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かという印象を持っていました。
Zoomでの例会ができず休会を続けてしまうと、ロー
タリークラブとしての一体性を守ることができなかっ
たのではと思います。Zoomをご準備いただいた出席
委員会の皆さんのおかげです。ありがとうございまし
た。理事役員をはじめとして、例会や様々な活動に参
加された会員の皆様のご協力にも感謝いたします。
コロナに耐える２年間であったかと思います。ここ
で蓄えた力で、次年度はさらに大きく当クラブの活動
が飛躍しますことを祈ります。１年間本当にありがと
うございました。� （６月21日退任挨拶より）

今年度は全40回の例会のうち、８月24日の例会から
10月５日まで、９月９日の記念例会を含めZoomのみ
の例会となりました。その後クリスマス例会までの年
内はリアル例会ができましたが、１月になってからは
11日と19日の職場訪問例会を含めて休会、１月25日の
今年初めの例会から３月１日までは完全Zoom例会、
３月８日からはリアル例会となりました。
休会は２回、Zoomのみの例会が11回、27回はリア
ルでの例会、ということとなります。振り返ってみま
すと70％はリアルの例会ができておりましたが、通常
の例会ができなかった回数はもっとあったのではない

会長メッセージ

未来に活かそうロータリー
� 根石　英行

副 会 長

佐 藤 克 則
　忙しい１年でした。
　まず、会長になるための研修など、
勉強することが思いのほか多くあり
ました。まだまだ全てには追いついておりません。先
を観て、日ごろからテーマを決めて勉強しておく必要
があります。新入会員時から順次、ロータリーについ
て様々な角度から学んでいく仕組みを、事前に整備し
ておく必要もあるでしょう。
　加えて、地区の会員増強委員長も引き受けていたの
で、こちらにも手を取られました。役員の期間は、委
員、委員長、委員と３年あるのですが、仕事の内容や
引き継ぎの要領が示されておらず、苦労しました。
　私の場合、これから会長という大役が待っておりま
す。今年の経験を生かして、精一杯頑張りたいと思い
ます。どうぞよろしくお願い致します。

直前会長

佐 藤 二 郎
　直前会長の佐藤です。今年度も昨
年度に続きコロナ禍に見舞われた１
年でしたが、根石会長はじめとする
理事役員の皆様のご尽力により、諸行事を粛々と実施

されるとともに、杉川ガバナー年度を支える大役も無
事終えられことに敬意を表します。
　あまりお役にて立てませんでしたが大過なく終わる
ことができました。１年間大変お世話になりました。

幹 　 事

桒 田 博 正
　皆様のお陰をもちまして、無事、
幹事の任期を満了することができま
した。
　心より御礼申し上げます。
　根石会長から幹事の話を頂いた際には、ガバナー年
度でクラブとしての大きな行事はない、留守番みたい
なものとのお話でしたが、幹事に就任するとガバナー
年度ならではの行事等もあり、留守番はむしろ忙しい
のではなかろうかと感じたこともありました。
　ご迷惑をおかけしたこともあったかと思います。
　今年度も前年度に引き続き、例会等の運営でコロナ
の影響を受けました。
　例会をZoomのみで開催したり、予定していた事業が
中止となったりしたこともありましたが、会員の皆様
をはじめ理事、委員長、事務局のご協力をいただきな
がら、なんとか無事職務を遂行することができました。
　１年間誠にありがとうございました。

理事（クラブ管理運営委員長）

折 本 　 緑
　クラブ管理運営委員会は、「出席委
員会」、「親睦家族活動委員会」、「プ
ログラム委員会」という３つの委員

理事役員退任挨拶
６月21日　第1656回例会
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会からなり、『毎週の例会を心地よく楽しく有意義に
運営し、会員相互の親睦を図る』というロータリアン
の活動の基礎となる重要な役割を担っています。
　例会に出席して諸先輩方や異業種の方と関わること
により、仲間が増え学びを得て成長でき、そして、奉
仕活動を通じてやりがいを感じ自己研鑽となり、生き
る意味までも見出すことができること。それがロータ
リーの真髄。
　私自身、入会以来「○○長」の役割をずっと頂き、
今期も何度目かの理事でした。「楽しくなくては参加
しないし動かない」ということを身に染みて感じてお
りましたので、爆発するくらい面白くしよう！と考え
ましたが、爆発したのはコロナの方で、35周年の例会
すらオールZoomとなるほどで、思うように活動がで
きませんでした。
　このところコロナは一段落か？明るい兆しが見えて
きたように思います。この勢いに乗って、私の無念を
晴らしていただけるよう、来期のメンバーの方々に大
きなエールを送ります。
　皆さまにはZoom運営などご協力いただき、感謝の
気持ちでいっぱいです。１年間ありがとうございまし
た。

理事（公共イメージ委員長）

藤 田 　 進
　公共イメージ委員会　担当理事の
藤田です。
　今回初めて役員をさせていただき、
皆様のお世話になりっぱなしでありがとうございまし
た。
　大山さんや熊本さんのご活躍で私がやることは殆ど
ありませんで、大船に乗った気持ちでおりました。
　コロナ禍で何回か会報が合併号になりましたが、何
とか１年間恙無く務めることができました。この場を
お借りしまして、皆様にお礼を申し上げます。ありが
とうございました。
　最後になりますが、今回の理事役員の皆様、挨拶の
原稿を大山さんにお送り下さい。宜しくお願い申し上
げます。

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
しました漆原です。
　今年度の会員数は71名からのス
タートとなり、純増２名以上及び退会防止を掲げてい
ました。結果は２名の新会員の方が入会されましたが、
退会される方が７名という結果に終わりました。
　今期もコロナ過による休会やZoom例会で会員同士
のコミュニケーションがとりづらい環境となりまし
た。また、当クラブの特徴である10年会も活動を自粛

せざるを得ず、会員増強及び退会防止の活動が非常に
厳しい状況であったと感じています。その影響で会員
選考・職業分類委員会とロータリー情報委員会の活動
も思うようにできない状況でした。
　しかし後半の５月にはオープン例会が開催され、５
名のゲストの方を招待できたことは次年度の会員増強
活動につながるものだと思います。ゲストの方を紹介
していただいた方には感謝申し上げます。引き続きゲ
ストの方との繋がりを大切にしていただければと思い
ます。
　次年度もコロナ禍での活動になるかとは思います
が、規制も徐々に緩和される傾向にあり、上手に付き
合うことで会員増強も発展できるものと期待していま
す。
　１年間ありがとうございました。

