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す。2013 〜 2014年度国際ロータリーのロンD．
バートン会長のテーマは、「ロータリーを実践し、
みんなに豊かな人生を」です。ガバナー信条は、
奉仕活動を見直そう、「新しい奉仕活動への挑戦」
です。
　時代に対応して、R財団の夢計画が計画年度と
して確実に動いております。本年度も皆様と共に
ロータリーを学び、ロータリーを通じて多くの楽
しみ、喜びがありますことを願って、メンバー一
同頑張って参りますので、ご指導、ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。

　７月より新年度が始まりました。新メンバーを
どうかよろしくお願い致します。
　さて、2013 〜 2014年度クラブテーマは、「ロー
タリーを学び、ロータリーを楽しもう」です。ロー
タリーの中核的価値観、すなわち奉仕、親睦、多
様性、高潔性、リーダーシップです。これがロー
タリアンとしての私達を定義づけるものと聞いて
おります。これらのロータリーの価値観を地域社
会に広めようと努力しています。
　地域や社会が、ロータリアンの努力によって、
より良くなる様に行動することが求められていま
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第1278回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌斉唱　われらの生業
入会式
　濵
はま
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だ

　公
こう

璽
じ

会員
　（高野山真言宗　大師寺
　 名誉住職）
　推薦者：山本　豊会員・
　　　　　俵　雅之会員

　児
こ

玉
だま

　栄
たか

威
のり

会員
　（㈱児玉鑑定　代表取締役）
　推薦者：白築　忠治会員・
　　　　　根石　英行会員

�お誕生月記念記念品贈呈
　木村　恭之会員　７月17日
　大野　　忠会員　７月26日
会長時間
　皆さんこんにちは。2013 〜 2014年度、新年度の
第一回目の例会でございます。お客様もようこそお
越し下さいました。今年度もお気楽にお運び下さい。
　さて本日は、次週入会予定の田
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様、また
例会見学として幸
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様、米山奨学生として黄
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国
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様にお越し頂いております。どうかごゆっく
りお楽しみ下さい。

　改めまして､曽利直前会長、先小山直前幹事他、
関係者の皆様には、一年間大変ご苦労様でござい
ました。各会合では何事にも全て周到に準備のう
え、対応され立派な成果を残されました。どうぞ
今日の例会から、ゆっくりと会話を楽しみながら
食事をなさって下さい。
�幹事報告

　ロータリーの友誌、ガバナー月信、会員証、ス
マイルチケット他を配布の案内。／７月１日から
ロータリーレートが１ドル99円に変更（従前100
円）。／７月９日（火）第１回クラブ協議会案内、
７月16日（火）夜の歓送迎会案内を回覧。／７月
会費は次週の予算決算報告後に発送。同好会半期
会費を８月に請求するので、請求のある同好会幹
事はメンバー表を７月23日（火）迄に事務局へ。／
例会変更。／例会後、理事役員集合写真撮影あり。
�委員会報告

財団委員会報告（MPH受賞挨拶）
平原　一彦
　昨年度、財団理事を担当し、その役目の一つで
ある寄付について会員の皆様にお願いしました。
　米山奨学委員会の寄付は初期の目標を達成する
ことができましたが、ロータリー財団の寄付につ
きましては、我々の広報不足か、ご協力を得るこ
とができませんでした。
　目標を達成できなかった責任を取って、担当理

会長メッセージ

　学んで　楽しもう　ロータリー
� 田 中 茂 樹
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事の平原と、ロータリー財団委員長の梶本会員の
二人が寄付をさせていただきました。
　今年度は、昨年の轍を踏まないよう、財団の目的・
意義などをしっかり広報して、会員の皆様の積極的
な寄付をお願いして御礼の挨拶といたします。
�スマイルボックス

曽里裕会員（10,000円）昨年度は大変お世話に
なり、ありがとうございました。無事会長の任を終
えることができましたことに感謝し、出宝致します。
先小山英夫会員・末廣浩一郎会員・徳納武使会員
（3,000円）不慣れな大役でしたが、なんとか一
年間つとめることが出来ました。皆様のご協力に
感謝いたします。ありがとうございました。
田中茂樹会員（10,000円）本日より13-14年度
事業がはじまります。頑張りますのでよろしくお
願いいたします。
出席報告
　会員数�59名　出　席�51名　欠　席� 8名
　　　　　　　�来　客� 1名　ゲスト� 3名
プログラム
理事役員就任挨拶
� 会長　田中　茂樹
　本年度、ロンＤ・バートン
RI会長スローガン「ロータリー
を実践し、みんなに豊かな人生
を」を実現するために、沖田地
区ガバナーは、ロータリーを自
分の中に取り込んで皆さんの人生を変えなさいと
いう思いから、「奉仕活動を見直し、新しい奉仕
活動に挑戦を」と発表されています。
　私たちもメンバーが楽しく参加でき、活動でき、
来訪者も来て良かったと思える様な温かい会場設
営、交流があって初めてロータリーの友人が増え、
ロータリー活動が活発になるのではないかと考え
ます。その思いから「学んで�楽しもう�ロータ
リー」をクラブスローガンに掲げました。今年度
も前年度同様頑張って参りますので、全スタッフ
をどうかよろしくお願い申し上げます。

� 会長エレクト・副会長
� 林本　正継
　今年度、副会長を務めさせて
いただきます林本でございます。
　この一年間で、しっかりと
ロータリーの心と会長心得を学
び、しっかりと準備をして参ります。
　どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　　　　直前会長　曽里　　裕
　昨年度は大変お世話になり、
ありがとうございました。直前
会長はクラブ運営の継続性をス
ムーズに保つため、過去のクラ
ブ運営に関する経緯等を報告す
るアドバイザー的存在ですから、その立場を踏ま
えて田中会長を補佐して参りたいと思います。本
年度もよろしくお願い致します。

� 幹事　杉川　　聡
　本年度、幹事を仰せつかりま
した　杉川　でございます。２
回目の幹事となりますが、初心
に帰り、精一杯頑張らせて頂き
ますので、どうぞ宜しくお願い
申し上げます。
　本年度は、田中会長の「学んで　楽しもう　
ロータリー」をテーマとして、奉仕委員会を中心
に、きちんと奉仕活動を実施し、その上で、会員
相互間の懇親が今まで以上に図れるような運営を
して参りたいと思っています。また、30周年を３
年後に控え、台北新東RCとの共同奉仕事業の企
画立案も今年度中にはしておきたいと思います。
それと、会員の増強も大きなテーマですので、当
初掲げた目標を達成できるよう、メンバー全員を
巻き込み頑張って行きたいと思っております。
　皆様に色々とご迷惑をお掛けいたす場面もあろ
うかと思いますが、田中会長・林本副会長・杉
本・岩田副幹事と力を合わせ、ミスの無いように、
精一杯頑張りたいと考えております。１年間　宜
しくお願い申し上げます。

� 会計　石井　和彦
　会計担当の石井でございます。
　田中会長のクラブ運営が円滑
に行えますように、幹事、事務
局との連携を密にとり、会計の
立場から協力して参りたいと
思っています。
　適正な予算執行が行われますように、精一杯努め
て参りますので、１年間宜しくお願い申し上げます。

