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第1294回例会
18：30〜21：00　ANAクラウンプラザホテル

広島西ロータリークラブ
広島廿日市ロータリークラブ
広島西南ロータリークラブ
合同夜間例会及び懇親会

開会挨拶（広島西南RC会長　田中茂樹）
　皆さんこんばんは。本年度西
南ロータリークラブ会長の田中
でございます。大変な天候変化
で体調維持に苦労しておりま
す。皆様はいかがでしょうか。
　本日は広島西ロータリークラ
ブ様には設営にあたり、大変お世話になり厚く御
礼申し上げますと共に、会員の皆様には多数のご
参加を賜わりましてありがとうございます。
　本年度西南ロータリークラブでは、会長スロー
ガンとして、「学んで楽しもうロータリー」を掲
げております。どうか皆様お気軽にメーキャップ
にもお越し頂き、楽しんで頂きたいと思います。
また本年度入会の方々もしっかりと親睦を深めて
頂きたいと思います。
　また本年西南ロータリークラブは、創立27周年
を迎えました。創立例会も、３クラブ合同例会も、
過去を振り返ってみるという日ではないかという
気がしております。広島西南ロータリークラブの
歴史を振り返りますと、親ロータリーである広島
西ロータリークラブは、1970年３月７日に創立さ
れ、初代会長の赤木渉（あかぎわたる）会長から
クラブ運営が始まりました。その後、広島西ロー
タリークラブから派生して出来たのが、1986年９
月９日に創立した広島西南ロータリークラブで、
クラブ創立に上野貞一（うえのさだいち）特別代
表がご尽力され、初代会長の西本順次郎（にしも
とじゅんじろう）会長からクラブ運営が始まりま
した。当クラブからは、1995年５月８日に当ロー
タリークラブの子ロータリーにあたる、広島廿日
市ロータリークラブが創立され、当初の広島西
ロータリークラブからクラブが拡大され現在に
至っております。
　このような歴史の中で、偉大な先輩の精神に想
いをはせながら、クラブの形式化と、マンネリズ
ムを反省し、ロータリーの原点に立ち返り、私た
ちを育てはぐくんでくれている地域社会や、自然
界に対する感謝の念を再確認しますと共に、ロー
タリアンとしての自覚に基づいて、自己研鑽の努
力をすることが、不可欠であると考えておりま

す。この努力があってこそ、クラブの存在価値は、
初めて評価されるものと信じております。
　本日は会員の皆様が、趣向を凝らした出し物を
準備して下さっている様ですので、お食事、お酒、
会話と共にお楽しみ頂けたらと思います。
　それでは、今夜が思い出の１日となります事を
祈念致し、ご挨拶とさせて頂きます。
　どうかよろしくお願い致します。
会長時間（広島西ＲＣ会長　大本和則）

　本日は、広島西南ロータリー
クラブと廿日市ロータリークラ
ブと広島西ロータリークラブの
３クラブの合同夜間例会です。
広島西南ロータリークラブの親
クラブが広島西ロータリークラ
ブであり、広島廿日市ロータリークラブの親クラ
ブが広島西南ロータリークラブです。従いまして、
親、子、孫の会合であります。
　３ロータリークラブの合同例会が催されること
は近年にないことですので、おおいに親睦を深め
ていただきたいと思います。また、各クラブの委
員会活動等の情報交換をしていただき今後のロー
タリー活動への参考にしていただければと思いま
す。楽しい時間を過ごしましょう。
出席報告

　会員数 61名　出　席 51名　欠　席 10名
　　　　　　　 ゲスト  5名
� 幹事　杉川　　聡
　７年ぶりになる、広島西ロータリークラブ、広
島廿日市ロータリークラブと当クラブの合同例会
が11月８日金曜日にＡＮＡクラウンプラザホテル
広島にて開催された。広島西ロータリークラブの
大本会長の呼びかけで実現した親・子・孫クラブ
の久々の合同例会及び懇親会であったが、大変有
意義なものであった。
　田中会長の点鐘で始まった３クラブ合同例会
は、大本会長の挨拶、幹事報告、出席報告と続き、
広島廿日市ロータリークラブの久保田会長の点鐘
で終了。続いて懇親会は、田中会長の開会挨拶で
始まり、広島廿日市ロータリークラブの久保田会
長の乾杯の音頭へと続き、楽しい懇親会が始まっ
た。アトラクションは、各クラブの音楽腕自慢が
集い、西・廿日市・西南の順で、日ごろの練習の
成果を発表した。広島西ロータリークラブ村上副
会長の閉会の挨拶では、「こんな楽しい合同例会
で有れば、毎年でも開催したいですね。」という
発言も飛出し、とても楽しい時間を過ごさせて頂
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きました。設営のご準備をして頂きました広島西
ロータリークラブの皆様に御礼を申し上げて報告
とさせて頂きます。
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第1295回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
入会式

　伊
い

藤
とう

　英
ひで

彦
ひこ

会員
　（株式会社クロマ　代表取締役）
　推薦者：谷口　公啓会員・
　　　　　佐々木　宏会員
お誕生月記念品贈呈

　橋本　幸範会員　11月２日
　大国　七蔵会員　11月25日
ご結婚記念月記念品贈呈

　村尾　博司会員　11月１日
　佐々木信幸会員　11月３日
　岡本　俊雄会員　11月３日
　河野　　弘会員　11月６日
　折本　　緑会員　11月18日
　佐藤　克則会員　11月18日
　石井　和彦会員　11月20日
　山下　哲夫会員　11月21日
　谷口　公啓会員　11月22日
　宮本　　昇会員　11月22日
�会長時間

　皆さんこんにちは。来訪者の皆様ようこそお越
し下さいました。ゆっくりと例会をお楽しみ下さ
い。
　さて、オランダから来られたご夫婦のお話しで
す。そのご夫婦は25年前に日本に１年間住んだこ
とがあり、この25年間の日本の変化には驚かされ
たとのことです。なかでも日本の多くの人が英語