理事（奉仕プロジェクト委員長）

佐 藤 暖 以 子
　奉仕プロジェクト委員会の理事を１年間させていた
だきました。
　コロナ禍で奉仕活動はなかなか実行できずに終わっ
たものが多々あります。次年度に引継いでいただけれ
ば幸いです。
　慣れない中、初めての理事で気付けないことも多く、
皆様にたくさん助けていただきました。この経験を次
に活かしていけたらと思います。
　拙い理事でしたが、１年間ありがとうございました。

理事（財団委員長）

白 築 忠 治
　財団委員長を担当しました白築で
ございます。
　２年が経過してもコロナ禍の収束
が見えない中、ロシアがウクライナに軍事侵攻した激
変の１年間でありましたが、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のご尽力に
より、皆様からも快くご協力いただいたおかげで、基
金等の寄付の目標を達成することができました。
　また、米山奨学生の楊さんのサポートをカウンセ
ラーの岡本倫明さんにしていただきました。
　この１年間ありがとうございました。

Ｓ.Ａ.Ａ.

井 上 俊 博
　S.A.A.の井上です。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するということで１年間
取り組んでまいりました。
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実施結果として、計画に従い以下を実施しました。
　１�．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を開催できるよう
推進するという方針で、食事はバイキングを止め
る等感染対策に配慮しました。

　２�．ガバナー公式訪問では、西・廿日市RCと合同
開催でも感染対策に配慮して、人数制限はある中、
他クラブ会員と交流できるように座席を配置する
など工夫しました。

　３�．予算使用状況を見て、少しでも楽しい例会にな
るよう、ささやかなプレゼントを参加者に配布し
ました。

　１年間S.A.A.の活動にご協力いただきありがとうご
ざいました。

会　　計

萬 歳 幸 治
　コロナ禍の影響で昨年度同様クラ
ブの活動が大幅に制限されたため、�収
支は予算通りの消化をみたすことは
できませんでしたが、皆様のご協力により会計の管理
は順調に推移しました。

委員長退任挨拶（６月14日
第1655回例会卓話）

出席委員会　委員長

鍵 岡  馨
　出席委員会委員長の鍵岡です。
　今期も、新型コロナウィルスの影響によりZoomで
のハイブリッド例会運営でしたが皆様のご協力で無事
に終わることができました。
　当初は慣れないZoom設定と機材の設営でバタバタ
することがあり桒田幹事、折本理事に助けを求めるこ
とが多かったですが、やっと慣れてきました。お２人
ともありがとうございました。
　１年間大変でしたけど皆様のおかげで終えることが
できました。
　本当にありがとうございました。

親睦家族活動委員会　委員長

時 岡 俊 介
　2021年度親睦家族活動委員会の委
員長の時岡です。今年度はコロナの
影響もありましたが、前年に比べて
例会はリアル開催ができたのではないかと思います。
　2021年８月の野球観戦家族会では、アルコールは
NGでしたが、会員のご家族も参加して皆で応援をし
ました。

　2021年10月の新会員歓迎例会は昼の例会を30分延長
して開催。
　2021年11月のガバナー公式訪問合同例会は広島西
RC、広島廿日市RC、広島西南RCが合同で杉川ガバ
ナーをお迎えして例会を行いました。
　2021年12月のクリスマス例会は会員家族もお招きし
て開催。軽音楽同好会の演奏やサンタからのプレゼン
ト等で盛況な会となりました。
　2022年３月は送別会を夜間で行うことができまし
た。
　総じて、コロナウイルスの影響もありましたが、リ
アルに例会を行えることができたと思います。また、
幹事、理事、委員会メンバーに支えていただき、委員
会運営を行うことができました。

プログラム委員会　委員長

谷 口 公 啓
　本年度、プログラム委員会の委員長を務めさせてい
ただきました谷口です。副委員長の岩田洋子会員、山
下哲夫会員と共に活動致しました。
　本年度のプログラムは、根石会長の方針やロータ
リー月間、会員の皆様のご要望、そして緊迫度が極端
に増した世界情勢に鑑みて組み立てました。しかしな
がら昨年度に引き続き、所謂「コロナ禍」と言うもの
の影響を受けて、通常の例会開催ができない時期もあ
り、諸々な制約を受けてしまいました。オンライン例
会では卓話の実施が現実的で無いケースがあったり、
集会への参加自粛の空気が拡がったりしたためです。
　そのような時、プログラム委員会のメンバーは勿論、
多くの会員の皆様にご協力をただき、助けていただき
ました。心より感謝申し上げます。また、事務局の近
松さんも親身になって事務方として後方支援をして下
さいました。こちらにも感謝申し上げます。
　プログラム委員長としては、至らぬ事が多々ありま
した。この場を借りてお詫び申し上げると共に、次年
度プログラム委員長の大山会員には最大限の協力をし
たいと存じます。
　今年度卓話講師を予定していたのに実現できなかっ
た、広島県知事、大物野球解説者、人気お天気キャス
ター、地元選出の若手代議士など、ご要望があれば最
大限の事はさせていただきますので、ご遠慮なくお申
し出ください。

クラブ広報委員会　委員長

熊 本 卓 司
　今年度もコロナ禍の中で、思うよ
うに行動ができなかった事。
　４月のマツダスタジアムでのロー
タリー奉仕デーの行事活動前に、会社内でコロナ濃厚
接触者になり、４月半ば～５月連休中は自宅待機状態
でした。
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　クラブの広報連絡としては、クラブホームページに
ついては田中朋博副委員長に活動内容等を手配いただ
きました。
　2021年９月に当クラブ35周年事業としまして、廿日
市市の宮島学園さまへ音楽楽器一式～イベント用催事
宣伝物一式を寄贈させていただきました。
　同年11月に、宮島学園さま寄贈に伴い、廿日市市松
本市長さまより表彰を頂きました。
　またクラブ等の催事について、広島経済誌等へ情報
提供をさせていただきました。
　ロータリーの友への投稿、マイロータリーへの登録
については、利用促進に向け会員のPR促進が図れま
せんでした。
　クラブ広報委員長としまして反省点多く、申し訳な
い限りです。
　１年間お世話になりました。
　ありがとうございました。