� 理事（クラブ管理運営委員長）
� 室﨑　雅宣
　クラブ管理運営委員会の理事を担当することに
なりました、室﨑でございます。この委員会は、
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親睦家族活動委員会・プログラ
ム委員会・出席委員会の３つの
委員会で構成されています。
　まず親睦家族活動委員会は、
名前が長く使いづらいので、正
式名称としては残して、通称と
して、今年度は親睦委員会と呼ぶことにいたしま
す。この委員会は、河野委員長以下６名で運営し
ていきますが、昨年度の親睦の経験者がそろって
おり、田中会長が望んでおられる「楽しい例会・
親睦の会」を開催するにふさわしい、まさにうっ
てつけの人事となっております。楽しいいろいろ
な会を企画開催したいと思いますのでどうかご期
待ください。
　プログラム委員会は平石委員長以下３名で運営
いたしますが、委員長は２度目ということでたい
へん強力な委員会となりました。月間テーマの卓
話はもちろんのこと、その他興味のある外部卓話
等たいへん楽しいプログラムを企画していけるこ
とと思います。
　出席委員会は、遠崎委員長以下３名の構成です
が、もともと西南ロータリークラブの会員の皆様
の出席意識はたいへん高く、従来通り100パーセン
トを維持できると確信しています。もしも休会者
や病欠者がでても、95パーセント以下になること
はないと思いますので、その点安心しております。
　以上３つの委員会を運営してまいりますが、ロー
タリーは、親睦と奉仕ということで、一方の大切な
役割を担っております。どうか皆様のご協力をいた
だきながら、この１年を頑張って運営していきたい
と思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

� 理事（クラブ広報委員長）
� 山本　恭瑚
　初めに広報の理事に任命され
ましたが、私の一番苦手な部

こ

分
と

です。言葉を文字にしたら文章
を作ることが不得意です。
　今年度、私はさいわいRCCの方でテレビ出演
もしており、いろいろなマスコミ関係者を知って
いるという事で、広くロータリークラブ、我が西
南ロータリークラブの活動を細かく広報していく
役目だと思います。
　前年度に引き続き、会報は月報とし、ホームペー
ジを皆様にみていただけるよう、充実させていき
ます。ロータリーの友へも投稿し、クラブ活動の
推進に貢献します。

　会報委員長、對
つ

馬
しま

会員、仲田、桒田
　広報雑誌委員長　橋本会員、山本（春）、谷口
　皆様の色々な情報や協力をいただきながら、こ
の７人で運営していきます。
　よろしくお願いします。

� 理事（会員組織委員長）
� 宮本　　昇
　皆様、会員組織委員会・理事
を拝命頂きました宮本です。田中
会長の会長方針に基づき、新入
会員の勧誘に全会員の力を頂き
ながら取り組んでいきますので宜しくお願いします。
　又、新入会員の教育と退会防止の為にも定期的
にロータリー情報委員会主催のGMへの参加を開
催します。
　最後になりますが元気で明るい田中会長を男に
する為に、より楽しく魅力的なロータリークラブ
になるよう、会員相互のコミュニケーション作り
に全力を尽くす事を誓います。

� 理事（奉仕プロジェクト委員長）
� 徳納　武使
　本年度奉仕プロジェクト委員
会は会長方針に基づき、奉仕活
動を通して、学んで楽しめる
ロータリー活動を行います。
　新世代委員会は継続事業を通して、次世代を担
う人材を養成の一助になる活動を行います。
　社会奉仕委員会は青少年に関する事業および社
会奉仕に関する事業に会員が積極的に参加する意
義を見出し、参加率向上を図ります。
　また、より多くの会員家族が参加するような事
業になるように計画・実行を行います。
　また、東北まち物語紙芝居化100本プロジェク
トの支援で、被災者の心のケアを行うことで、東
北復興支援を行います。
　職業奉仕に関しては奉仕プロジェクト委員会内
で勉強会を開催して委員会メンバーがまず職業奉
仕の理念について理解することに努めます。
　一年を通して、職業奉仕に関して会員卓話をす
ることで職業倫理の大切さを勉強いたします。
　国際奉仕に関しては新たな継続事業の模索を行
います。
　奉仕部門はそれぞれの委員会メンバーを固定し
ないで、より多くの委員会メンバーで事業に取り
組めるようにいたします。
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　スマイル委員会については、奉仕部門の活動を十
分理解しながら、資金集めを行うことといたします。
　本年度、参加することが楽しくなる、そんな奉
仕活動を行いたいと思います。

� 理事（財団委員長）
� 平原　一彦
　財団委員会には、ロータリー
財団委員会と米山奨学委員会が
あります。
　ロータリー財団委員会は、委
員長に末廣会員、副委員長に梶本会員、米山奨学
委員会は、委員長に奥田会員、副委員長に萬歳会
員という陣容で一年活動します。
　財団委員会の主たる目的は、会員の皆様から自
発的な「寄付」をお願いすること、その為には、
会員の皆様に財団の活動についてご理解を頂くこ
とと思います。
　そして、寄付したお金を財団補助金として活用
するプロジェクトを、関係委員会と協力して開発
することにあります。
　ロータリー財団は、「世界でよいことをしよう」
という理念の下に生まれて、国際ロータリー（RI）
が国際的規模で行う様々な奉仕活動を財政面で支
援しています。
　また、米山奨学委員会は、日本の学校や研究機
関で学んでいる留学生を支援し、留学生との交流
を通じて国際理解と親善を深めていることをご理
解いただきたいと思います。
　具体的な活動につきましては、両委員長が事業
計画で詳細にご報告されますので、担当理事とし
て、両委員会と力を合わせて年度目標を達成する
よう頑張りたいと思います。

� S. A. A. 　久保慎太郎
　今年度S. A. A.を拝命致しま
した、久保慎太郎です。
　S. A. A.となり、まだ何も分
からないまま今年度が始まりま
した。
　分かってきた頃には、１年が過ぎ、任期を終え
る頃なのだろうと思います。
　それまで色々あると思いますが、副S. A. A.の
山本豊会員、林会員と一緒に頑張っていきます。
　田中会長はメリハリのあるクラブの運営をした
いとおっしゃられています。
　例会もメリハリのあるものにしていきたいと

思っております。
　また会員の親睦が深まるよう工夫し、楽しく参
加・活動できる例会になるよう頑張りますので、
皆様方もご協力をお願い致します。
　１年間よろしくお願い致します。

� 副幹事　杉本　清英
　今年度副幹事を担当します杉
本です。
　まだ副幹事を担当するには若
輩ですが精一杯頑張ります。
　今年度の副幹事は昨年に引き
続き岩田さんと一緒に２名体制で行います。
　例会の司会は岩田さんがメインでして下さるの
で私は裏方の雑用担当、宴会担当です。今年度の
田中会長は楽しいロータリーを目指しておられる
ので飲む機会が増えそうです。身体を壊さないよ
うに努めたいと思います。
　田中会長と杉川幹事の無理な要求にも耐えなが
ら１年を乗り切りたいと思いますので、皆様のご
協力宜しくお願い致します。

