありま
す。
　「ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、
それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他人のた
めに奉仕したいという感情とのあいだに常に存在する
矛盾を和らげようとするものである。」

広島西南RC卓話4

決決議議２２３３－－３３４４

職職業業奉奉仕仕派派 社社会会奉奉仕仕派派

決議２３－３４はロータリーの
奉仕を明確に定義した。

広島西南RC卓話5

決決議議２２３３－－３３４４にに見見るるロローータタリリーーのの奉奉仕仕ととはは？？

「ロータリー・クラブでの（社会）
奉仕活動は、ロータリー・クラブ
の会員に奉仕の訓練を施すた
めに考えられたいわば研究室
の実験としてのみこれを見るべ
きである…」

広島西南RC卓話6

決決議議２２３３－－３３４４にに見見るるロローータタリリーーのの本本質質ととはは？？

「ロータリーは、基本的には、一つ
の人生哲学であり、それは利己的
な欲求と義務およびこれに伴う他
人のために奉仕したいという感情
とのあいだに常に存在する矛盾を
和らげようとするものである。」

　ロータリーは人生哲学　とはどういうことか？これ
は、短期的なものではなく、一生をかけてどう生きて
いくべきかを真剣に考える人々にひとつの道筋を提供
してくれるものだということです。そして、その生き
方の基本は、「利己的な欲求と義務およびこれに伴う
他人のために奉仕したいという感情とのあいだに常に
存在する矛盾を和らげようとする」ことです。人は誰
も自分の利益が大事ですが、その「利己」という気持
ちと、本来はそれと矛盾する他人のために奉仕したい
という気持ちの両方をうまくバランスを取って生きて
いけば、大きな成長がもたらされる、と説いています。
　ロータリーって何ですか？と問われたら、一番簡単
な答えはこれです。「ロータリーは職業人が職業や社
会生活の中で利己と利他の調和を図っていくことに
よって、世の中を良くし、ひいては自分も成長させよ
うとする仕組みを提供している団体である。」という
ことです。
　このように、ロータリーは、ロータリアンが人として、
職業人として成長するための理論や仕組みを、一つの
生き方として提供してくれているのです。奉仕奉仕、
という一面のみを見ていると、これはわかりません。
　四つのテストやロータリアンの行動規範などもあり
ますね。入会時にもらった四つのテストの額、皆さん
はどこか目に付くところに掲げられているでしょう
か。規範は実践しなければ意味がありません。せっか
く提供された規範を日々意識して実践すれば、それに
よって、まさに人が変わったくらい成長できることも
あります。単純な規範ですが、その実践によってもた
らされる成長は絶大です。
　積極的に奉仕に取り組む、四つのテストやロータリ
アンの行動規範を励行する。これを10年も続ければ、
その間に実現された人間的成長は、一生あなたの財産
になるはずですし、それによって、ロータリー活動は
更におもしろくなるはずです。
　以上のように、ロータリーの奉仕には、あなたのた
めになる理論がしっかり用意されていて、ただ人のた
めになるという一般社会の奉仕とは全く異なるものだ
ということが今日の話でご理解いただけたならうれし
く思います。

　また、皆さんが新会員候補を勧誘されるときには、
是非「ロータリーは今でこそ様々な奉仕活動をしてい
るが、もともとは成長を望む職業人の集まりで、会員が
自分の職業を通して世の中を良くしていこうとする団体
だったんだよ。ロータリーに真面目に取り組めば、人と
して、職業人として、非常に成長できるから大きな財

広島西南RC卓話7

ロローータタリリーーがが自自分分ののたためめににななるる理理由由

積積極極的的にに奉奉仕仕
にに取取りり組組むむ

四四つつののテテスストト

ロローータタリリアアンン
のの行行動動規規範範

人人間間的的
成成長長
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産になるよ。是非入会してほしい」と、ロータリーが自
分のためになるという部分を是非強調してください。
　今日はまるで、新会員向けの研修のような内容に
なったかもしれませんが、会長年度に向けて準備する
中で、今日お話ししたことの重要性を強く感じました
ので、皆様にご披露しました。皆様の更に有意義で楽
しいロータリーライフに資することができましたら幸
いでございます。
　最後に、広島西南ロータリークラブの益々のご発展
を祈って卓話の〆といたします。ご清聴ありがとうご
ざいました。

第1653回例会� ５月24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
　�５月28日（土）ANAホテルで地区大会会長幹事会
開催。当日の運営協力出席回答者は11時集合。／６
月会費は例会費とガバナー準備協力金の請求なし。
６月会費が年度内最終請求、各種請求のある委員会、
同好会は必ず今週中に事務局迄連絡のこと。／例会
終了後、次年度理事役員会開催。