会報資料委員会　委員長

大 山 修 司
　１年間会報資料委員長を務めさせ
て頂いた大山です。
　入会当初より、ロータリーで何か
頼まれた時の返事は「はい！」か「イエス！」しかな
いと新藤さんに刷り込まれておりましたので、脊髄反
射的に「はい！」と返事をしてしまい、在任中はかな
り苦しむことになりました。ただ、自分なりに必死で
役割を果たしたつもりですので達成感はありますし、
時に例会などで記事のことに触れてくださる方もい
らっしゃることで、今となっては「はい！」の返事で
正解だったと思っています。次年度も、返しのついた
釣り針でがっちり児玉さんに釣り上げられ、プログラ
ム委員長ですが、最後にはやってよかったと思えるよ
う必死で努めたいと思います。力不足な点も多々あっ
てご迷惑をおかけした部分も多かったとは思います
が、１年間どうもありがとうございました。

増強委員会　委員長

上 田 直 治
　今年度、増強委員長を務めさせて
いただきました上田でございます。
今年度はコロナ禍の影響で10年会、
GM等の増強活動ができなかったこともあり、２名の
新会員を迎えるに留まりました。一方で会員同士の懇
親会などの開催も思うように行えず、残念ながら７名
の退会者を送り出すこととなりました。今年度の反省
を踏まえ、次年度は会員増強委員会の理事として皆を
引っ張っていく所存でございます。
　会員の皆様にはご協力を賜り、誠にありがとうござ
いました。

会員選考・職業分類委員会　委員長

室 㟢 雅 宣
　本年度曽里会員と荒木会員とともに
会員選考・職業分類委員会を運営して
まいりました。
　今年度は新型コロナ禍にあり、会員の増強が思うよ
うに進まず、わが委員会の出番もあまりありませんで
したが、２名の新入会員を迎えることができました。
　平岩会員につきましては、新しく食品卸売業という
部門を設けました。また、佐々木（潤）会員につきま
しては、藤井会員の後任ということで、同じ不動産取
引業に入っていただきました。
　残念ながら今年度は７名の方の退会がありました
が、次年度は大いに会員増強が図られ、職業分類表の
未充填部門が埋まっていくことを期待しております。
　１年間ありがとうございました。

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さ
せていただいた佐古です。
　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。

　実施事項
　　①�　新会員へ入会時のオリエンテーションを行

う。（３名）
　　　（岡本　泰明、大江　かおり、平岩　宏隆）
※�前年度実施をしたロータリーの理念、活動、組織、
各部をYouTubeで作成をし、広島西南ロータリー
クラブのホームページへ掲載していく計画はコロナ
禍のため実施できませんでした。
　１年間ありがとうございました。

職業奉仕委員会　委員長

小 野 　 誠
　職業奉仕委員会として、会長スロー
ガン「未来に活かそうロータリー」
を念頭に置き１年間取り組んでまい
りました。
　しかしコロナ禍で、例会の休会も多く通常通りの活
動はできませんでしたが、GMを２回、優良従業員表
彰（１名）につきましては、皆様のご協力の元に実施
することができました。
　１月に予定をしていました職場訪問例会（広島銀行
本店）は、残念ながら、オミクロン株の急速な感染拡
大により中止となりました。毎月第二例会での４つの
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テストの唱和を含め何とか予定通りの活動を行い、会
員の皆様へ生業の大切さとGMを通じて得た他社様の
情報を活かして今後も発展するよう、祈念しておりま
す。
　１年間会員皆様のご協力に感謝し、退任の挨拶とさ
せていただきます。

社会奉仕委員会　委員長

稲 田 健 二
　社会奉仕委員会の委員長をさせていただきました稲
田健二です。
　任期期間中は、コロナの影響で事業計画も二転三転
し何もできませんでした。
　進めておりました「ひゅーるぽん支援事業」も中途
半端になって申し訳ありませんでした。
　また　私自身もバタバタしてGM開催、事業参加も
できず申し訳ありませんでした。

国際奉仕委員会　委員長

長 野 　 宏
　国際奉仕委員長の長野です。
　今年度も新型コロナのため、日本
語学校の方々との交流事業はできま
せんでした。
　また、事業と致しましては、３／22にウクライナ支
援コンサートを開催させていただきました。今年度、
世界は新型コロナ・ロシアによるウクライナ侵攻等激
動の年になりましたが、一日も早くこのような事すべ
てが終息し、正常な世界に戻ることを願っております。
　どうもありがとうございました。

青少年奉仕委員会　委員長

沖 井 　 翔
　委員長として１年間大変お世話になり、ありがとう
ございました。
　コロナ禍の中、委員長としての活動がなかなか思う
ようにできないこともありましたが、先輩方に支えら
れながら、貴重な経験をさせていただきました。本当
にありがとうございました。
　ウィズコロナに向けて徐々に行事なども復活してき
ている今、次年度も幸多く明るい年度となりますよ
う、心よりお祈り申し上げます。

ロータリー財団委員会　委員長

岡 本 俊 雄
　2021-2022年度、ロータリー財団委
員会委員長を仰せつかりました岡本
俊雄です。委員会としての仕事はポ
リオプラスの支援金、年次基金寄付、ポールハリスフェ

ロー、マルチプルフェロー、ベネファクター等の寄付
金を募ること、ロータリー財団月間に卓話を実施する
ことなどです。今期も会員皆様の積極的なご支援、ご
協力で無事、目標を達成することができました。心よ
り御礼感謝申し上げ、退任の挨拶と致します。ありが
とうございました。

米山奨学委員会　委員長

平 石 雅 史
　１年間米山奨学を担当させていた
だきました平石です。
　皆様のご協力により地区の目標であ
る一人頭16,000円の目標を達成することができました。
　特に特別寄付をお願いした会員の方、ありがとうご
ざいました。
　私個人的には、委員長として卓話の機会をいただき
米山奨学のことを勉強することができました。
　１年間ありがとうございました。

戦略計画委員会　委員長

曽 里 　 裕
　本年度は地区大会の準備に奔走し、
委員会を開催できませんでした。事
業計画書の最後から２ページ目に当
クラブの戦略計画が掲載されておりますので皆さん一
度目を通しておいてください。
　願わくば戦略計画ですので次年度は最初のページに
掲載していただくようお願いして、退任のご挨拶と致
します。

西南の集い親善委員会　委員長

児 玉 栄 威
　本年度2022年４月16日に開催を予
定していた「西南の集いin広島」は残
念ながら中止となり、今年度も、静
かな委員会の活動の１年となりました。
　しかしながら、次年度こそコロナ禍も落ち着き、「西
南の集いin広島」の開催ができると思いますので、日
程等は未定ですが、準備をしっかり進めて参りたいと
思います。
　次年度も会員皆様の更なるご理解ご協力を賜ります
よう、お願い申し上げまして、退任のご挨拶とさせて
いただきます。