� 副幹事　岩田　智博
　本年度副幹事を拝命した、岩
田でございます。
　今日は、就任あいさつのこと
より、司会のことでいっぱい
いっぱいです。
　昨日、初めて前副幹事の徳納さんより司会の引
継を受けたので、今日はどうしようと思っていま
したが、何とかなりました。
　本年度の副幹事を拝命し、一つだけ自分で目標
を決めました、それは１年間、司会を休まず、や
りきろうと決めました。例会を休まないというこ
とにもなりますが、頑張ってやり切りますので、
よろしくお願いします。
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第1279回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
�物故会員黙祷

　広島城南ＲＣ　古村　良雄会員
　（オフィス　コムラ　代表）
　６月29日ご逝去。
�結婚記念月記念品贈呈

　橋本　幸範会員　７月２日
　梶本　尚揮会員　７月６日
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文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機
にある。こうした「食」をめぐる環境の変化の中
で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な
食生活を実現することが求められるとともに、都
市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関す
る消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域
社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環
境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並び
に食糧自給率の向上に寄与することが期待されて
いる。
　国民一人一人が「食」について改めて意識を高
め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活
動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関し
て信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力
を身に付けることによって、心身の健康を増進す
る健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、
学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、
食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せ
られている課題である。
　さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、
海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢
献することにつながることも期待される。ここに、
食育について、基本理念を明らかにしてその方向
性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推
進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた
め、食育基本法が制定されたという内容でした。
�幹事報告

　2013-2014年度事業計画書、会員手帳、新会員の
ご案内、2012 〜 2013年度収支決算報告書配布の案
内。／例会変更。／例会終了後クラブ協議会開催。
�スマイルボックス

杉川聡会員（10,000円）７月６日に創立50周年
を迎えさせて頂く事が出来ました。これも皆様の
お陰様と心より感謝致します。これからも宜しく
お願い致します。BOXに粗品を入れさせてもら
いました。ご笑納頂ければ幸いです。
濵田公璽会員（チケット１冊）再入会をお許しい
ただき、会員の皆様の友情に感謝！これからもよ
ろしくお願い申し上げます。合掌。
児玉栄威会員（1,000円）この度新しく入会させ
て頂きました。どうぞよろしくお願い致します。
佐藤二郎会員・俵雅之会員・田村英樹会員
（3,000円）田村会員の入会で、2013 〜 2014年度
スマイル委員会三名がそろいましたので、本年度
のスマイルボックスが皆様の善意の出宝で満され
ることを記念して出宝致します。
山本豊会員（3,000円）・俵雅之会員（3,000円）

　三浦　彰夫会員　７月13日
�MPHF表彰
　平原　一彦会員（MPHF２回目）
　梶本　尚揮会員（MPHF４回目）
入会式
　田村　英樹会員（㈱アージュ　代表取締役社長）
　推薦者：田渕　昌孝会員・大国　七蔵会員
�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、本日は選挙応援で山東昭子さんがお越し下
さり、当社が食品会社ということもあり、食育担当
委員の山東様より食育に関する内容のご紹介があり
ました。食育の資料しかご紹介できませんが、詳し
い内容は参考として掲載した資料の一部をご確認頂
ければと思います。情報としてお目通し下さい。
　21世紀における我が国の発展のためには、子ど
もたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会
に向かって羽ばたくことができるようにするとと
もに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯
にわたって生き生きと暮らすことができるように
することが大切である。子どもたちが豊かな人間
性を育み、生きる力を身に付けていくためには、
何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育
を生きる上での基本であって、知育、徳育及び体
育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、
様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」
を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する
ことができる人間を育てる食育を推進することが
求められている。
　もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要な
ものであるが、子どもたちに対する食育は、心身
の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生
涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性
を育んでいく基礎となるものである。
　一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々
忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の
大切さを忘れがちである。国民の食生活において
は、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣
病の増加、過度の痩(そう)身志向などの問題に加
え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海
外への依存の問題が生じており、「食」に関する
情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改
善の面からも、「食」の安全確保の面からも、自
ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。
　また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人
から育まれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や
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ば、様々な機会があります。様々な先入観念を与
えるよりは、純真無垢の田村さんが一番よいので
はないかとの思いがありました。
　ロータリークラブとは、ロータリアンとは、そ
の精神とは、奉仕とは、倫理とは、すぐに皆様よ
り教えて頂ける様になると思います。
　どうか真のロータリアンをめざして下さい。
　迷わず、無理せずロータリーライフを楽しんで
下さい。
　芝楽会にも早速入会して頂きました。大いに楽
しんで下さい。
　それでは、田村秀樹会員より入会のごあいさつ
をお願いします。

新入会員挨拶
� 田村　英樹
　この度大国様、田渕様のご推
薦をいただき入会をさせていた
だくことになりました田村で
す。皆様には今後ご指導いただ
きますようにどうぞよろしくお
願いいたします。
　まず先に早速、今回のご結婚記念日の贈り物に
ラポールの商品を使っていただきましてありがと
うございます。
　私は昭和50年に十和株式会社（現アスティ）に
入社し、その後営業畑を歩んでまいりました。今
年２月までの６年間東京に単身赴任していました
が、今年３月より株式会社アージュ勤務となり広
島駅前の〈ラポール〉７Ｆの事務所に勤務してお
ります。
　ロータリー入会をさせていただくにあたり、今
まで縁遠かったロータリーの精神である〈親睦と
社会への奉仕〉の実践に向けて、私なりに60歳の
良い区切りでもあり、少しでも貢献できますよう
に頑張って行きたいと思っています。
　改めてになりますが今後ともよろしくお願いい
たします。

7
� 16

第1280回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ROTARY
�連続出席100％

　田中　茂樹会員（８年）
　林本　正継会員（８年）
　三浦　彰夫会員（４年）
　森田由美子会員（３年）

この度、広島西南ロータリークラブへ、濵田公璽
様が再入会されました。山本豊会員と、俵雅之会
員が推薦いたしました。これまですばらしいクラ
ブ活動に取り組んで来られました。濵田会員の今
後のますますのご活躍を祈念し、出宝致します。
出席報告
　会員数�60名　出　席�53名　欠　席� 7名
　　　　　　　�来　客� 0名
プログラム
新入会員紹介
� 田渕　昌孝会員
　本日の例会にて田村秀樹新入会員紹介のスピー
チの栄を頂くことになり感謝しています。
　本来なら大国会員が紹介すべき所を私にやれと
親心を発揮されておゆずり頂いた次第です。
　年商約500億の高収益会社、F&A�AQUAホー
ルディング（元アスティ）の元会員木村祭氏社長
より大国会員に連絡がありました。この度の会長
就任にあたり、広島ロータリークラブからの入会
をすすめられています。本来自分としては、広島
西南ロータリークラブへ再入会したいのですがや
むを得ず永年の慣習に従い前任者の意向に沿うこ
とにしました。
　つきましては、木村祭氏会長の長年の戦友であり
１才年下のグループ貢献度筆頭の㈱アージュの代表
取締役田村秀樹社長60才を自信をもって紹介させて
頂きたいを大国会員に申し込みがありました。
　元会員の木村さんは、私と同様宇田名誉会員と
大国会員が推薦者になっています。宇田名誉会員
にもご連絡を大国会員からとって頂いております。
　４月30日全日空の22Ｆにて木村、田村ご両名と
大国さんと私の４名でお見合いの会食をしました。
本当に心落ち着く楽しい充実したひと時でした。
　続いて５月27日には、当時の曽里会長、杉本会
員増強委員長と共に田村社長の本拠である広島駅
前のラポール７Ｆへ訪問し店内全階をご案内頂き
ました。会社名は㈱アージュ、フランス語で「時
代」という意味です。英語で書けば「A�ge」です。
「いつの時代にも対応し存続できる企業でありた
い」という願いと心が込められています。
　６月30日田村会員予定者を招き「イル、グリー
ド」で大国会員と３名にて夕食を致しました。ロー
タリーについては、その多くを語りませんでし
た。何故ならロータリーとは、お届している「ロー
タリーの友」６月号、７月号の文章内容にあり又
広島西南ロータリークラブとは、素晴らしい月報
があります。読んで頂ければ充分です。入会すれ
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プログラム
委員長就任挨拶
出席委員会� 委員長　遠崎　秀一
方　針：
　ロータリーの心を学ぶ場である例会、行事ヘの
会員参加の重要性を再確認して、他の委員会とも
協力し、例会出席、行事参加を積極的に促す。
計　画：
１．�100％出席を目指す。メーキャップについて
情報提供を行う。また、インターネットでの
メーキャップ参加の紹介も行う。