を話すようになったことと日本の駅や道路、公共
施設の標識に英語が増え、外国人にとってとても
過ごしやすくなったそうです。
　日本のメディアは日本の英語教育は韓国や中国
に大きく後れをとっているように伝えております
が、日本人の海外駐在経験者はすでに200 〜 300
万人はおり、留学経験者も含め、知らず知らずの
うちに意外と日本人全体の英語力は上がっている
のかもしれません。
　一方、そのオランダ人夫婦は変わっていない点
として、「歩道が狭く、自転車専用の道が少ない
ので、自転車も走りにくいし、歩行者が危ない」
という点を指摘したそうです。皆さんご存知のと
おり、オランダは自転車大国で、7.5キロ以下の
通勤では34％の人が自転車を使っており、自動車
や路面電車を上回るそうです。国内の人の移動の
４分の１が自転車によるものという統計もありま
す。アムステルダムなどの都会でも街中の道は車
道、歩道、自動車道にきちんと区分されており、
歩行者と自転車が接触することもほとんどないそ
うです。
　今後、高齢者がさらに増えるなかで、自転車に
よけきれず、ケガをするリスクもあると考えると、
自転車専用道に大きなニーズがあるように思いま
す。自転車専用道の整備は土木分野だけでなく、
自転車メーカー、関連産業にも波及し、大きな景
気刺激効果を生む可能性があります。外国人から
見た日本は、私たちが日常的に見落としているこ
とを教えてくれるように思います。
　最後に決して、広電の電車、バス、カープタク
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シー等を使わないようにと言っている訳ではあり
ませんので、誤解なきようお願い致しまして会長
時間を終わります。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・クラブ月報・ロータリー情
報勉強会案内配布の案内。／ 2012-13年度ロータ
リー財団EREY表彰のバナーを受付に掲示。／例
会変更。／例会終了後クラブ協議会開催。／次週
11月19日（火）例会は18：30より台北新東RCとの
合同夜間例会。当日16：00より合同クラブ協議会
開催。
�委員会報告

広報雑誌委員会
ロータリーの友10月号の感想
� 児玉　栄威会員
　10月は職業奉仕月間で、10月号は職業奉仕に対
する多くの方のご意見と全国のクラブの活動記録
を中心に構成されていました。
　活動記録の中で特に印象深かったのは、因島南
中学校におけるロータリークラブの支援活動につ
いて同中学校の岡本校長先生が子供とロータリア
ンのふれ合いを温かく述べられていた記事です。
その中で日本の若者は海外の若者と比べて自分に
自信がないことを述べておられました。しかし、
卓話の泉で渡辺さんが、戦後GHQが漢字や仮名
の廃止を検討したときに日本人の識字率が97.8％
とあまりにも高いので廃止は取り止めになったと
いう逸話をご紹介されていましたが、このように
日本人には特有の素晴らしい民族性があり、勤勉
性や教育水準の高さは世界に誇れるものです。私
も日本の若者が岡本校長先生の仰る通り愛国心や
郷土愛という心を持ち、自分に自信を持つべきだ
ということに深く共感いたしました。
　次に職業奉仕についてですが、医療法人や社会
福祉法人といった目的それ自体が職業奉仕に通じ
る職種と異なり、私は営利を目的とした株式会社
の代表を務めておりますので、これまで職業奉仕
という言葉がなかなか理解できずにおりました。
今回多数の方のご意見を読んで、特に壱岐の長田
さんの寄稿文の中に幕末に日本を旅されたイギリ
ス人女性イザベラ・バードさんが日本で親切な馬
子に出会ったというエピソードが紹介されてお
り、なるほどと感じました。それは自分の落とし
た革帯を１里も戻って探しに行った馬子に対して
謝礼を払うと申し出たところ、その馬子は旅の終
わりまで無事に届けるのは当然の責任だと言って
お金を受け取らなかったというものです。このこ

とから私もお客様から受けたご依頼を最低限なも
の捉え、本当にお客様が求めていることは何かと
いうことを常に考え提供することが職業奉仕に繋
がると感じました。
　また、八代南の前田さんは自己の経営を強固な
ものとし社員やその家族の幸せを守ることが職業
奉仕に繋がると述べておられ、これもまた大変貴
重なご意見だと感じました。
　私もこうした思いで仕事に臨み、いつかは社
員・家族をシドニーに連れて行けるようにならな
いといけないと思いました。
�スマイルボックス

萬歳幸治会員　「税を考える週間」にちなんで
ガバナー補佐　井内康輝氏
ガバナー補佐幹事　中吉雄二氏（計2,000円）
出席報告

　会員数 62名　出　席 54名　欠　席  8名
　　　　　　　 来　客  1名　来　賓  2名
プログラム

会員卓話
「ロータリー財団について」
� ロータリー財団委員長
� 末廣浩一郎会員
　ロータリー財団委員長の末廣
です。11月は財団月間というこ
とで、卓話を仰せつかりました。ただ、私自身、ロー
タリー財団という組織についてまだそれほど知見
が深くありません。そこで、今回は８月に開催さ
れた地区指導者育成セミナーで受けた財団のプロ
グラムからお話をさせていただきたいと思いま
す。
　まず最初に、2013年のRI規定審議会の報告が
ありましたから、この中からいくつか紹介しま
す。まず、クラブ運営関係では、幹事を理事会メ
ンバーとするという事と、副会長とSAAは役員
にするか役員以外とするか選択できるようになっ
た事、クラブ会長は少なくとも１年以上当該クラ
ブの会員であることが必要である事、同一クラブ
への２回目の入会金を免除する事などが採択され
ています。また、出席関係では、健康上の理由に
よる欠席が最長12 ヶ月まで認められ、これは出
席率の計算に含まないとされた事や、出席免除の
65歳以上という年齢制限が廃止されています。
　特に興味を引いたのは次の会員資格で、家族の
世話のために仕事をしたことのない人や仕事を中
断した人についても、正会員として入会を認める
という採択です。つまり、例えば専業の主夫や主
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婦であっても、ロータリーに入会できるとされた
のです。これで、我が西南の会員数も一気に倍増
する可能性があるということでしょう。また、Ｅ
クラブは地区に２つまでとされた制限が廃止さ
れ、地区協議会が地区研修協議会に名称変更がさ
れています。また、地区の人員について、１地区
1200名から1100名に変更されています。運営関係
では印刷されたロータリー雑誌については郵送に
よる印刷物か電子版かいずれかを選べることとな
りました。財務関係ではRIの人頭分担金が増額
されており、会員の皆様の負担が増えそうです。
　最後に、決議案の中からは、RLIがRIの公式参
加の組織又は常設プログラムとする決議がされて
います。また、「ロータリーの綱領」の第２項が
示す価値観についてロータリーの職業奉仕の指針
であることを認識し、職業に生かすという決議も
なされています。この数年、毎年RIの規定審議
会の結果を見ていますが、特に職業奉仕等のロー
タリーの理念や価値観に関連する議決は日本のク
ラブから提案されている数が多いと思います。つ
まり、日本のロータリークラブは、このような理
念や価値観に敏感だということなのだろうと思い
ます。これは、日本に古くからある日本的な商道
徳が、ロータリーの理念や価値観に馴染みやすい
ということがあるのではないか、と考えています。
　さて、財団の話に戻りますが、既に皆様もご存
知のとおり、ロータリー財団の補助金は「未来の
夢」が導入され、12種類あった補助金が「新地区
補助金」「グローバル補助金」「パッケージ・グラ
ント」の３種類になりました。ロータリー財団の
資金は、毎年、その年の３年前の年次基金と年間
の恒久基金運用益の合計額の１／２がＤＤＦ（地
区財団活動資金）とされ、残りの１／２がＷＦ（国
際財団活動資金）とされます。
　このうち、ＤＤＦの資金の最大50％が新地区補
助金となり、残りの最大50％からロータリー平和
センター、ポリオプラス、災害復興基金等のＤＤ
Ｆが行っている寄贈資金を差し引いたものが、グ
ローバル補助金となります。
　新地区補助金はＤＤＦ（地区財団活動資金）の
50％迄を、財団の使命を支えるクラブや地元のプ
ログラムへ配分するもので、比較的短期のプロ
ジェクトを想定しています。
　これらの新地区補助金とグローバル補助金の年
間未使用分は次年度のＤＤＦに繰り越されます
が、この繰り越し分は新地区補助金には使うこと
ができないということになっています。つまり、