出席報告
　会員数�69名　出　席�49名（うちZoom出席６名）
　　　　�　　　欠　席�20名　　来　客�� 0名
　　　　�　　　ゲスト�� 2名
プログラム
優良従業員表彰
　八洲管理㈱　大上範洋　様
　初めまして。八洲管理㈱清掃サービス課の大上と申
します。この度はこのような表彰をいただきましたこと、
西南ロータリークラブ様に心より御礼申し上げます。
　それでは簡単に自己紹介をさせていただきます。
　昭和52年広島生まれ広島育ち、今年45歳のカープ
ファンです。最近はマツダスタジアムで観戦する機会
は減りましたが、カープ観戦が趣味です。また、学生
時代はサッカー部に在籍しており、サンフレッチェ広
島のサポーターでもあります。
　現在子供は３人おりまして、一番下の５歳の娘を毎
朝保育園に連れて行きそのまま出社する毎日を送って
います。
　八洲管理に入社し８年目となります。八洲管理に入
社する前は自動車のマツダの下請け工具商社に勤めて
おりました。主な業務としては、資材購買部と金額の
折衝・商品の受発注から納品・在庫管理業務まで管理
しておりました。現場では工事責任者としてマツダ工
場内の工事管理を経験した後、タイ・メキシコ工場の
立ち上げ時には輸出業務にも携わりました。タイ工場
では三次元測定器の設置完了まで現地で工事責任者と
して指揮を取っていました。
　10年程継続勤務しておりましたが、勤務過多により

体調を崩し精神面でも通院することとなり転職を決意
し、ビルメンテナンスの八洲管理に入社しました。
　ビルメンテナンス業界は初めて関わる業界で、清掃
に関しても全くの初心者からスタートしました。清掃
責任者をはじめ社員の方から清掃を一から指導してい
ただきましたが、最初は定期清掃作業についていくの
が精いっぱいでした。徐々にポリッシャー等清掃機械
を使用できるようになり、定期清掃の流れをつかむこ
とができるようになりましたが、清掃責任者と現場に
行っても指示されたことしかできない、１サポート要
員から脱却できず仕事に自信が持てないまま３年程
経った頃、宅配BOXの点検業務を任されました。
　使用された事のある方もいらっしゃると思います
が、宅配BOXとはマンションなどの１階エントラン
スにロッカーを設置し、運送業者が配達時に住人が不
在でも荷物をロッカーに入庫することで配達完了とな
り再配達の必要がなくなる便利なロッカーです。住人
にもメリットがあり、いつでも荷物を受け取ることが
できますし、また現在のコロナ禍、人と接することな
く荷物を受け取れることもあり、需要が高く数多くの
マンションに設置されています。
　その宅配BOXの点検日程調整、現場点検からメン
テナンス報告まで単独で行い、メーカー、管理会社、
警備会社と円滑な連携も取れるようになり、トラブル
発生時にも自ら解決することにより自信をつけること
ができました。
　またビルメンテナンス協会の資格として、ビルク
リーニング技能士１級や清掃作業監督者・清掃作業従
事者研修指導者・インスペクターの資格取得も自信が
つくきっかけとなりました。
　昨年、弊社社長より今以上に成長してほしいとの期
待と現場実績を認められ係長となりました。日常清掃
管理や業務スケジュール管理も任せられ、人数が足り
ない時には現場作業も出ています。
　管理者となってからは、お客様と従業員とのコミュ
ニケーションを第一に考え行動できるようになりまし
た。お客様から早急な対応や日々の清掃に感謝の言葉
を頂いたり、従業員との信頼関係も築くことができた
りして、充実した毎日を送っています。
　今年は、自身初めて立ち上げ物件の清掃担当となり、
立ち上げの大変さを痛感しました。お客様や従業員に
助けていただくことも多々ありましたが、大きなトラ
ブルも無く立ち上げることができました。
　最後に今後の抱負をお話させていただきます。今年
の夏には新たな立ち上げ物件が控えており（広島では
有数の㎡数を誇る建物）、不安と緊張と楽しみと様々
な感情を持ちながら日々の業務に励んでいます。自分
自身、今年１年間はチャレンジの年として、楽せず居
心地の悪い環境に身を置き更に成長する１年にしたい
と思っております。
　最後となりましたが、西南ロータリークラブ様のま
すますのご発展を心よりお祈り申し上げます。
　本日はありがとうございました。
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地区大会 会長幹事会地区大会 会長幹事会
地区大会記念チャリティーゴルフ大会地区大会記念チャリティーゴルフ大会 ５月28日（土）・29日（日）

ANAクラウンプラザホテル広島／広島カンツリー倶楽部八本松コースANAクラウンプラザホテル広島／広島カンツリー倶楽部八本松コース

５月の会員記念日

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

会員誕生日
宮㟢　　真　１日
田中　茂樹　３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

結婚記念日 パートナー誕生日
平石　雅史夫人　エレナ様　４日
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