２．毎月例会第４週目には連続出席者を表彰する。
３．�行事について担当委員会、幹事等を通じて例
会時に積極的な参加を促す。

親睦家族活動委員会� 委員長　河野　　弘
　親睦家族活動委員会の委員長を拝命しました河
野です。根が「まじめ」なので、このような重要
で大きな予算のついた委員会には向かないような
気がします。副委員長に小川会員、参謀に新藤会
員、他に大野会員、宮本会員、新入会員の児玉会
員の六名の選りすぐった最強メンバーでGMを繰
り返し、体の続く限り頑張ります。田中会長の方
針「学んで、楽しもう　ロータリー」を受けて、
会員全員が、楽しんで参加できる行事を委員全員
で考えて行き１年間の行事を無事こなしてゆきます。
　まずは、手初めに初めての花火観賞家族会を開
催しますが、家族が楽しんでいただくような企画
をし、「思い出の夏休み」をめざしています。ご
協力の程宜しくお願いいたします。
　私自身の力不足は否めません、皆様のご指導ご
鞭撻を宜しくお願いいたします。

プログラム委員会� 委員長　平石　雅史
　この度、プログラム委員長を拝命した平石です。
　荒木、木村両委員と本年度がんばりますのでよ
ろしくお願いいたします。
　特別月間にちなんだ卓話などは例年通りに行な
いたく思っています。
　また世相にマッチした話題を提供できる方がい
らっしゃいましたらご紹介いただければ幸いです。
　それと本年度は多くの新入会員が見込めると聞
いています。
　プログラム委員会としましても一人でも多くの
新入会員卓話が出来ればよいと願っています。
　一年間宜しくお願いいたします。

�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。また新入会員の林会員、濱田会員、
児玉会員、田村会員よろしくお願いします。続きま
して、７月30日入会予定の幸村さんにお越し頂いて
おります。どうぞゆっくり例会をお楽しみ下さい。
　さて暑い日が続いておりますが、皆様体調はいか
がでしょうか。本年梅雨明けとともに猛暑となり、
熱中症患者は例年の1.5倍に急増しているそうです。
私の若い頃には日射病という言葉をよく聞きました
が、最近は熱中症が普通になってきました。
　その大きな原因の一つは、ヒートアイランド現
象。すなわち、コンクリートとアスファルトで固
められた高層ビルによって風通しが遮られている
ためだそうですが、そういった場所の空調やエレ
ベータ等を節電しましても、電力会社10社中５社
は発電能力が90％を超えているそうです。
　また猛暑はコメにも影響しており、コメの専門家
の話では、美味しいおコメというと「新潟県南魚沼
郡のコシヒカリ」や中国地方では「島根県の仁多米」
等を思い浮かべます。東京では山形県の「つや姫」
という新品種が大人気だそうです。ところが農水省
の専門家が調査した結果は、平均して一番いいおコ
メが採れるところは北海道だそうです。意外ですが、
地球温暖化によってもみの中の胚乳、胚芽が熱中症
になってスカスカになり、最適環境が北海道になっ
てきたようです。とは言いましても北海道に引っ越す
訳にもいきませんので、広島で頑張っております。猛
暑によって、作物も変わっているというお伝えでした。
�幹事報告
　地区大会本登録のお願いを配布。合わせて仮登
録の回答を記載した回覧の案内。／本日18時30分
より新会員歓迎会を三井ガーデンホテル25Ｆ「コ
フレール」にて開催。
�委員会報告

広報雑誌委員会　橋本委員長
　友誌紹介
青少年奉仕委員会　根石委員長
　ＲＬＹＡ参加者案内
�スマイルボックス

遠崎秀一会員（チケット１枚）熊本でドラコン大
会があり、自己記録更新の372ヤードと２日目シ
ニア部門にて優勝しました。今後も精進して、日
本決勝大会に向けてがんばります。
出席報告
　会員数�60名　出　席�52名　欠　席� 8名
　　　　　　　�来　客� 1名　ゲスト� 1名
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　今後は会員が入会者へ簡単にロータリーのことを
案内できるように、パンフレットを検討していま
す。また、各委員会のGMへ積極的に副委員長と伺
い入会者情報を収集していきたいと考えています。
　皆様のご協力よろしくお願いします。

会員選考・職業分類委員会� 委員長　岡本　文治
　今年度、会員選考・職業分類委員会委員長を命
ぜられました岡本文治です。前任者白築さんのあ
とを受けて副委員長大国さんと共に頑張りますの
で、どうかよろしくお願いします。
　事業計画について申し上げます。
　先づ、当クラブの職業分類表は、先日７月２日
第一例会でお配りした通りで、目標会員数は期末
70名の予定とします。
　会員候補者については、ロータリアンとしての
適格性を公正に判断して、理事会に報告する。
　職業分類については、各会員と職業分類の変更
希望の有無を確認の上、改定職業分類表にて調整
する。

ロータリー情報委員会� 委員長　佐々木　宏
　会長スローガン“学んで　楽しもうロータリー”
を基本に新会員のみならず全ての会員に対して継続
的にロータリー情報を提供して研修を実施します。
　新会員に対しては入会時にロータリー情報を提供
し１日でも早くクラブに溶け込んでいただく。全て
の会員に対して定期的に勉強会を開催し懇親を図り
ながらロータリーに関する知識を深めていきたい。

職業奉仕委員会� 委員長　佐藤　克則
　会員一人一人が、ロータリー活動の基幹をなす
職業奉仕に積極的に取り組んで頂けるよう、今年
度職業奉仕委員会では、以下の行事に取り組んで
いきます。
１　�10月の特別月間には、10月１日例会卓話時間
で職業奉仕の実践についてのフォーラムを実
施します。

２　�10月22日の例会を職場訪問例会とし、田中食
品株式会社広島工場を訪問します。

３　�プログラム委員会と調整を図りながら、職業
奉仕について、出来るだけ多くの会員に卓話
を行って頂きます。

４　�会員企業の企業内容の紹介と、その企業活動
が社会にどう役に立っているかを学び合うた
めのＧＭを開催します。製造業、販売・流通
業、サービス業に分けて年３回行います。