新地区補助金は、３年前の年次基金と恒久基金の
年間運用益の最大１／４までの金額となるという
ことです。
　新地区補助金の申請、使用、報告には細かな規
定と書式が整えられていますので、サンプルをご
覧下さい。また、実際に当クラブが申請して、承
認された新地区補助金の申請書の写しもご覧下さ
い。最終的には新地区補助金の使用結果について
最終報告を提出することとなっていますが、一番
気になるのは補助金の使われたプロジェクトの成
果を数値で算定しなければならないという部分で
す。新地区補助金を利用したいプロジェクトは、
必ずしも数値化に馴染まないものもあるのではな
いかと思いますので、ぜひ地区での柔軟な運用を
お願いしたいところです。
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第1296回例会
18：30〜20：30　ANAクラウンプラザホテル

台北新東RCとの合同夜間例会・懇親会

ROTARY
会長時間

　皆さんこんばんは。本日お越し頂きました台北
新東ロータリークラブ様におかれましては、前日
の賀茂川荘での懇親会、本日の合同クラブ協議会、
合同夜間例会と大変多くの方にお集まり頂き誠に
ありがとうございます。
　台北新東ロータリークラブ様とは、創立以来、
大変お世話になっております。今夜もごゆっくり
して頂きまして、親睦が深まればと思いますので、
どうぞお楽しみ頂ければと思います。
　今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜わります
様、何とぞよろしくお願い申し上げます。
出席報告

　会員数 62名　出　席 50名　欠　席 12名
　　　　　　　 来　客  2名　来　賓  4名

写真を裏表紙に掲載
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とより、皆様に喜んで頂ける様頑張ります。ご指
導宜しくお願い申し上げます。ご出宝致します。
田中茂樹会員　本日は沖田ガバナー、斎藤随行幹
事、井内ガバナー補佐、中吉ガバナー補佐幹事に
お越し頂き、ご指導賜れます事に感謝いたしまし
て、出宝いたします。
遠崎秀一会員（1,000円）　当社発行の月刊誌

「グッドゴルフ」に荒木先生からゴルフと健康を
テーマに記事を頂きましたので、皆様にもご拝読
頂ければと思います。又、年間購読もお待ちして
おります。
芝楽会の結果（合同コンペ）
　１位　田村英樹会員
　　　　 11月16日　芝楽会　スコア90で優勝し

HD11に昇進しました。当日は広島西RC、
廿日市RCとの合同コンペでもあり、楽
しく過ごさせていただきました。

　２位　河野　弘会員
　３位　山本春男会員
出席報告

　会員数 62名　出　席 50名　欠　席 12名
　　　　　　　 来　客  2名　来　賓  4名
プログラム

ガバナー公式訪問
� RI第2710地区ガバナー
� 沖田　哲義氏
　皆様、こんにちは。
　2013-14年度当地区ガバナー
の沖田哲義でございます。所属クラブは下関ロー
タリー・クラブでございます。本日は広島西南
ロータリー・クラブの皆様に温かくお迎え頂きま
したことを、まずもって衷心より御礼申し上げま
す。
　また、去る10月５日から７日にかけて行われま
した地区大会には、貴クラブから24名という多数
の登録を頂きました。大変にありがとうございま
した。お陰様で、無事地区大会を終えることがで
きました。更に、貴クラブは、地区大会におきま
して、21回目の米山記念奨学会功労クラブの賞を
受賞されました。誠におめでとうございました。
　また、今年は、大会２日目の本会議で、あのよ
うなパネルディスカッションを初めて行いまし
た。評判は大変良いようですが、時間不足のため、
パネラーの各会長さんには、「欲求不満」が残っ
たようでした。このため、いずれ何らかの形で続
編を行い、皆様にもその内容をご披露したいと
思っていました。しかし、時間がなくなりました。

11
� 26

第1297回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

それでこそロータリー
�連続出席100％

　22年……曽里　　裕会員
　16年……杉川　　聡会員・木村　恭之会員
　15年……村尾　博司会員
　11年……根石　英行会員
　10年……田渕　昌孝会員・山本　春男会員
　３年……久保慎太郎会員
　２年……橋本　幸範会員・對馬　久子会員・
　　　　　桒田　博正会員
会長時間

　皆さんこんにちは。本日は沖
おき

田
た

ガバナー、斎
さいとう

藤
随行幹事、井

い

内
ない

ガバナー補佐、中
なか

吉
よし

ガバナー補佐
幹事にお越し頂き誠にありがとうございます。
　ガバナーには地区内の全クラブを訪問され、更
にたくさんの行事に参加され、ロータリー発展の
ためご尽力されている姿には、ただただ敬意を表
する次第です。本日は何卒よろしくお願い致しま
す。
　さて、先週は台北新東ロータリークラブとの合
同例会、クラブ協議会、懇親会、観光等でより一
層親睦を深めることができました。ご参加賜わり
ましたメンバーに厚く感謝申し上げます。今後と
もお互いに協力してロータリークラブ発展のため
頑張りたいと存じます。
　時間の都合がございますので、以上で会長時間
とさせて頂きます。
�幹事報告

　郵送で新会員紹介・年次総会案内・新会員歓迎
会ならびにクリスマス家族例会案内を送付済。確
認と回答を。／ 12月３日開催ロータリー情報勉
強会の案内を回覧。未回答者は記入を。合わせて
心臓病の子どもを守る会からの「フォンタンの会
　in ひろしま」後援および助成礼状を回覧。／
例会変更。／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

国際ロータリー第2710地区ガバナー　沖田哲義氏
（10,000円）　寸志
岡本俊雄会員（10,000円）　７人目の孫が誕生
しました。3,470gの元気な男の子でした。感謝の
心で出宝します。有難うございました。
山本豊会員（3,000円）　この度、11月21日（木）
第13回ひろしまグッドデザイン賞奨励賞を「広島
菜かりんとう」で頂きました。今後とも地域はも
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説の中で、「ロータリーの奉仕では、努力すれ
ばするほど、多くを得ることができます。そし
て何よりも、あなた自身の人生が一番豊かにな
るはずです。」と述べられ、また「RI会長メッ
セージ」の中でも、同様のことを述べられてい
るからであります。