創　業　月
藤田　　進　合同会社�Juho� 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

入　会　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
大江かおり　R３年
岡本　泰明　R３年
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５月10日
グループ７ガバナー補佐幹事　大井克元　オープン
例会に出席させて頂きます。また、６月12日のグルー
プ６・７合同インフォーマルミーティングへの御出
席、御協力を宜しくお願い申し上げます。

スマイルボックス

掲　示　板

６月行事予定
❖�６月７日（火）　13：45 ～
　第12回理事役員会� ANAホテル４F
❖�６月14日（火）　13：45 ～
　次年度第７回理事役員会� ANAホテル４F
❖�６月21日（土）　18：30 ～
　最終夜間例会・歓送迎会� ANAホテル３F
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　⑸�会長・幹事・会計への期末調整（繰越金調整他）
の件

　　�ＩＭ登録料全員登録、６月例会費、西南の集い委
員会補助費等

　　会長・幹事に一任する事を承認。
　⑹�事業報告書提出について
　　�委員長→理事６／１。理事・特別委員長→幹事（事
務局）６／８必着を確認

　⑺�各理事役員報告
　　�佐藤副会長：�次年度の計画のために収支の確定を

早めにお願いしたい。
　⑻�その他
　　�新入会員についての報告
　　�（三井不動産リアリティ中国　佐々木潤様、５／
24例会ゲスト６月入会予定）

次回開催日
　第12回理事役員会
　日時：�令和４年６月７日（火）13：45～
　場所：ANAクラウンプラザホテル広島
閉会挨拶　佐藤副会長

日　時：2022年５月10日　13：45 ～
場　所：ANAクラウンプラザホテル22F
出席者：根石、桒田、佐藤（克）、佐藤（二）、藤田、
　　　　漆原､ 白築、萬歳、井上、山國、河原

根石会長挨拶
議事
　⑴�６月プログラムについて
　　�６／７�「スペシャルオリンピックス日本広島開催

について」崔希美大会実行委員長
　　６／14�「委員長退任挨拶」
　　６／21�「理事・役員退任挨拶」�

以上のプログラムで承認された。
　⑵�最終例会について
　　�６／21夜間例会にての開催が承認された。
　⑶�宮本昇会員の出席義務規定・会費免除について
　　�今年度については承認、次年度については継続審理
　⑷�４月度会計報告
　　�萬歳理事からの会計報告を受ける。スマイルの余剰

金は寄付等使途を会長・幹事に一任する事を承認。

2021-20222021-2022年度　第11回理事・役員会　議事録年度　第11回理事・役員会　議事録

「３ヵ月で辞めていいから」と児玉さんに言われて入会し、早２年経ちました。悪いのは「こだまでしょうか、いいえ、誰で
も」。金子みすゞさん、引用を間違えました、ごめんなさい。１年目はコロナ禍に翻弄され、ロータリークラブの「ロ」の字も
わからないまま過ぎ去り、２年目は突如抜擢された委員長の役割を果たすことのみに専心し、瞬く間に過ぎました。次年度も、
気づけば委員長を拝命することになり、同じく役割全うに必死の１年なのだろうと思っています。ただ、ひとつ感じているのは、
必死で役割を全うしていると、ちゃんと見てくださっている方がいるということ。これを支えに、次年度もできる限りで。

世界４か国で公邸（日本大使館）料理人を10年間務めたシェフが、地元広島で2001年オープンした、
あくらさん。

さまざまな懇親会などで女性経営者の方とお話をする機会があるとき、私は必ずおすすめのお店のお話
を聞くことにしています。その時にいろんな方からおすすめと話題にのぼったのがこちらのお店。さすが
は女性経営者の皆様、間違いありません！

料理のお味はもちろんのこと、盛り付け、器、お店を切り盛りするスタッフの方の目配り・心配りにい
たるまで、完成度の高さを五感プラス心で深く感じます。

突撃してもほぼ間違いなく入れないほどの人気のお店ですので、ご予約の上ご訪問いただければ、ご満
足太鼓判です。女性には間違いなく喜ばれます(*^-^)

【胡町  ワインと旬菜  あくら】

委員会コラム
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2022年６月21日発行
　４月28日（木）「ロータリー奉仕デー�in�マツダスタジアム」が催されました。
当日の青空は、時間をかけて準備にあたられた地区公共イメージ委員長田中
さん、奉仕プロジェクト委員長岡本さんを始め、関係者の皆様の想いが雨雲
を押しのけたかのよう。2710 地区内のクラブの皆さんが各所から集い、募金
活動やアンケート活動を行いました。初めて顔を合わせる会員も多い中、ひ
とつの成果に向かって行動することとなりましたが、ここはさすがのロータ
リアン。秩序だった行動で、大きな成果を得た１日となり、参加した私個人
としても達成感に満ちた１日となりました。� （大山　修司）

編集後記



オープン例会オープン例会 ５月17日（火）５月17日（火）