広報雑誌委員会� 委員長　橋本　幸範
　広報雑誌委員会の委員長を務めさせていただく
ことになりました橋本です。
　広報雑誌委員会は，前年度の方針を引き継ぎ，
当クラブの会員の皆様が，他クラブの奉仕活動を
よりよく知り，その奉仕の精神を当クラブにおい
て共有することに努めます。また，当クラブの奉
仕活動を対外的にアピールし，ロータリー活動に
対する理解と関心を深めてもらうことにより，
ロータリー活動がより有効に行えるようにしてい
きたいと考えております。
　活動計画としましては，当クラブの奉仕活動の
記事を「ロータリーの友」へ投稿するとともに，
「ロータリーの友」の記事を委員会報告として当
クラブの会員の皆様に紹介し，マスコミにも情報
提供することを考えております。また，インター
ネットサイトを活用し，対外的・対内的広報活動
を行っていきたいと考えております。具体的な活
動内容は，今後，委員会で検討していく予定です。
　当委員会が機能的に活動するためには，奉仕プ
ロジェクト委員会をはじめとする各委員会と密接
な連携を図ることが必要不可欠ですので，皆様の
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

会報資料委員会� 委員長　對馬　久子
　クラブ会員への効果的な情報提供、クラブ活動
の推進を目標に１年間頑張ります。
　会報は昨年と同様月報とし、例会、行事等を主
に考えております。
　また、会報をホームページ上に掲載、資料とし
て保存も考えております。
　「学んで楽しんで」思い出づくりのお手伝いが
できればと思っております。
　会報委員は３名ですので、広報雑誌委員会の３
名の方々にもご協力頂き、会報の発行に頑張りた
いと思います。
　皆さんにも原稿のお願いに走りますのでご協力
よろしくお願い致します。

会員増強委員会� 委員長　佐古　雄司
　今期　田中会長より“学んで　楽しもう　ロー
タリー”のテーマに沿って会員増強に力を入れて
いきたと思っています。
　田中会長より今期末時点で会員数70名にすると
言う指示のもと　現会員60名から10名増員を目標
としています。
　また、会員の退会も同時に防止していきます。
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本語教室への支援を行う計画もしています。
　皆様のご協力、ご参加をお願いいたします。

青少年奉仕委員会� 委員長　根石　英行
　昨年度から始まった心臓病の子どもを守る会へ
の支援を行うことと、例年通り津田子どもの家の
子どもたちと交流することを行います。
　心臓病の子どもを守る会への支援の内容として
は、同会が11月頃に予定されている心臓病に関す
る講演会の開催を後援などの形で支援します。津
田子どもの家の子ども達とはボーリングと洋食マ
ナー研修の食事会を行います。
　11月に下関で行われるRYLA（ロータリー青少
年指導者育成プログラム）にもクラブの推薦した
青年と一緒に参加したいと考えていますので、推
薦をお願いします。
　森田副委員長と共に頑張ってまいりますので、
１年間よろしくお願いいたします。

スマイル委員会� 委員長　佐藤　二郎
　スマイル委員会の使命は奉仕プロジェクトの資
金を確保することにあり、今年度の目標額は
1,400,000円です。皆様に気持ち良く出宝頂けるよ
う頑張ってまいります。
　具体的には、自己申告による出宝です。仕事・
家庭・趣味等で皆様に披露したい出来ごとがあれ
ば何でも積極的に自己申告頂き皆さんに喜びを分
かち合って頂きたく、１人１件以上の自己申告を
お願いします。
　また会員の記念日の紹介等で目標額を達成して
行きたいと思います。
　今年度は俵雅之会員、田村英樹会員の三名で頑
張って行きます。どうぞ宜しくお願いします。

ロータリー財団委員会� 委員長　末廣浩一郎
　ロータリー財団委員長を仰せつかった末廣です。
　残念ながら私自身はロータリー財団についての
知見は広くも深くもありませんので、平原理事や
梶本副委員長などの先輩に教えを請いながら、事
業を進めて参りたいと思います。
　また、徳納理事と打合せをしながら、次年度の
「未来の夢計画」地区補助金の申請に向けた準備
を進めたいと思います。
　皆様にはロータリー財団に対するご協力をお願
いすることとなると思いますので、ぜひご協力を
頂きますようお願いいたします。
　では１年間、どうぞよろしくお願いします。

　　　９月12日木曜日18：30
　　　　製造業の会員から発表
　　　２月13日木曜日　18：30
　　　　販売・流通業の会員から発表
　　　５月22日木曜日　18：30
　　　　サービス業の会員から発表
５　�会員企業から優秀社員を選抜し、表彰をする制
度を設け５月22日例会卓話時間で実行します。

６　�会員企業一覧表の更新の準備を、６月末完成
を目指して進めます。

社会奉仕委員会� 委員長　寺本　真司
　2013-14年度、社会奉仕委員会の委員長をさせ
ていただくことになりました寺本真司です。平成
19年の入会以来、「そろそろかな･･、次あたりは
声が掛っちゃうのかな･･」などと、思いながら７
年目の今年、遂にその時がやってきました。
　職業柄と元来の生真面目な性格からなのか、広
域公園のウメ・宮島のサクラ（以前はあった、も
みのき森林公園の苗木）の作業にはもちろん皆勤
賞でしたので、参加されていた会員の方に、よく
担当委員会のメンバーと間違われたり、御意見を
頂戴したりして困惑したこともあったのですが、
本年度はその手腕を存分に発揮したいと思ってい
ます。
　また、「ミスター奉仕プロジェクト」の徳納理
事とはこれまでにも何度となく事業をご一緒させ
て戴いており、水保全プロジェクト・弱者に対す
る奉仕プロジェクト・東北紙芝居プロジェクト等
の支援についてもこれまで以上の内容をスムーズ
に展開していけるものと確信しておりますので、
一人でも多くの会員の皆様のご理解、ご参加、あ
たたかい友情、ご助力を賜りたいと存じますので、
よろしくお願いいたします。