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。
　コロナ禍で満足な活動ができませんでしたが、本年
度は３年ぶりに有志による梅林整備を行いました。
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　柵の支柱の取り換えを主に整備しました。
　また、創立35周年記念植樹を行いました。
　コロナ禍が早く収束することを願っています。

台北新東RC親善委員会　委員長

岩 田 智 博
　本年度は、次年度での35周年記念共同事業の実施年
度でありましたが、台北新東RCが国際ロータリーへ
のグローバル補助金申請を断念され、それを受けて当
クラブも、申請を通過しておりましたが取り下げるこ
ととなりました。台北への来訪もコロナウイルスの影
響で訪問できず、台北新東の皆様との再会が残念なが
らかないませんでした。35周年記念共同事業は、台北
新東RC側で実施されているとのことです。事業報告
などはまだ入手できていません。
　昨年に続き、コロナウイルスの影響で振り回された
感じの１年でしたが、引き続き委員長に指名されてお
りますので、まず台北新東の皆様との再会と親交を実
施できるよう努めていこうと思いますので、皆様のご

理解、ご協力お願いします。
　１年間ありがとうございました。

10年会　委員長

宮 﨑 　 真
　10年会委員長の宮﨑です。本年度
も昨年に引き続き新型コロナウイル
スの影響で活動が制限され開催でき
ませんでした。
　10年会は新会員の発掘が大きな目的ですが、近年入
会者にとっても交流の場としてスムーズに西南ロータ
リークラブに溶け込んでいける装置になっていると思
います。
　幸いコロナもようやく収束しつつあり、経済活動も
再開されはじめました。次年度の山國委員長に託すよ
うになり申し訳ありませんが、今後はお手伝いする立
場でお支えいたします。
　１年間ありがとうございました。
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佐藤　克則　１日
平石　雅史　３日
谷口　公啓　12日
河原　英二　15日
宮﨑　　真　17日
折本　　緑　23日

会員誕生日
先小山英夫　１日
沖井　　翔　２日
岡本　倫明　４日
栗原　佑哉　15日
尾﨑　順也　19日
遠崎　秀一　20日

結婚記念日 入　会　月
宮本　　昇��H11年
森　　豊彦��R１年
時岡　俊介��R１年

鍵岡　　馨��R１年
大山　修司��R２年
岡田　真規��R２年

６月の会員記念日

パートナー誕生日
深谷　泰之夫人　和佳乃様　４日
長野　　宏夫人　夏　子様　10日
藤田　　進夫人　貴代美様　17日
尾﨑　順也夫人　隆　子様　19日
新藤幸次郎夫人　有　香様　27日

創　業　月
寺本　真司　㈱寺本緑化建設� S37年
漆原　健夫　㈱ぺルラ構造� H28年

井上　俊博　㈱ハイエレコン� S57年
桒田　博正　広島シティ法律事務所� H20年
宮﨑　　真　㈱ニシキプリント� S42年



第1654回例会　６月６日  
皆さん、こんにちは。
本日はお客様として、スペシャルオリンピックス
2022広島大会実行委員会から、実行委員長の崔希美様、
副実行委員長の野口隆志様、事務局から京條愛子様、
和田侑子様にお出でいただいております。ようこそい
らっしゃいました。
スペシャルオリンピックスとは、知的障害のある人
たちが日ごろの練習の成果を競いあう競技会です。都
道府県の選手団が参加する夏季・冬季のナショナル
ゲームが４年に１度開催され、第８回の夏季ナショナ
ルゲームが本年11月４日から広島において開催される
そうです。杉川ガバナーの地区方針においては、ダイ
バーシティへの理解が強調されております。知的障害
のある人たちのスポーツを通じて、その可能性を見せ
ていただくことにより、私たちの障害者に対する否定
的な固定観念や差別的態度を変え、多様性を認めつつ
違いを持った人として受け入れていくことにつなげて
いく必要があると考えます。スペシャルオリンピック
スの開催について、お話をお聞きすることにより、ダ
イバーシティの観点からロータリーや私たちに何がで
きるか考えるきっかけになればと思います。崔様、後
ほど卓話をよろしくお願いいたします。
また、小林様、例会にご参加いただきましてありが
とうございます。是非ご入会をご検討いただければと
思います。先ほど入会式を行いましたが、佐々木会員
には新会員としてご入会をいただきました。今後とも
ロータリー活動にご活躍ください。佐々木さん、よろ
しくお願いいたします。皆様、ごゆっくり例会をお楽
しみください。
さて、正義の女神のことをご存じでしょうか。西洋
では、正義や法、裁判をつかさどる神様は女神であり、
ローマではユーステイア、ギリシアではテミス、英語
ではLADY�JUSTICというそうです。今日は紹介でき
る画像を用意しておりませんが、インターネットの検
索で正義の女神と入れると、女神の画像はいくつでも
出てきますので、ご興味がありましたらご覧になって
ください。
この女神、持ち物には定番のものがありまして、片
手に剣、片手に天秤を持っています。彼女が手に持つ
天秤は「正義」を、剣は「力」を象徴し、「剣なき秤（は
かり）は無力、秤なき剣は暴力」であって、正義には
バランスと力が必要であることを表しているとされて
います。もう一つこの女神で有名なのは、「目隠し」
をしていることです。「目隠し」をしているのは、彼
女が前に立つ者の顔を見ないことを示し、法は貧富や
権力の有無にかかわらず、万人に等しく適用されると
いう「法の下の平等」の理念、公平さを表すものだと