　 　また、極めて重要なことですが、このRIテー
マは、RIの第２標語である、アーサー・フレ
デリック・シェルドンが提唱した「He Profits 
Most Who Serves Best」という「奉仕の実践
理論」と同じであるという点です。この点につ
きましては、平成25年５月16日に、私は、広島
におきまして直接バートン会長から確認してい
ます。その詳細につきましては、私のガバナー
月信第１号に記載していますのでご参照くださ
い。この中で、特に私が強調したかったのは、
同期のガバナーの一人が、以下のような感想を
述べられた点です。

　　 　「沖田さん、ありがとう。素晴らしい成果
です。歴史的瞬間（Moment）といっても良
いかもしれません。

　　 　シェルドンの標語を職業奉仕にだけ結びつ
け、逆に第１標語『超我の奉仕』を人道的奉
仕活動を示す言葉だとして軽視？する、特殊
日本的な議論を見直す貴重なエピソードです
ね。これから大いに利用させていただきま
す。感謝! !」

　 　これは、日本での第１標語と第２標語に関す
る非効果的な神学論争を終結させようとするも
のだと思います。そこで、私は、この際、この
本年度のRIテーマを理解するためにも、地区
内のロータリアンの皆様には、RIの第２標語
を、もう一度しっかり勉強して頂きたいと思っ
ています。ちなみに、この第２標語が現代にお
けるロータリーの対外的活動の重要な理論的支
柱であることにつきましては、PETSの際にも
お話ししました。これが正に、神学論争を終結
させようとする理論構成の一つなのです。また、
この点につきましては、私の作成しました「ロー
タリーとは」という小冊子、これには副題とし
て「ロータリー概論」とつけていますので、以
下「概論」といいますが、この「概論」や、平
成25年６月５日付の「会員開発委員会での質問
に対する回答」、以下、これを「回答書」とい
いますが、これらの中でも詳細に述べています
ので、もう一度これらをお読み頂き、ご参考に
して頂きたいと思います。

　そこで私は、新地区補助金に関する最終見解と
して、今月の13日付けで、「ロータリー研究会（パ
ネルディスカッション）用説明文　Ｒ財団夢計画
初年度の反省と対策（新地区補助金に関して）」
と題する書面を作成して、各クラブにお送りしま
した。この最終見解は、日本国内６つのパイロッ
ト地区の過去４年間（2010 〜 2014年までの４年
間）の新地区補助金採用例を全てチェックして検
討した結果に基づき論述したものです。そしてこ
の検討結果は、「日本国内６パイロット地区の新
地区補助金採用例（2010 〜 2014年までの４年間）
分析結果一覧表」としてまとめ、これも各クラブ
へお送りしました。既に皆様も、お読みになった
ことと思います。これらの採用事例には、Ｒ財団
本部から返還を求められたものは一切ありませ
ん。したがって、これらが、正に新地区補助金に
関する「グローバル・スタンダード」となってい
るのです。
　ところで、地区大会の懇親会の料理ですが、い
かがでしたでしょうか。あの料理は、私も加わっ
た大会実行委員会が２度の試食の上決定したもの
です。ですから、少なくとも「量」は十分にあっ
たのではないかと思いますし、質もそれなりのも
のではなかったかと自負しています。

第１　RIテーマと会長強調事項
　さて、私達ガバナーには、担当地区内の各クラ
ブへの公式訪問の際に、絶対に行わなければなら
ないとされている義務があります。それが、RI
会長の掲げられたRIテーマ及び会長強調事項の
伝達とその解説であります。これは、ガバナーが
当該地区におけるRIの唯一の役員だからであり
ます。
　皆様、よくご存じのとおり、本年度のRI会長は、
ロンＤ・バートンさんです。同会長の掲げられた
RIテーマ及び会長強調事項は、次のとおりであ
ります。
１　RIテーマ
　　まず、第１に、RIテーマについてです。
　 　 原 文 の 英 語 で は　ENGAGE ROTARY  

CHANGE LIVES　です。
　 　公式の日本語訳では「ロータリーを実践し、

みんなに豊かな人生を」となっています。
　 　これに私は、「ロータリーを自分の中に取り

込んで、皆さんの生き方を変えなさい。」とい
う訳文を加えています。その理由は、バートン
会長が、サンディエゴにおける国際協議会の演
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ての新たな問題を発生させたと言えるのかも
しれません。

　　 　また、正確な時期は不明ですが、この後、
RIもこの６つの重点分野を奉仕活動の優先
的な対象分野として決定したといわれていま
す。なお、奉仕の理想と６つの重点分野の関
連性につきましては、PETSの際にもお話し
しましたし、また、概論や回答書の中でも詳
細に述べていますので、時間の関係上、今回
は省略させて頂きます。

　（3 ）ロータリー・ファミリーを通じたネット
ワークの強化

　　 　第３に、ロータリー・ファミリーを通じた
ネットワークの強化についてです。

　　 　このロータリー・ファミリーとは、文字ど
おりロータリアンの家族を含みますが、それ
以外にも、ロータリーと関係する団体や個人
など全てを含みます。例えば、IAC、RAC、
RCC、学友会などです。

　　 　この必須項目としては、以下のいずれか、
または両方を達成することとされています。

　　　① 　その一つが、全てのクラブ会員とその
家族が参加する親睦活動または奉仕活動
を少なくとも１回行うことです。

　　　② 　二つ目が、地元地域の奉仕プロジェク
トにおいて、ロータリー以外の団体と協
力することです。ちなみに、このロータ
リ以外の団体とは、ロータリー・ファミ
リーの団体を含みます。

　以上が、RIテーマとRI会長強調事項です。

第２　RIテーマとガバナー信条等との関係
　次に、私の掲げました地区のガバナー信条、以
下、「ガバナー信条」といいますますが、これ等
とRIテーマとの関係を整理してご説明しなけれ
ばならないのですが、時間の都合上割愛させて頂
きます。この部分は、既にいろいろな形で発表し
ていますので、それらをご参照して頂きたいと思
います。
　そこで、運営の重点方針の一つにいついてご説
明します。

（1）RIの奉仕活動とＲ財団の補助金活動の一元化
　 　それが、RIの奉仕活動とR財団の補助金活動

の一元化です。以下、両活動を総称して「ロー
タリー活動」といいます。この一元化の必要性
につきましては、既に何度も述べておりますが、
ロータリー財団に対するアレルギーを取り除