国際奉仕・台北新東ＲＣ親善委員会
� 委員長　山下　幸彦
　国際奉仕・台北新東RC親善委員会の山下です。
　今年度は、山本�豊名誉委員長、村尾�博司副委
員長と奉仕プロジェクト委員会の委員で行います。
　今年の大きな計画としては、国際奉仕の新たな
プロジェクトを策定することと、台北新東RCと
の創立30周年記念共同奉仕事業の協議があります。
　これは、皆様からのご意見、ご希望が多く必要
です。是非、積極的なご参加をお願いいたします。
　また、ロータリー財団委員会と協力し、「未来
の夢計画」の理解を深める、広島国際センター日
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　さて、参院選も予想通りの自民党圧勝の結果と
なりました。これで「衆参ねじれ現象」が解消さ
れ、安倍首相の政権運営の自由度は増しました。
とりわけ注目されるのは日本経済を明るくさせた
「アベノミクス」が効果を発揮し続けるのか、勢
いを失うのか、という点です。
　世界経済を見ますと、どうも状況は楽観できませ
ん。中国に詳しい方にお話しを伺ってみると、中国
の構造問題といいますと、中国全土で高層ビルや高
速道路、空港、地下鉄などのインフラを建設し、そ
れで景気を持ち上げる体質といわれ、その建設資金
を地方政府があちこちから借り集めたため、借金が
膨らみ、にっちもさっちも行かなくなっている点に
あるそうです。そうした金はないけど工事をしたい
地方政府にお金を貸すのが「シャドーバンキング（影
の銀行）」といわれる闇の金融機関ですが、どうも地
方政府が借金を返せなくなって、破綻するシャドー
バンクが出始めているそうです。そうなりますと中
国の成長は鈍化します。日本企業は中国景気にあま
り大きな期待をしない方がいいように思われます。
　今、議論が盛り上がり始めているのは、来年４月
に予定される消費税率の引き上げです。これを実行
すれば、やはり消費には大きなマイナスとなり、景
気の腰折れ懸念が高まります。一方で、やらなけれ
ば、日本は財政赤字の問題に取り組んでいないと海
外から批判され、国の信用度が下がります。バブル
崩壊後の20数年間を見ますと、首相が財政再建を言
い出す度に景気が一気に悪化して、税収も大きく減
り、かえって財政再建が遠のくという皮肉な結果も
起きておりますが、安倍首相には私と同じで体調に
気を付けて頑張ってもらいたいと思います。
�幹事報告

　同好会半期会費の請求受付は本日迄。８月会費
請求のある同好会は早急にメンバーの連絡を。／
地区大会本登録の案内を回覧。未回答者は回答
を。／７月27日（土）花火鑑賞家族会開催。ANA
ホテル前から17時にバス出発。／例会変更。／例
会終了後、編集会議開催。
�スマイルボックス

林暢也会員・児玉栄威会員・田村英樹会員・濵田
公璽会員（5,000円）先日新会員歓迎会を開催頂
き、田中会長始め多くの会員各位の友情に心より
感謝申し上げます。なお、林・田村は本日出張の
為、欠席の段、おゆるしください。
出席報告

　会員数�60名　出　席�52名　欠　席� 8名
　　　　　　　�来　客� 4名

米山奨学委員会� 委員長　奥田　　實
　米山奨学委員会委員長を拝命した奥田でござい
ます。
　副委員長の萬歳会員と二人で担当させていただ
きます。
　米山奨学委員会として、普通寄付金と特別寄付
金の目標達成に御協力をお願いします。
　又、本年度は米山奨学生、中国の黄

コウ

正
セイ

國
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さんを
根石会員がカウンセラーとしてお世話していただ
きます。
　来年度も一層、国際親善を深めるよう努めてま
いります。
　会員皆様の御協力をお願いいたします。

長期計画委員会� 委員長　佐々木　宏
　本年度は長期計画の改定年度です。
　先般開催したフォーラム“クラブの現状につい
て　クラブ目標”をベースとしてクラブの現状を
検証し新たな新長期計画を策定する。
　故小林会員が作成した現長期計画は素晴らしい
ものであり、尊重して大幅な改定は考えない。

健康管理委員会� 委員長　荒木　　攻
　健康管理委員会は私の会長年度であった2007年
〜 2008年度にロータリー月間でない月の５月を
選んで健康管理月間としたのが始まりでした。こ
れは一つのきっかけがあって、前年度の佐々木年
度（2006 〜 2007年度）において現役の大道会員
がくも膜下出血で急死しました。そのことを受け
て早期発見早期治療の重要性を感じ健康管理月間
を設け会員の健康管理を図りたいと考えたわけで
す。それ以来毎年５月には平和クリニックでの
PETによるがん検診、荒木脳神経外科病院にお
ける脳ドックと心臓ドックを会員の皆さんに利用
してもらうことにしました。年々利用者が少なく
なってきておりますが、会員の皆さんには自らの
健康管理の目的で是非日本の４代死因のこの３つ
についてチェックをしていただきたいと思いま
す。また平素の健康不安に対しても、必要に応じ
て相談にのることも可能であります。
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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
�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。
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らの引き継ぎ事項である、宮城県岩沼市から５家族
14名の皆様を広島にお招きする被災地支援の新たな
事業では貴重な体験をさせて頂きました。実際被災
された方々から生の声を聞かせて頂いたこと、そし
て昨年11月杉川会員にお世話頂き、佐々木宏奉仕プ
ロジェクト委員長と３名で岩沼市社会福祉協議会を
訪問した際、広島にお招きした方々がわざわざ集
まって下さり昼食を共にして懇談をすることができ
ました。この席上感謝の言葉を頂くとともに子供さ
んの写真を添えたお礼のメッセージを頂きました。
また広島に来るまで全く面識のなかった方々にネッ
トワークができ、メンバーの１人は社会福祉協議会
の臨時職員として採用され、この事業が有効に機能
したことを確信しました。
　昨年度特に強調したかったことはロータリーの
本質に戻ると言うことです。そのためにはクラブ
奉仕の充実で思いやりのあるクラブづくりを行い
たかったことと、とにかく無駄と思われることは
いっぺんやめてみようと考えました。「クラブ運
営は質素に、奉仕は豊かに」という西村PGの言
葉を念頭において経費を抑え、今後若い人たちが
入りやすいクラブにしていくことが必要だと思い
ます。田中作次RI会長が安佐RCを訪問されたと
き、日本の会費の高さを気にされており「クラブ
の予算を１円単位で管理し、現会員から高い会費
を取って何ができるかでなく、若い会員が増えた
ら何ができるかが重要です」と述べられたのが印
象的でした。まだまだ経費面では節約できるとこ
ろがあると思います。また受益者負担の原則から
全員登録をやめました。出席率については100％
を強調しすぎることなく、特に病気で休まれるよ
うな方には出席を気にせず治療に専念して下さい
と言うのが思いやりだと思います。例会変更のク
ラブに行ってサインして数字だけを作る現在の出
席率は崩壊していると思います。
　会長にとって一つのの重荷は会長時間でした。
源流の会には「会長時間は会長挨拶ではなく、奉
仕理念を提唱する貴重な時間である。」との記述
があり、何を話すべきか悩んだ末タイムリーな
ロータリー情報を選んでお話しするようにしまし
たが、なかなかうまく話すのは困難でお聞き苦し
い点が多々あったと思います。そこで要約したも
のをすべて会報に掲載させて頂きました。
　昨年度残念ながら６名の方が退会されました。
会社の都合や体調不良などそれぞれ事情はあるも
のの、会長の立場で最も精神的ダメージを受ける
出来事でした。杉本会員増強委員長にも大変ご負