されています。誰だかわかると公平な判断を阻害する
おそれがある、だから目隠しをすることであえて公平
を守る、ということですね。
私は女神が目隠しをしているのが当たり前、と思っ
ていたのですが、あるテレビ番組で、正義の女神像に
は目隠しをしたものとそうでないものの２種類があ
る、という話を最近耳にしました。そこで調べてみま
すと、歴史的にみると正義の女神は最初から目隠しを
していたのではなくて、女神に目隠しをすることで、
本当のことが見えていない、目隠しをした判断だから
裁判はいつも不正義なのだという裁判や裁判官に対す
る批判や嫌みとして目隠しがされるようになったとい
う背景があることを知りました。
しかしその後、フランス革命などによって法の下の
平等の理念が浸透し、正義のためには目をつぶって誰
だと気にせずに公平に裁判を行うことの重要性が強調
され、19世紀ころから目隠しをした像が主流になって
現在に至るそうです。
日本の最高裁判所の大ホールにある正義の女神像
は、広島出身で著名なブロンズ製作者の圓鍔勝三の作
品だそうです。平和公園にもいくつかの作品がありま
す。最高裁の女神像ですが、右手には正邪を断ずる剣
を掲げ、左手には衡平を表す秤を持っていますが、目
隠しはしていません。このブロンズ像は、「正義の女
神　最高裁判所」で検索すると最高裁判所のホーム
ページが出てきて画像を見ることができます。先ほど
ご紹介したテレビ番組内の話は、最高裁の女神像は目
隠しがないが誰を見ているのか、誰かを気にするばか
りで正義の裁判ができていないのではないか、目隠し
がないのは公正な裁判がなされていない象徴だという
最高裁が出したある判決に対する批判でした。
ただ、目隠しがないのは全体を見通して公正な判断
を下すのが女神の役割だからだ、目を隠すことがか
えって正義を害する、ということにあるとも言えま
す。目隠しをしなくても、公平かつ正義の裁判を行う
ことができる、という最高裁判所の気概を示すもので
あるならよろしいのですが、実際に公平な裁判がなさ
れているのか、裁判所には常に自戒が求められている
と言えます。
これで会長時間を終わります。

第1655回例会　６月14日  
皆さんこんにちは。
藤田様、ようこそいらっしゃいました。ごゆっくり
例会をお楽しみいただいて、ロータリー活動にご興味
をいただけましたら是非ご入会をご検討下さい。
さて、毎月第２例会では、四つのテストの唱和をし
ております。四つのテストは、企業経営の指標として
は極めて簡単ですが重要なフレーズの集まりです。そ
の第１は、「真実かどうか」です。四つのテストは、
最初は倒産の危機に瀕したアルミ製品の会社を立て直
す際の行動指針として唱えられたものですが、その会
社の広告は、第１のテストに照らして検討されること
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になり、広告は「最上、極上などの表現を避け、製品
の実際の姿を手短に述べる形」に変えていったそうで
す。
この真実かどうかに反する大手企業の事件が、先週
世間を騒がせておりました。大手回転寿司チェーン店
において、ウニやカニのフェアの大々的広告を行って
いたことが、おとり広告として公正取引員会や消費者
庁から指摘され、改善のための措置命令を下された、
というものであります。
不当景品類及び不当表示防止法を略して景品表示法
と言いますが、同法第５条においては、事業者は自己
の供給する商品又は役務の取引について、他の事業者
のものより優良であると誤認させるような表示、その
取引条件が他の事業者の取引よりも有利であると誤認
させるような表示、その他消費者に誤認されるおそれ
がある表示として、内閣総理大臣が指定する表示が禁
止されております。この内閣総理大臣が指定する表示
のうち、「おとり広告に関する表示」というものがあ
りまして、広告の対象となっている商品またはサービ
スについて、「取引を行うための準備がなされていな
い場合その他実際には取引に応じることが出来ないに
もかかわらず行った広告」「実際はその取引をする意
思がないにもかかわらず行った広告」が禁止されるお
とり広告として告示されています。
今回のケースでは、ウニやカニの商品が安価にて提
供されることがホームページにも掲示され、テレビ宣
伝もなされていたのに、実際の店舗では売り切れで顧
客はこれにありつけなかったことが虚偽広告であり、
ウニやカニをおとりにして店舗に客を集めたというお
とり広告と指摘されております。ただ、ホームページ
には「売切御免」とも表記されておりまして、実際に
用意したネタが売れすぎて無くなって提供できなかっ
たというだけではおとり広告と言うには厳しいと言え
ますが、行政が指摘した処分の理由となる事実では、
620の全店舗数のうち500数十件の店舗について、実際
にキャンペーン期間中に広告の商品が提供できなかっ
た日数が細かく認定されています。ウニは在庫不足に
よりキャンペーン期間中の数日間、店舗での販売を一
斉に計画的に中止していたにもかかわらず、その間も
テレビコマーシャルやホームページの広告は続いて行
われておりました。店舗では売っていない期間でも広
告を流し続けた点は明らかにやりすぎで、「取引をす
る意思がないにもかかわらず行ったおとり広告」と言
われても仕方がありません。カニについては、キャン
ペーン期間中においてほとんどの期間商品の提供がで
きていない店舗が複数存在していることから、「取引
に応ずることができないにもかかわらず行った広告」
と認定されてしまいました。
最初から羊頭狗肉で、供給不足が起きることを知り
つつキャンペーンで客寄せをしたなら許されません
が、途中でそれこそ売れすぎて販売できなくなったの
なら、キャンペーンを中止するなり、広告を停止すれ
ば良かったわけですが、そのまま続けてしまいまし

た。行政の調査による各店舗での販売状況を見ると、
営業的な見通しを誤って生じた事態というより、確信
犯的にやっていたのか、と勘ぐらざるを得ませんが、
「真実でない広告」によって堕ちた企業イメージの回
復には相当な時間が必要ではないかと考えます。四つ
のテストの第３は「好意と友情を深めるか」ですが、
好意と友情のことは原文ではgoodwill�and�friendship
となっています。goodwillの本来の意味は、商売上の
信用とか評判、のれんというものです。まさにのれん
に傷がつく事態となったものであり、有名企業の不祥
事ではありますが、あらためて四つのテストの重要性
を認識したところです。
これで会長時間を終わります。