２　RI会長強調事項
　 　次に、RI会長強調事項についてです。この

事項は、以下のとおり、３つあります。
　　①　まず一つ目が、会員増強の推進です
　　② 　二つ目が、ロータリー財団を通じた人道

的奉仕の充実です。
　　③ 　三つ目が、ロータリー・ファミリーを通

じたネットワークの強化です。　そこで、
以下、この３つの強調事項に関する必須項
目につきまして、ご説明致します。

　（1）会員増強の推進
　　 　まず第１に、会員増強の推進についてです。
　　 　この必須項目としましては、「入会希望者

を増やし、会員を維持することにより、７月
１日から３月１日までの間に、会員を少なく
とも１名純増させる。」こととなっています。

　（2）ロータリー財団を通じた人道的奉仕の充実
　　 　第２に、ロータリー財団を通じた人道的奉

仕の充実についてです。
　　 　この必須項目としましては、「地元または

海外で、少なくとも１つのロータリー重点分
野に関連する奉仕プロジェクトに参加する。」
こととなっています。ちなみに、ロータリー
の重点分野とは、次の６つの重点分野であり
ます。

　　　①　平和と紛争予防／紛争解決
　　　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　経済と地域社会の発展
　　 　この６つの重点分野は、ロータリー財団の

４つの使命である、①「健康状態の改善」・
②「教育への支援」・③「貧困の救済」・④「世
界理解・親善・平和の達成」の４つを具体化
したものといわれています。このロータリー
財団の使命は、2007年のRI理事会で決定さ
れたといわれています。それ以前の規定では、
以下のとおりとなっていました。

　　 　即ち、「ロータリー綱領とロータリーの使
命を遂行し、かつ世界理解と平和を達成しよ
うとする国際ロータリーの努力を支援するこ
と」という文言が存在していたのです。とこ
ろが、これが削除され、今の述べましたよう
な新たな４つの使命となったのです。この削
除が、RIとＲ財団との間で新たな垣根を作
る結果となり、地区補助金の対象範囲に関し
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が、これも時間が押し迫りましたので割愛さ
せて頂きます。

第３　広島西南ロータリークラブの特色について
　次に、広島西南ロータリークラブの特色等につ
きまして、本年度の事業計画を中心にしながら、
要点のみ私の感想を述べさせて頂きます。
１　クラブ運営方針について
　（1 ）田中茂樹会長は、クラブ運営方針に関する

会 長 テ ー マ と し て、「 学 ん で　 楽 し も う 
ロータリー」というスローガンを掲げておら
れます。

　（2 ）私は、1989年３月に下関ロータリークラブ
へ入会しました。その年のRI会長は、ロイ
ス・アビーという方でしたが、翌年度即ち
1989-90年の会長は、ヒュームＭ・アーチャー
という方でした。アーチャー会長は、その年
のテーマとして、「Enjoy Rotary」という
キャッチフレーズを掲げられました。当時私
は、ロータリーに入会したばかりで、右も左
も分からない状態でした。そのような時に、
ロータリーを楽しもうと言われたのですか
ら、只ひたすら困惑するばかりでした。この
Enjoy Rotaryが、田中会長のテーマの後半
部分だと思います。

　　 　あれから、24年が経過し、私もガバナーに
なりました。この年になりますと、「Enjoy」
という意味が、少しだけですが分かるような
気がします。それは、正しくないかも知れま
せんが、「心の余裕」ではないかと思うので
す。私たちは、共通の価値観として、奉仕、
親睦、多様性、高潔性、リーダーシップとい
う５つの価値観を持っています。しかし、こ
れらは全て、心に余裕があることがその前提
だと思うのです。

　　 　その意味で、田中会長が、「楽しもうロー
タリー」という言葉を選択されたのは、実に
意味深長だと思います。しかし、更に田中会
長は、「学んで」という言葉をその上に付け
ています。ここに私は、田中会長の「強い意
志」を感じます。大変素晴らしいテーマだと
思います。

　（3 ）田中会長のこのような強い意志は、先程の
テーマの次に、具体的な目標と、各委員会に
対する詳細な活動内容を指示している点でも
明らかになっています。大変力強く感じまし
た。

き、未来の夢計画を確実に遂行するためのもの
であります。この詳細についきましては、概論
の別紙21をご一読ください。また、この一元化
につきましては、次の３点を考えています。

　　ア 　その一つが、意識面と組織面での一元化
です。

　　　 　この意識面といいますのは、ある事業を
行う場合、その資金の出所を、クラブに求
めるのか、あるいはＲ財団に求めるのか、
それとも全く違う第三者に求めるのかとい
うように、奉仕活動と補助金活動の違いを、
単なる財源の相違程度として気楽に考えよ
うじゃないかというものです。

　　　 　また、組織面といいますのは、ある事業
を行う場合、常に、あるいは又必要に応じ
て、奉仕プロジェクト部門とＲ財団部門が
共同して企画をするという柔軟な組織の構
成であります。

　　　 　更に、最近気がついた重要な点ですが、
それは、活動分野の一元化です。本来両活
動とも同じ分野でなければならないはずで
す。しかし、ロータリー財団の4項目の使
命が存在する以上、我が国のような先進国
における「街造り・街興し」事業は、どう
してもRIの奉仕活動に持って行かざるを
得ないのではないかと思うようになりまし
た。その場合、財源の確保が問題となりま
す。この点は、今後も十分に議論する必要
があると思います。また、これに関連する
ご説明も、既に地区大会で行っています。

　　イ 　二つ目が、従前のロータリー活動の分析
と評価です。

　　ウ 　三つ目が、望ましいロータリー活動の研
究と提言です。

　 　なお、今述べました二つ目と三つ目につきま
しては、地区大会前と地区大会で一応発表致し
ました。前者が地区指導者育成セミナーでの私
の基調講演と、地区大会前に各クラブに配布し
た、アンケート調査を集計したところの「2002
〜 2012　奉仕プロジェクト活動状況調査」報
告書です。そして、後者が「ロータリー活動の
具体的事例発表と将来のロータリー活動」とい
う題のパネルディスカッションでした。これに
は、「RIとR財団の活動内容における相関関係」
図と「委員会組織図一覧表」を参考資料として
おつけしました。

　（2 ）これ以外の運営の重点方針は５つあります
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　（3）社会奉仕
　　 　次に、社会奉仕についてです。これにつき

ましては、以下の４つの事業を揚げられてお
られます。

　　　①　貴クラブ記念樹のメンテナンス
　　　②　小学生によるカヌー体験の支援
　　　③　点字カレンダーの作成支援
　　　④　東北被災地紙芝居プロジェクト
　　 　いずれも、素晴らしい事業ですので、是非