プログラム
会員卓話「１年間を振り返って」
� 直前会長　曽里　　裕
　昨年度は大変お世話になりあ
りがとうございました。お蔭を
もちまして１年間何とか会長の
職責を果たすことができました。
　私の場合、総会でノミニーの
指名を受けてからが苦悩の始まりでした。まずは
幹事と副会長を決めなければなりません。現在わ
がクラブは年齢、入会年数においてジェネレー
ションギャップがあり、若い会員を育てるまでは
私と同年代である昭和25年前後生まれの会員で繋
いでいかなければならない時期にありますが、こ
の年代の方々は陰に隠れた方が多く、まず説得か
ら始まりました。
　幹事を説得するのに２ヶ月、副会長を説得する
のに３ケ月かかり、やっとの思いでスタートライ
ンに立てたわけです。先小山直前幹事も昭和25年、
田中会長が昭和26年、林本ノミニーに至っては私
と生年月日が全く同じであり、この方々が表舞台
に出て来て頂いたことが昨年度の最も大きな成果
であります。
　さて、理事会を立ち上げ予算を決め、さあこれ
からという時に台北新東ロータリークラブから中
正記念堂への梅の木植樹の協力依頼が舞い込みま
した。総予算60万元のうち半分を支援してくれな
いかというものでした。前の年に中正記念堂で創
立25周年の共同事業を行ったばかりなのになぜ？
というのが第一印象でした。諸先輩方々にご意見
を伺ったところゼロというわけには行かないだろ
うと言うのが大方の意見で、じゃあいくらにする
かというと、10万円でいいという意見から最低50
万円はという意見や、名誉なことだから是非協力
すべきといった意見までありました。そしてこの
ことでクラブ内がぎくしゃくするのは良くないと
言う意見も頂き、早々と協力する方針を打ち出し
ました。後に理事会で賛同者から寄付を募って予
算の一部とすることを決定し、皆さんにお願いを
した次第です。51名の方に協力を頂き誠にありが
とうございました。そして梅の木を植樹する趣意
書を頂くよう依頼し、待つこととしました。
　一方各委員会においては委員長を中心に多彩な事
業を展開頂き、ほとんど予定通り実施をして頂きま
したことに感謝申し上げます。私も極力事業には参
加させて頂き、色々な立場の大勢の方々とお会いで
き、視野を広げることができました。特に前年度か
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　ロータリーの神輿は全員でかつぐものでありま
す。担ぐ体力のない方は周囲から声援を送って頂
ければ良いと思います。神輿にぶら下がるような
ことだけはしてはいけません。
　色々不手際もありご迷惑をおかけしたこともあ
ろうと思いますが、ロータリアンの友情に免じて
お許し下さい。全てはクラブを少しでも良くした
いとの思いからやってまいりました。至らぬ会長
ではありましたが、先小山幹事、徳納、末廣両副
幹事、田中副会長をはじめとする理事役員の皆様
そして会員の皆様のおかげで１年間全うすること
ができましたことに感謝を申し上げます。

� 2012年度幹事　先小山英夫
　広島西南ロータリークラブ幹
事としてはクラブでの経験も
ロータリー知識も未熟ながら幹
事をお引き受けしました。
　年度初めに落とし穴も有り、
この後に不安を感じながらのスタートとなりまし
たが、幸いな事に曽里会長が豊富なロータリー知
識を持っておられた事と優秀な副幹事に支えてい
ただいた事で何とか一年を終了することが出来ま
した。
　取り立てて一年を振り返っての思いはありませ
んが、曽里会長・副幹事をはじめ理事・役員の皆
様の協力と会員の方々のご理解とご協力に深く感
謝すると共にお礼を申し上げます。
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手に手つないで
入会式

　幸村　憲治会員
� （伊藤忠商事㈱中四国支社　食料部長）
　推薦者：田中　茂樹会員・杉川　聡会員
�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。
　先週土曜日の家族例会には、多くのご参加を頂
きありがとうございました。また、親睦委員会、
関係者の方々には厚く御礼申し上げます。また、
この度の山口、島根豪雨で被害を受けられた皆様
にお見舞い申し上げます。
　さて話は変わりますが、先週、厚生労働省が昨
年の日本の平均寿命を発表しました。女性が
86.41歳で世界１位の座を奪還、男性は79.94歳で

担をおかけしましたが、年度後半にかけ再入会を
含め５名の入会が決まり少しホッとしました。
　そうこうしているうちに今年３月、台北新東
RCより梅の木植樹について鍬入れ式の１週間前
に連絡が来ましたが、私の旅券が切れていたため
完成したら訪問することとし、先小山幹事に先方
との連絡調整をして頂き、４月25日に現地で支援
金の贈呈と視察を行ってきました。先方で案内板
の除幕式をセットして頂いており、中正記念堂よ
り感謝状を頂きました。またその晩歓迎会をして
頂きました。今後特に執行部同士の連絡調整の必
要性を感じ、台北新東RC親善委員会を国際奉仕
委員会に含め、執行部と直結した組織にすること
を提案した次第です。クラブ間の調整窓口は執行
部に直結した１本に集約しないと混乱が生じ、先
方にも迷惑が掛かります。またこれまで大安森林
公園や陽明山、中正記念堂での共同事業を行って
いるわけですが、私たちが台北を訪問した際は必
ずこれらの場所の視察を予定に入れるべきだと思
います。台北新東RCの皆さんが来訪されたとき
は必ずと言っていいほど広域公園友好梅林への訪
問を希望されます。これによって私たちもこの梅
林の整備を疎かにできないし台北新東RCの皆さ
んの思いを感じることができるわけです。
　１年を通じて感じたことは、私の場合会長は忍
耐力の勝負だと言うことです。先に述べましたよ
うに勉強になること、感謝されて嬉しいこともあ
り、これらを糧にして頑張ってきたわけですが、
思うようにならないこと、いやな思いをしたり忙
しい中で時間のやりくりに奔走したりと、結構つ
らい思いをしました。そんな時常に思い出すのが
西本初代会長の言葉です。会報資料委員長を担当
した折、原稿を出してくれない方が多く結構つら
い思いをしているときに引っ張り出した５周年記
念誌に以下の記述がありました。“ポールハリス
が言った「童心にかえる」とは友情の中に善意が
生まれると言う意味であることを出席者に伝える
べく会長として動きすぎるくらい動いた。これも
奉仕と考えた。私自身は楽しかった。環境づくり
のためにはたとえ初年度であっても、実践の精神
から他から申し込まれた仕事は全部引き受け、各
委員会もほとんど揃え、一人前になるよう動かし
た”これを読んで胸のつっかえがなくなったので
あります。ロータリークラブは奉仕の心を学ぶと
ころでありますから、何でも引き受けるつもりで
やってまいりました。但し今はリバウンドが出て
少し休ませて頂きたいと思います。
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お仲間に入れて頂きます。大変光栄に存じます。
ニコニコです。
出席報告