第1656回例会　６月21日  
皆さん、こんばんは。
このあいだの日曜日、2710地区ガバナー杯野球大会
の決勝戦が開催され、当クラブのアイアイ会は健闘む
なしく準優勝となりました。今年度の最後に花を添え
ることができず残念ではありますが、まずは上田監督
以下選手の皆さんの健闘をたたえたいと思います。ポ
テンシャルのある選手がそろっていますので、来年以
降のさらなる飛躍が期待できます。
さて、2021年度もようやく本日で最終例会となりま
した。昨年の最終例会は昼間の会合でしたから、久し
ぶりの夜間、懇親を深めながらの最終例会となりま
す。先月1500人を超えていた県下のコロナ感染者数は、
現在は300人台まで減っておりますが、感染者数を気
にすることもなくなり、ウイズコロナが浸透してきて
いるように思われます。このまま特段の制約のない日
常生活が戻ることを期待したいところです。
しかしながら、この２年間のコロナ禍により、私た
ちの行動パターンは変更を余儀なくされました。そし
てコロナが日常になった後も、いい悪いは別にして、
変わってしまった生活様式は前に戻らなくなっていま
す。
例えば、デジタルトランスフォーメーションはコロ
ナに対応するロータリー活動の今年の目標の一つでは
ありましたが、ビジネスにおけるＤX化は、労働現場
自体を大きく変えつつあります。先日、NTTグルー
プが、社員の勤務を原則自宅でのテレワークとし、居
住地の制限もなくす新たな制度を７月から導入すると
いうことが報道されました。グループ主要会社の約
３万人の社員が対象で、自宅勤務を基本的な働き方と
し、これまで社員がテレワークを行う際に必要だった
会社への申告も不要で社員の居住地に関する制限もな
く、本社や支社などのオフィスへの出社を「出張扱い」
とするルールを導入するそうで、社員がより自由に働
ける環境を用意し優秀な人材の確保につなげる、とい
うことです。
これで果たして仕事になるのか、企業として生産性
向上につながるものか、見どころではありますが、反
面、このような勤務体制が続けばオフィスビルの需要
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が変わってきますし、オフィスの設備や文具、あるい
は出張や出勤による交通機関の需要が減るなど、働き
方の変更はライフスタイルや経済環境の変化につなが
ります。
また、先に閉会した国会では、民事裁判のIT化に
向けた法改正があっという間に成立しました。２年前
のコロナ蔓延の当初、緊急事態宣言下において裁判所
は２カ月間民事裁判の期日をほとんど開きませんでし
た。その時期において企業倒産件数が少なかったのは、
給付金の支給もありましたけれども、裁判所自体が開
いていないからだ、とも揶揄されていました。裁判所
に当事者が出頭して裁判官の前で話すのが原則という
裁判のやり方について、以前から電話会議という方法
がありましたけれども、それでも当事者のどちらか片
方は裁判所に行っていなければならない、という中途
半端な形が限度でした。コロナの直前に、ようやくイ
ンターネットを介したコンピュータ端末による会議形
式での裁判の導入に向け、一部の裁判所で試験的な運
用がなされようとしていましたが、コロナによって
あっという間に全国規模に広がり、試験的な運用とい
うより原則としてパソコンの会議によって進める、と
いう形になっています。それでも、尋問という手続き
はなお法廷で直接行う、というように裁判所に行く必
要がなくなったわけではありませんが、コロナがなけ

れば数年、場合によっては10年近くもかかったかもし
れない民事裁判制度のIT化の改革、改革と言っても、
紙で出していたものを基本的にデータでインターネッ
トを介してやりとりするということが中心ですけれど
も、コロナによってあっという間に進んでいきまし
た。それでも、裁判のIT化に対しては弁護士会内に
はなお強い抵抗や批判がありますが、これもコロナに
よってあっという間に変わった一つの場面です。
ロータリーの友６月号では、規定審議会についての
記事が出ておりましたが、国際ロータリーにおいては、
クラブの例会の回数を減らし、オンラインによる出席
を認め、メークアップ期間を年内とするなど、出席義
務の緩和やインターネットを活用した例会参加など、
出席義務を柔軟に考えてきた流れがあります。ネット
での参加など例会への参加方法は多様化しています
が、ロータリーの活動においても何を変え何を残すの
か、変化も必要ですが良い変化になるものかどうか慎
重に見極める必要があります。
このような厳しい時期に１年間会長をさせていただ
きましたが、手探りで至らないことも多かったことを
お詫びいたします。
これまでご協力いただき、ありがとうございました。
これで会長時間を終わります。
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例　会　記　録 シュライバーが、当時スポーツを楽しむ機会が少な
かった知的障害のある人たちに自宅の庭を開放し、ス
ポーツを通じ社会参加を応援する活動を始めたことか
ら始まりました。ユニスの姉、ローズマリーには知的
障害がありました。ユニスは活動を通じ、知的障害の
ある人たちの可能性を実現し、彼らに対する社会の否
定的な固定観念や差別的態度を変えるため、その生涯
を捧げました。
　日本では1994年にスペシャルオリンピックス日本
（以下SON）が発足し、細川佳代子氏、三井嬉子氏な
どの篤志家が歴代会長を務め、現在はオリンピアンの
有森裕子氏が理事長を務めています。SONにおいては
この活動の意義と効果を、「アスリートの健康と体力
の増進」「スポーツ技術の向上と競技経験」「地域社会
との交流」「自立への意識と自信」そして「包み込む
社会」と考えています。
　わたしたちスペシャルオリンピックス日本・広島
（以下SON広島）は13番目の地区として1998年に設立
され、現在約160人のアスリートが、県内５つの支部
で活動をしています。このたび設立以来の念願が叶
い、2022年11月４日から６日の３日間、ここ広島で
中四国初となるナショナルゲーム「2022年第８回ス
ペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・
広島」を開催できることとなりました。（2023年ドイ
ツ・ベルリンで行われる世界大会の選考会も兼ねてい
ます）
　大会スローガンは「Power�of�Smile�～だれもが輝
ける場所へ。～」であり、共生社会の実現への決意を
込めました。また大会にあたり私たちが選定したロゴ
は広島の県の木「もみじ」をモチーフにしており、垂
直に立てた葉の姿は未来志向を、放射状の葉片はこれ
から私たちが向かうべき多様性を尊重する社会をあら
わすとともに、参加者や観客のエネルギーをグラデー
ションの色調に込めました。また、広島の多様で美し
い自然、都市の賑わい、人々の躍動を多彩な色で表現
しました。
　ある大学の先生の研究では、スペシャルオリンピッ
クスの活動は、米国では90％を超える認知度がありま
すが、日本では10％に満たないと言います。そのよう
に、日本におけるスペシャルオリンピックスの活動は、
まだまだ認知度が高いとはいえません。もちろん広島
でもそうです。だからこそ、私はこの活動を、もっと
多くの方に知っていただきたいのです。
　私にとってスペシャルオリンピックスは、「未来を
想像できる場所」です。
　私自身、生まれつき障害を持った息子を授かり、出
産直後に48時間の余命宣告を受けました。子供と自分
の将来が思い描けず、長い長いトンネルのような時間
の末に出会ったかすかな光、それがスペシャルオリン
ピックスの活動でした。アスリートたちの生き生きと
した姿、なにより保護者の方々の前を向いた姿。わが
子を育て、大人になれば社会に送り出す、そんな当た
り前のことがとても難しい、障害をもつ子を育てると