実現して頂きたいと思います。特に④につき
ましては、本年度の新地区補助金が付与され
ていますので、確実に実行して頂きたいと思
います。

　（4）青少年奉仕
　　 　次に、青少年奉仕についてです。これにつ

きましては、子供の心臓病についての講演会
への協力と、津田こどもの家の子供への支援
が揚げられています。これらも素晴らしい事
業ですので、是非継続して頂きたいと思いま
す。

　（5）国際奉仕
　　 　次に、国際奉仕についてです。これにつき

ましては、以下の５つの事業を揚げられてい
ます。

　　　① 　国際奉仕についての新たなプロジェク
トの策定

　　　② 　台北新東RCとの間での「創立30周年
記念共同事業」の協議

　　　③ 　２月の世界理解月間でのプログラムの
実施

　　　④　未来の夢計画の理解の深化
　　　⑤　広島国際センター日本語教室への支援
　　 　この中で、①と④は関連すると思いますの

で、Ｒ財団委員会としっかり協議して新たな
プロジェクトを策定して頂きたいと思います。

　（6）Ｒ財団
　　 　次に、Ｒ財団の補助金事業についてです。

これにつきましては、本年度は東北支援の紙
芝居プロジェクトが新地区補助金対象事業と
なりました。来年の３月の申請、これは新た
なプロジェクトになるかもしれませんが、是
非これもご検討頂きたいと思います。同時に、
グローバル補助金の申請も是非ご検討頂きた
いと思います。

　（7）米山記念奨学会
　　 　次に、米山記念奨学会についてです。これ

につきましては、奨学生のカウンセラーを宜

２　組織面について
　 　次に、組織面について申し上げます。
　 　この点につきましては、会員数が57名（これ

は期首の人数です。現在では５名増員され62名
となっています。）という中規模のロータリー
クラブですが、実にうまくCLPを活用されてい
ると思います。大変素晴らしいと思います。

３　活動面について
　　次に、活動面についてです。
　（1）クラブ奉仕
　　 　まず、クラブ奉仕関係についてです。これ

につきましては、第１に、会員増強です。純
増３名以上という目標を掲げられておられま
す。前述のとおり既に５名増員されています
が、是非ともこれ以上即ち、最終目標の70名
を達成して頂きたいと思います。第２に出席
率です。ここ10年間で100％出席が５年間も
あります。そして、昨年の平均が99.13％以
下です。田中会長は100％に拘らないといわ
れていますが、これだけの数字を残している
のですから、言える言葉だと思います。今年
も拘らずに「100％」を目指して頂きたいと
思います。ちなみに、地区全体の平均は
90.7997％です。第３に会員研修です。おそ
らく、ロータリー情報委員会が担当されるの
だと思いますが、多数の新入会員を含めた「会
員の維持」という観点からも非常に重要です
ので、十分にこれを行って頂きたいと思いま
す。第４に同好会活動です。10の同好会が存
在しています。大変素晴らしいと思いますの
で、これらの同好会の活発な活動を期待しま
す。

　（2）職業奉仕
　　 　次に、職業奉仕についてです。これにつき

ましては、他クラブと殆ど同じ内容の活動を
されています。即ち、既に行われたと思いま
すが、職業奉仕に関するフォーラムと職場例
会を中心にしたものです。本年は、是非とも「職
業奉仕の研究と深化」を更にお考え頂きたい
と思います。これにつきましては、先程から
たびたび出しております私の書きました「回
答書」を十分にご利用頂きたいと思います。
なお、優秀社員の表彰制度を検討されている
ようですが、大変素晴らしい事業ですので、
是非実行して頂きたいと思います。しかしそ
の際、何故これが職業奉仕となるかという点
につきましては、ご検討頂きたいと思います。
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しくお願いします。また、引き続きまして、
寄付の方も宜しくお願いします。

４　最後になりました。
　広島南西ロータリークラブにおかれましては、
田中会長とその素晴らしいメンバーを中心にし
て、今後増々ご隆盛になられることを御祈念申し
上げます。また、田中会長におかれましては、本
年ご存分にご活躍されますようご期待申し上げま
して、私の卓話を終わらせて頂きます。

　ご静聴ありがとうございました。

2013〜2014年度のガバナー公式訪問フォーラムが開催されました。
当日の次第は以下のとおりです。

日　時：2013年11月26日（火）13：40 〜 15：10
場　所：ANAクラウンプラザホテル３階「アカシア」

開　　会　　　　　　　　　　　　　グループ７ガバナー補佐　井内　康輝　氏
ガバナーご挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　ガバナー　沖田　哲義　氏
クラブの現状説明とテーマについて　　　　広島西南ＲＣ会長　田中　茂樹
各テーマについての発表
　①会員増強について　　　　　　　　　　　会員増強委員長　佐古　雄司
　②社会奉仕の取り組みについて　　　奉仕プロジェクト理事　徳納　武使
　③地区補助金、グローバル補助金について　財団委員長理事　平原　一彦
各テーマについて、ガバナーからコメントがあった。

講評　ガバナー　　　沖田　哲義　氏
謝辞　会長ノミニー　林本　正継

ガバナー公式訪問フォーラム開催
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DONATIONDONATION
11  月 年度累計

ス マ イ ル 58,000 円 467,000 円
善 意 の 箱 8,140 円 58,920 円
100万ドル 55,401 円 257,286 円

掲　示　板

12月行事予定
❖ 12月３日（火）
　13：45〜　第６回理事役員会 ANAホテル4F
　18：30〜　ロータリー情報勉強会
 ホテルJALシティ広島
❖12月10日（火）18：30 〜
　新会員歓迎会 広島グランドインテリジェントホテル
❖12月24日（火）17：30 〜
　月報編集会議 ANAホテル4F
１月行事予定
❖ １月例会は１月７日（火）から開始
 （12時開場バイキングの食事）
❖１月７日（火）13：45 〜
　第７回理事役員会 ANAホテル4F
❖１月14日（火）13：45 〜
　第４回クラブ協議会 ANAホテル4F

　11月23日、24日、下関市において2710地区の
RYRAが下関東RCの協力の下、開催され、当ク
ラブ推薦の大段壮史さんを含む73名の青少年（18
歳から30歳まで）と50名を超えるロータリアンが
参加しました。初日は赤間神宮と市内の韓国商店
街地区で開かれていたリトル釜山フェスタの見学
の後、広島経済大学中村克洋教授によるリーダー
のための会話技法の講演、梅光学園大学倉本明教
授による幕末期における下関を巡る歴史について
の講演があり、これらの研修結果を踏まえて、青
少年は10のグループに分かれ、国際交流のあり方
や平和への提言についてグループごとに討論し、