第1654回例会 ６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
新会員入会式
　佐々木潤　会員
　（三井不動産リアルティ中国㈱　代表取締役社長）
　推薦者：根石英行　会員・岡本俊雄　会員
お誕生記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　�ロータリーレート変更の案内（１ドル＝130円→127
円、６月より）。／ロータリーの友誌・ガバナー月
信配布の案内。／６月21日（火）18：30 ～開催の
最終夜間例会出欠表を回覧。未回答者は回答のこ
と。／６月12日（日）14時～ G6・7合同インターシ
ティ・ミーティングをANAホテルで開催。／例会
終了後、理事役員会開催。

スマイルボックス
　杉川　聡　会員
出席報告
　会員数�69名　　出　席�50名（うちZoom出席７名）
　　　　 　　　　欠　席�19名　　来　客�� 0名
　　　　�　　　　来　賓�� 2名　　ゲスト�� 3名
プログラム
外部講師卓話
　「スペシャルオリンピックス2022広島開催について」
　実行委員長� 崔　希美　氏
　みなさまこんにちは、スペシャルオリンピックス日
本・広島の崔希美（さいひみ）と申します。
　このたびは歴史ある広島西南ロータリークラブ様に
て貴重な卓話のお時間を頂けますことを、心より感謝
申し上げます。本日は当会活動の意義と本大会の概要
について、お話をさせていただこうと思います。
　はじめに、スペシャルオリンピックスとは、知的障
害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその
成果の発表の場である競技会を、年間を通して提供し
ている国際的なスポーツ組織であり、「オリンピック」
「ジュニアオリンピック」と並び、オリンピックと正
式に呼称される世界的な活動です。
　現在は世界200を超える国と地域で、約570万人の知
的発達障害のある人と、110万人以上のボランティア
が参加しています。実施競技数は29競技あり、スペシャ
ルオリンピックスではこれらのスポーツ活動に参加す
る知的障害のある人たちを、「アスリート」と呼んで
います。スペシャルオリンピックスの複数形は、大会
に限らず、日常的なスポーツトレーニングから世界大
会まで、様々な活動が年間を通じて、世界中で行われ
ていることを意味しています。
　この活動は、1968年、故ケネディ大統領の妹ユニス・
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を開催。
出席報告
　会員数�69名　　出　席�50名（うちZoom出席３名）
　　　　 　　　　欠　席�19名　　来　客�� 0名
　　　　�　　　　ゲスト�� 1名
プログラム
委員長退任挨拶

第1656回例会 ６月21日
18：30～21：00　ANAクラウンプラザホテル広島

最終夜間例会＆歓送迎会

ＲＯＴＡＲＹ
杉川ガバナー・佐々木地区代表幹事へ記念品贈呈
ホーム例会出席100％表彰（記念品贈呈）
　�桒田博正　会員・根石英行　会員・
　小野　誠　会員�・尾﨑順也　会員・
　白築忠治　会員・佐藤二郎　会員・
　佐藤克則　会員
ホーム例会１回欠席　出席敢闘賞（記念品贈呈）
　井上俊博　会員
協力賞（記念品贈呈）
　折本　緑　クラブ管理運営委員長・
　鍵岡　馨　出席委員長
スマイル大賞（記念品贈呈）
　熊本卓司　会員
会長時間
幹事報告
　�今月は期末月につき、当月中会費振込みのお願い。
／７月会費は７月19日予算決算承認後の発送予定。
同好会半期会費請求がある場合はメンバー表を７月
12日迄に連絡のこと。／７月プログラムは、７月５
日理事役員就任挨拶、７月12日委員長就任挨拶・ク
ラブ協議会、７月19日予算決算報告、７月26日直前
会長・新会員卓話。対象者は当日の挨拶準備と月報
用原稿を送付のこと／６月29日（水）18：30 ～ガ
バナー・地区役員慰労懇親会を開催。／次週は休会、
新年度は７月５日（火）例会からスタート。

出席報告
　会員数�69名　　出　席�54名　欠　席�15名
プログラム
理事役員退任挨拶

いうこと。障害児から障害者となって大人になる息子
を、障害を持たない上の子２人と同じように社会に送
り出して良いのだと、スペシャルオリンピックスに関
わる保護者の皆さんの姿から、教えられました。
　私たちスペシャルオリンピックスは、スポーツを通
して、同じ目標に向かって努力する場を知的障害のあ
る人たちを中心につくり、人と人とのつながりと感動
の共有をとおして、すべての人が互いの違いを超えて
互いの長所を認め合い幸せを共有できる優しい社会、
だれ一人取り残されない共生社会の実現を目指し、こ
れからも努力してまいります。
　みなさまの温かいご支援とご協力を、どうぞよろし
くお願い申し上げます。
　本日は皆さまの大変貴重なお時間を頂き、本当にあ
りがとうございました。
　＊�大会規模：全国47地区より900人のアスリート、の
べ4,000人のボランティア、のべ１万人の観客、全
体でおよそ１万６千人の動員を計画しています。

�　�　競技は陸上、バドミントン、バスケットボール、ボ
ウリング、馬術、サッカー、柔道、競泳、卓球、テニ
ス、フライングディスクの11競技と、１つの自転車デ
モンストレーションを実施します。
　�　会場は、開会式閉会式をグリーンアリーナ、各種目
をエディオンスタジアム、広島経済大学、日本製鉄ア
クアパーク、中央森林公園など、広島市内を中心にし
つつ、呉市、三原市、北広島町にて行います。大会組
織としては、大会顧問として湯崎広島県知事、松井広
島市長、新原呉市長、岡田三原市長、箕野北広島町長
と開催各市町村の首長にすでに就任して頂いており、
また大会参与として、広島商工会議所池田会頭、呉商
工会議所神津会頭、三原商工会議所森光会頭にご就任
いただいております。