翌日に、その結果の発表がなされました。
　短時間でまとめたとは思えない充実した発表が
なされていましたが、各グループには下関東RC
クラブの会員がカウンセラーとして付き、土曜日
の夜12時まで発表の取りまとめに立ち会って指導
されていました。参加された青少年にとっては
リーダーシップの能力開発のための貴重な機会に
な っ た と 思 い ま す。 下 関 東RCク ラ ブ で は、
RYRA開催に当たって、30数回にわたり準備会を
開き、カリキュラムを完成されたそうで、同クラ
ブの会員の皆さんに心から敬意を表したいと思い
ます。

RYRA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）報告

青少年奉仕委員長　根石　英行

橋本　幸範　２日
大国　七蔵　25日

村尾　博司　１日
佐々木信幸　３日
岡本　俊雄　３日
河野　　弘　６日
折本　　緑　18日

佐藤　克則　18日
石井　和彦　20日
山下　哲夫　21日
谷口　公啓　22日
宮本　　昇　22日

会員誕生日 結婚記念日

11月の会員記念日

パートナー誕生日

入　会　月 創　業　月

佐々木　宏夫人　伸子様　20日
曽里　　裕夫人　麻美様　23日

岩田　智博　Ｈ21年
伊藤　英彦　Ｈ25年

林　　暢也　三井不動産リアルティ中国㈱ Ｈ４年
徳納　武使　福徳技研㈱ Ｓ41年
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西南ロータリー　何でもコラム

Ⅰ．マイナンバー制度
　税の分野では、現在消費税・相続税の増税に関心が集まっていますが、もう一つ注目されている
のが、マイナンバー制度についてであります。これは、かつて国民総背番号制といわれていたもの
です。
　正式名は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で平成
25年５月24日に大きな反対もなく参議院を可決成立しました。

Ⅱ．どんな制度か
　１　 番号については、新たに国民一人ひとりに12桁の番号を採用し、現在複数の機関が使用して

いる「番号」、「記号」等の情報を紐付け、分散管理する。
　２　利用範囲は、税制と社会保障制度及び災害対策に限って採用する。
　３　情報の悪用防止には、制度上の保護措置とシステム上の安全措置がされることになっている。
　４　 導入時期　平成27年秋頃まず新しい「番号」を各人に通知し、平成28年１月以降に順次利用

が始まることになっています。また導入から３年後に見直しが予定されています。

Ⅲ．予想される効果
　１　社会的公正
　　　①　所得税・地方税の所得の把握、社会保障の各種給付の正確性
　　　②　社会保障と税との関連が密になり、ごまかしがきかなくなる。
　　　③　生活保護費の不正受給防止
　　　④　低所得者に消費税増税の際など所得に応じて税金を返すことも可能になる。
　２　利便性
　　　①　自分の年金や所得税はいくらか等が一括で確認できる。
　　　②　マイナンバーのカード１枚あれば、年金手帳、健康保険証などに使える。
　　　③　高額医療を受けた時、一旦本人が自己負担額を全額支払う必要がなくなる。
　３　事務軽減
　　　①　事務手続きの簡素化、負担軽減、事務処理のスピードアップ

Ⅳ．今後の行方
　法律実施後、税務調査はどう変わるか、情報漏れ等の懸念は払拭されているか、関心が集まって
います。
　また、今後社会的公正、利便性、コストの軽減等の要望により、この制度の利用拡大が求められ
ることになった時、各々の個人情報の開示限界は、上着を脱ぐまでか、下着姿まで我慢するのか、
素裸になってもかまわないのか問われる時が将来やってくるような気がします。

マイナンバー制度について
萬　歳　幸　治
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日　時：2013年11月８日　17時00分〜 18時15分
場　所：ＡＮＡクラウンプラザ広島
出席者：田中・林本・曽里・杉川・室崎・山本・
　　　　宮本・徳納・平原・久保・岩田・杉本

・会長挨拶（田中会長）
　先週はパスト会長会があった。またいろんなこ
とが報告できると思う。今日は３クラブ合同例会
がある。宜しくお願いします。
・議事
①合同幹事会・合同事務局運営委員会報告
� （杉川幹事）
　資料参照。特になし。
②パスト会長会報告（田中会長）
　次次年度の会長が木村恭之会員に決定した。創
立30周年実行委員会の委員長は山下哲夫会員にお
願いすることになった。
③2016-17年度ガバナー推薦についてのお尋ね
� （杉川幹事）
　2710地区のガバナーは例年　山口県→広島市→
山口県→広島市以外の広島県　の順番に選出して
きた。2016年は広島中央ロータリークラブから推
薦が出た。ガバナー補佐もグループ７の７ロータ
リークラブで順番に回しているが2016年は広島中
央ロータリークラブの順番になる。両方一度にや
るのは大変なので広島中央ロータリークラブの次
の順番の広島西南と交代することになるかも知れ
ない。
　30周年実行委員会もあるので忙しくなる。
④新会員候補（宮㟢氏・田中氏）について
� （杉川幹事）
　ニシキプリントの宮㟢さんとザ・メディアジョ
ンの田中さんに入会頂けることになった。12月入
会予定。職業分類は宮崎さんが印刷業、田中さん
が出版業。
⑤�12月プログラムと行事予定（新会員歓迎会他）
について（室崎理事）

　資料参照。
⑥地区補助金管理セミナーについて（杉川幹事）
　全４回のセミナーに参加すると補助金の受給資
格ができる。…財団委員会で参加、会費はクラブ
負担。
⑦�台北新東ＲＣ来訪・合同例会・合同クラブ協議
会について（杉川幹事）

　11月18日　午後５時　ホテルグランヴィア集合

　　　　　　賀茂川荘歓迎会
　11月19日　午前10時ぐらい　宮島口集合
　　　　　　宮島観光同行
　　　　　　午後４時　ANAクラウンプラザホテル
　　　　　　クラブ協議会　懇親会　２次会
　　　　　　　　尺八と琴の演奏（¥50,000.−）
　11月20日　午前６時　ANAクラウンプラザホテル
　　　　　　見送り
　　　そのまま空港まで同行　田中、林本、杉川、宮本
　広島西南ロータリークラブの負担
　　18日賀茂川荘での飲み物代
　　19日の２次会費用
　　18日賀茂川荘からのバス代
　　全部で50万円ぐらいの予算
⑧�AG来訪のクラブ協議会と、ガバナー公式訪
問・クラブフォーラムについて（杉川幹事）

　12日に行う。発表予定の３名は月曜日までに原
稿提出。
　できればパワーポイントなどで作成してほしい。
⑨10月度会計報告（杉川幹事）
　資料参照。
　台北予算は管理費の接待・交際費　¥250,000.−、
スマイルボックスの国際奉仕から出金を予定。
⑩各理事役員報告（各理事）
平原理事　寄付の件は末廣さんと奥田さん。
室崎理事　 出席率は100％。プログラムは２月以