第1655回例会 ６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
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　�６月21日（火）夜開催の最終夜間例会の回答期限は
本日迄。／６月29日（水）夜開催のガバナー・地区
役員慰労懇親会の出欠リストを回覧。未回答者は回
答のこと。／６月は期末決算月につき、期日迄に会
費振込みのこと。／例会終了後、次年度理事役員会
開催。／次週は18：30 ～最終夜間例会・歓送迎会
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新会員挨拶　―――――――――
三井不動産リアルティ中国　佐々木と申します。
前任の藤井に代わりまして、４月よりこちらに
参りましてまもなく３か月が経ちます。
この度はこのように歴史ある広島西南ロータ
リーに加入させていただき、ご挨拶させていただ
きます時間をいただき、大変ありがたく御礼申し
上げます。
ご存知の通り、弊社は三井のリハウスというブ
ランドで、市内で５センター不動産の売買・賃貸
の仲介を行っております。
また、ご利用いただいている方も多かろうと存
じますが、緑色の看板の時間貸し駐車場、三井の
リパーク。最近では「カレコ」というブランドでカー
シェアリングにも力を入れておりまして、この周
辺にも約30台のクルマをお貸ししています。ワン
ボックスからスポーツカーまで幅広い車種をご用
意しておりますので是非、レジャーやビジネスに
ご活用ください。詳しくはHPをご覧ください。
広大跡のHITOTOタワーの販売も弊社で行って
おります。
こちらに赴任する前は、首都圏にて資産家向け
の相続対策と個人向け収益物件、事業用不動産の
売買仲介を行っておりました。
５月24日の根石会長のお話にもございました、

「相続税対策に不動産はいかがですか？」というコ
ンサルティング営業の部門長でございました。
誠意ある営業を継続した結果、大きな成果を上

げることができました。（ということにしておいて
ください。）
私は現在、単身赴任でこちらに参っております。
東京の中野という街に妻と23になる長女、今年大
学に上がった息子、それに母がおります。生まれ
も育ちも東京というお話を申し上げますと、皆さ
ん異口同音に「佐々木さんはジャイアンツファン
ですね？」とご質問をお受けします。「イエ、イエ」
「ファイターズです。パ・リーグは」とお答えする
と、皆さん安堵の表情を浮かべられます。今年は
弱いからでしょうか？
交流戦でファイターズがマツダスタジアムに参
りました。水曜、木曜と観戦に参りました。後楽
園球場時代からのファイターズファンですから、札
幌へ行ったことは寂しい限りですが、札幌で２度も
日本一になり、ダルビッシュ、大谷の大リーガーを
輩出し、興行的には大成功だと思っています。
来年は北広島市という街に新球場もできますの
で、カープとの交流戦は是非北広島市に見に行こ
うと考えております。
そんな私ではございますが、温かく迎えてくだ
さった皆様、ありがとう
ございます。
今後ともどうぞよろし
くお願いいたします。
簡単ですが、自己紹介
とご挨拶でございます。
ありがとうございまし
た。� （佐々木　潤）

６月７日例会

６月14日例会
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2021-2022 年度　国際ロータリー第 2710 地区2021-2022 年度　国際ロータリー第 2710 地区
グループ６・７合同インターシティミーティンググループ６・７合同インターシティミーティング

第26・27・28回第26・27・28回
ガバナー杯ロータリークラブ親善ガバナー杯ロータリークラブ親善
野球大会野球大会

６月12日（日）

６月19日（日）

IM テーマ「凛として」IMテーマ「凛として」
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　　�順調に進んでいる、締め切りまでには揃う予定と
幹事からの報告あり

　⑷�事務局職員継続雇用について
　　�来年度も従前とおり継続雇用することを承認
　⑸�５月度会計報告
　　�100万ドルの余剰金を米山奨学金に寄付すること
を承認

　⑹�各理事役員報告
　　�特になし
　⑺�その他
　　�スマイル資金からスペシャルオリンピックスに
５万円を寄付することを承認

　⑻�根石会長より皆さんへのお礼のご挨拶
　　�コロナ禍での難しい運営のなかでそれぞれが役職
を全うしたことに賛辞をいただきました。

閉会挨拶　佐藤副会長

日　時：2022年６月７日　13：45 ～
場　所：ANAクラウンプラザホテル３F
出席者：根石、桒田、佐藤（克）、佐藤（二）、
　　　　佐藤（暖）、白築、萬歳、漆原､ 藤田、河原

根石会長挨拶
議事
　⑴�６／21㈫夜間最終例会について
　　�食事は＠12,000でクラブ負担、会費請求無し
　　歓送迎会ゲストは萬歳、林本、佐々木潤会員
　　山本豊会員には通知済みで出席は未定
　⑵�６／29㈬18：30 ～地区役員慰労懇親会開催につ
いて

　　�ガバナー準備金の余剰分から支出。クラブ主催に
て調整することを承認

　⑶�事業報告書提出状況について

2021-20222021-2022年度　第12回理事・役員会　議事録年度　第12回理事・役員会　議事録

掲　示　板

７月行事予定
❖�７月５日（火）　13：45 ～
　第１回理事役員会� ANAホテル４F
❖�７月12日（火）　13：45 ～
　第１回クラブ協議会� ANAホテル３F
❖�７月30日（土）　７：00 ～
　平和公園早朝清掃� 平和記念公園

DONATION
６月 年度累計

ス マ イ ル 27,000 円 423,000 円
100万ドル 0円 392,217 円
善 意 の 箱 7,096 円 60,268 円

６月７日
杉川　聡会員　５月28、29日の会長幹事会、チャリ
ティーゴルフ大会では皆様のご協力で無事終了する
ことができました。ありがとうございます。

スマイルボックス
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2022年７月19日発行
　編集後記を描くのもこれが最後となりました。私自身コロナ禍中での入会
で、ロータリーの「仕組み」「ヒト」「委員長の仕事」全てが分からないとこ
ろからのスタートでしたが、藤田理事、宮﨑副委員長、印刷会社さんの支え
があって１年間役職を全うすることができました。これもひとえに皆様のお
力添えがあったからと本当に感謝しています。次年度の尾崎委員長も副委員
長を経ずしての委員長ですので、できる限りバックアップしていきたいと
思っています。１年間ありがとうございました。� （大山　修司）

編集後記



最終夜間例会　最終夜間例会　６月21日（火）６月21日（火）
退会の挨拶　　萬歳　幸治
　本日は私たち退会者のために盛大な送別会を催していただき、ありがとうございます。
　私がロータリークラブに入会してから35年、あっという間に過ぎ去ったような気がしま
す。
　この間色々な経験をさせていただきましたが、特に印象に残っているのは、メンバーの方々と各地に旅行
したことであります。国内はもとより、海外にも行き、楽しかった思い出は忘れることはないでしょう。
　退会後はロータリーで学んだことを残り少ない人生に活かしていきたいと思っています。
　最後になりましたが、広島西南ロータリークラブが益々発展されますように、またメンバーの皆様の御健
勝を祈りまして、簡単ですが退会の挨拶といたします。