降がないので紹介お願いします。
久保理事　特になし。
宮本理事　会員増強のお願い。
徳納理事　東北支援とカンボジア頑張ります。
山本理事　フランス旅行報告。
⑪その他
　来週の広島西ロータリークラブの例会にスマイ
ルで田中会長訪問。
　３クラブ合同例会の御礼。
　西南つながりの会（京都西南提唱）の窓口は曽
里直前会長にお願いする。……了承
　やるのであれば特別委員会を作った方がよい。
・ 次回開催日は12月３日（火曜日）13：45からで

す。
・閉会の挨拶（林本副会長）
　今月は合同例会、ガバナー公式訪問など忙しい
と思いますが無事に出来るよう協力宜しくお願い
します。

2013-2014年度　第５回理事・役員会　議事録
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編集
後記

広島西南RC　10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）

氏　名 1 8 15（休会） 22 29 出席率
名 宇田　　誠
1 荒木　　攻 ○ ○ ○ △ 100％
2 萬歳　幸治 ○ ○ ○ ○ 100％
3 平原　一彦 △ ○ ○ ○ 100％
4 林本　正継 ○ △ ○ ○ 100％
5 平石　雅史 ○ △ ○ ○ 100％
6 橋本　幸範 ○ △ ○ ○ 100％
7 林　　暢也 ○ ○ △ ○ 100％
8 石井　和彦 ○ ○ ○ ○ 100％
9 池久保光治 ○ ○ ○ ○ 100％

10 岩田　智博 ○ ○ ○ ○ 100％
11 梶本　尚揮 ○ ○ ○ ○ 100％
12 木村　恭之 ○ △ △ ○ 100％
13 久保慎太郎 ○ ○ ○ ○ 100％
14 河野　　弘 ○ ○ ○ ○ 100％
15 桒田　博正 ○ △ ○ ○ 100％
16 三好　清隆 ○ ○ ○ ○ 100％
17 村尾　博司 ○ ○ △ ○ 100％
18 宮本　　昇 ○ ○ △ ○ 100％
19 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ ○ 100％
20 三浦　彰夫 ○ ○ ○ ○ 100％
21 森田由美子 ○ ○ △ ○ 100％
22 宮本　晋一 ○ ○ ○ ○ 100％
23 根石　英行 △ ○ ○ ○ 100％
24 仲田　淳嗣 △ ○ ○ ○ 100％
25 岡本　文治 ○ ○ × ○ 75％
26 奥田　　實 ○ ○ ○ △ 100％
27 大国　七蔵 ○ ○ ○ ○ 100％
28 大野　　忠 ○ ○ ○ ○ 100％
29 小川　光博 ○ ○ ○ ○ 100％
30 岡本　俊雄 ○ ○ ○ ○ 100％

氏　名 1 8 15（休会） 22 29 出席率
31 折本　　緑 ○ △ ○ ○ 100％
32 佐々木　宏 ○ ○ ○ △ 100％
33 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100％
34 曽里　　裕 △ ○ ○ ○ 100％
35 杉川　　聡 ○ ○ ○ ○ 100％
36 先小山英夫 ○ ○ △ ○ 100％
37 佐藤　二郎 ○ ○ △ ○ 100％
38 佐藤　克則 ○ △ ○ ○ 100％
39 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100％
40 末廣浩一郎 ○ ○ △ ○ 100％
41 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100％
42 佐古　雄司 ○ ○ ○ ○ 100％
43 新藤幸次郎 △ ○ ○ ○ 100％
44 田中　茂樹 ○ ○ ○ ○ 100％
45 谷口　公啓 ○ △ ○ ○ 100％
46 田渕　昌孝 △ ○ △ △ 100％
47 遠崎　秀一 ○ ○ ○ ○ 100％
48 寺本　真司 ○ △ ○ △ 100％
49 俵　　雅之 ○ △ △ ○ 100％
50 徳納　武使 ○ ○ △ ○ 100％
51 對馬　久子 ○ ○ ○ ○ 100％
52 山本　　豊 ○ ○ ○ ○ 100％
53 山下　哲夫 ○ ○ ○ ○ 100％
54 吉田　栄壮 ○ ○ ○ ○ 100％
55 山下　幸彦 ○ ○ ○ ○ 100％
56 山本　春男 ○ ○ ○ △ 100％
57 山本　恭瑚 △ ○ △ △ 100％
58 濵田　公璽 ○ ○ △ ○ 100％
59 児玉　栄威 ○ ○ ○ ○ 100％
60 田村　英樹 △ ○ ○ △ 100％
61 幸村　憲治 ○ ○ △ △ 100％
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　一流百貨店のレストラン食材偽装
が発覚してから、またぞろ式にいた
るところで偽装が見つかり、社長会

見で頭を下げ詫びる映像がニュースで流れて
いる。
　一体全体どうなっているのうでしょうか？
　その会社がロータリー会員でないことを願
いたいが、あらためて『四つのテスト』の大
切さが思いだされます。 （仲田）

1167号 （15）
ロータリー財団月間



合同例会

懇親会

　11月15日から姉妹クラブの台北新東
ロータリークラブから多くの皆様が日
本に来られました。
　11月15日に関西国際空港に着かれ、
京都観光を楽しまれました。
　11月16日は、京都、大阪を観光され
淡路島で宿泊。
　11月17日に明石海峡大橋をご覧にな
り、続いて神戸観光を予定していまし
たが、あいにく神戸では、マラソンが
あった為、一部変更して姫路城を観光
し、岡山の湯郷温泉で宿泊されました。
　11月18日は、岡山後楽園、尾道千光
寺公園、仏通寺を回られて、竹原の賀
茂川荘に宿泊されました。
　なかでも、仏通寺の紅葉は、とても
良かったと皆さんが喜んでいらっしゃ
いました。
　賀茂川荘では、西南ロータリークラ
ブの田中会長以下14名で歓迎夕食会を
行い、楽しいひとときを過ごし、友好
を深められたと思います。
　11月19日は、宮島に渡り、西南ロー
タリークラブの田中会長以下７名で
包ヶ浦の桜、厳島神社を観光し、錦水
別荘で昼食をし、ANAクラウンプラ
ザホテルに入られました。
　合同クラブ協議会では、30周年記念
事業の協議を中心に行いました。
　ご家族の皆様には、広島の観光と
ショッピングを楽しんで頂きました。
　合同クラブ協議会後の合同夜間例
会・懇親会では、尺八と琴の音が奏で
る楽しい中で、両クラブの変わらぬ友
好が深められ、更なる親睦がはかられ
た夜となりました。
　二次会にも多くの方に参加頂き、楽
しい時間が過ごせました。
　11月20日の早朝にホテルを出発し、
台北新東ロータリークラブの皆様と、
別れを惜しみつつ、来年の台北訪問を
約束し、広島空港で見送りしました。

台北新東ロータリークラブ来日