　会員数�61名　出　席�54名　欠　席� 7名
　　　　　　　�来　客� 3名
プログラム

新会員卓話
� 林　　暢也会員
　三井不動産リアルティ中国㈱
の林でございます。６月に梶本
様・杉本様のご紹介で入会させ
て頂きました。今年、久保役員
のもと、山本先輩とともにＳＡ
Ａに所属しております。前任の片岡の引継ぎにも
ありまして、西南ロータリーは雰囲気の良いクラ
ブと聞いておりましたが、入会しまして２ヶ月が
経ちますが評判通りのクラブだと思います。入会
いたしまして本当に良かったと思います。
　土曜日の花火大会、先々週の新入会員歓迎会も
楽しく過ごさせて頂きました。ありがとうござい
ました。
　今日の卓話は会社の業務内容の話しと、ラグ
ビーと会社経営と共通しておることをお話しした
いと思います。
　まず三井不動産リアルティ中国㈱の話しをいた
します。当社の業務は個人の売買仲介「三井のリ
ハウス」、駐車場事業「三井のリパーク」、新築マ
ンション販売「パークホームズ」、賃貸事業、アセッ
トコンサルティング、テナント仲介、保険、リ
フォームと多くの事業を展開いたしております。
我々のテーマはこの業務の間口の広さを活かして
お客様が不動産や暮らしについて何かお困りごと
があればすぐに対応できる「不動産の主治医」に
なることです。地域の皆様に満足していただける
様々な情報やサービスをご提供いたしますので何
かございましたらご相談ください。
　先日もお話いたしましたが、高校時代大分舞鶴
高校でラグビー部に所属しておりました。九州の
湯布院で年に数回合宿し東京の目黒高校や関商
工、大工大、広島では県工、愛媛の新田高校等と
一緒に練習した思い出がございます。
　ラグビーをやっていて学んだ事が大きく二つあ
ります。会社経営にも取り入れています。
　まずラグビーはいろんなタイプの人間の集合体
で、15人と多くのメンバーが自分の特性を活かし
て動いております。大きな人間、小柄な人間、力
の強い人間、素早い人間等。試合中一度もボール

世界では５位でしたが、過去最高の寿命となりま
した。「高齢化社会」と言うとマイナスイメージ
が強いわけですが、「長寿国家」というとプラス
イメージになります。
　女性の長寿国家では日本、香港、シンガポール、
韓国、豪州などアジア大洋州の国が５カ国・地域、
スペイン、フランス、イタリア、スイス、アイス
ランドの欧州諸国が５カ国となります。ワインの
生産量、消費量が多いスペイン、フランス、イタ
リア、豪州と一般的にヘルシーな食生活といわれ
るアジアの４カ国、空気のいいスイスとアイスラ
ンドといえます。ワインはポリフェノールなどが
含まれ、健康にもいいといわれますが、女性の長
寿を支えているのは本当に飲食や空気なのかもし
れません。
　男性長寿国に何か共通項があるかと考えると、
イスラエル、スイス、ノルウェー、スウェーデン、
シンガポール、香港などの国名を見ながらふと思
い到ったのが人口です。男性の長寿トップ10のう
ち、７カ国は人口が1000万人未満の小国で、それ
以外でも豪州が2300万人、イタリアが6100万人と
大人口国というほどの国ではありません。人口が
少なければ競争によるストレスが減り、長生きし
やすくなるのかもしれません。そうしますと人口
１億2700万人の世界で11番目の大人口国でありな
がら、男性長寿国家の５位にランクインしている
日本の男性はよく耐えて、よく頑張っているんだ
なあと考えた次第です。日本男性は“えらい”と
いう私の勝手なお話しでした。日本の男性の方、
頑張って下さい。
�幹事報告
　Ｂ5版在広13RC会員名簿配布の案内。／第12回
日韓親善会議が10月に韓国で開催。興味のある方
は事務局迄。／クラブ会員手帳の追加シールを作
成予定。変更・訂正の連絡は今週中に事務局迄。
／例会変更。
�スマイルボックス

親睦委員会（80,000円）みなさんのご協力によ
り、花火観賞家族会が無事とどこおりなく進行で
きありがとうございました。また、バナナのタタ
キ売りの売上を出宝します。
田中茂樹会員（10,000円）先日の家族会では、
多くのご参加を頂き有難うございました。おかげ
様で無事終了いたしました。感謝申し上げます。
又、この度幸村さんを推薦致しましたが無事入会
となりました。重ねて感謝申し上げます。
幸村憲治会員（2,000円）本日より正式に皆様の
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に㈱アスティの子会社として設立されました。事
業内容としましては４℃ブランドの販売代行事業
（当時の店舗展開は天満屋百貨店のインショップ
や市内の並木通りの路面店等８店舗）とレディー
スヤングカジュアルショップ「LOU」（㈱フジの
インショップを中心に５店舗）の運営会社として
スタートしました。
　当時㈱アスティは本業の「卸」という業態に固
執するだけでは成長が見込めないことから1995年
にベトナムのホーチミンに縫製工場を開設して以
来、東南アジア地区へのメーカー進出を進めてい
ました。一方小売に関してはすでに1982年に設立
した専門店運営の子会社㈱レディーバードがあり
ましたが、小売市場が拡大中であり、今後の機能
強化も視野に入れ、レディーバードを清算し、新た
に㈱アージュを設立した背景があったと思います。
　㈱アージュの事業内容について簡単にご説明い
たしますと、先ほど述べました「４℃」ブランド
の販売代行とカジュアルショップ「LOU」の展
開以外に、衣料スーパーである「ディリーファッ
ション／パレット」の展開、会員制小売業の「ラ
ポール」の運営と計４つの事業展開をしています。
　そのうち主力事業の衣料スーパー「ディリー
ファッション／パレット」の生い立ちとしまして
は、2003年に㈱アスティの取引先でありました㈱
マスダストア（本社世羅町・10店舗）の譲受けと、
当時㈱アスティが得意先活性化のためFC事業と
して運営していました総合衣料品店「パレット」
の11店舗の㈱アージュへの移管により、本格的な
チェーンストアを目指しスタートしました。店名
は「デイリーファッション　パレット」に統一し
ましたが、最初はシステムの整備が不十分で商品
の品揃えも店舗によりさまざまという状況で、標
準化されたチェーンストアには程遠く、会社の利
益も２千万ぐらいの状況でした。その後７年過ぎ
た2010年度に「パレット」は商品部を関西に移し、
昨年の売上高は59億円、53店舗　経常利益は1.6
億円になり、まだまだ脆弱さはありますがシステ
ム化による管理力が徐々にレベルアップし主力事
業に育ってきました。また会員制小売業「ラポー
ル」は2007年に㈱アスティの「事業部」であった
「ラポール部門」を移管し「卸」から「小売」に
業態変更し現在に至っています。
　また㈱F＆Aアクアホールディングスグループ
の概要としましては、「４℃」ジュエリーを中心
に展開する㈱FDCプロダクツ、アパレルメーカー
事業を主体とする㈱アスティ、2008年グループ入

を触らずただ、ボールを取るためにひたすらスク
ラムを押し続けるメンバーもいたりします。ただ
バックスがトライするとトライした者より喜んで
います。よくラグビーで「ONE�FOR�ALL,�ALL�
FOR�ONE」といわれます。一人は皆のため、皆
は一人のためにです。個人戦から組織戦です。会
社も営業からスタッフまで多彩なタイプが働きま
すが、一体である意識がとても重要だと思います。
　今社内で一体感を出すために各部門から月間
MVPを選出し表彰しています。営業マンもです
が女子事務員からも一人ＭＶＰを選出し皆で讃
え、一体感を出そうと試みています。
　二つ目は「やらされる練習より自発的練習は３
倍の効果」があることです。
　最も男くさく人間くさいスポーツで勝つには人
間をすべての中心軸で考える事が必要で、選手の
自発的気持ちやゲームや練習に自分から進んで立
ち向かう「やる気」が重要になってきます。練習
も後半になるとどうしてもペースを落としたくな
ります。七連覇の新日鉄釜石がやっていた練習を
真似たのですが、ソフトボールやバスケットボー
ル取り入れました。するとバテて走れてなかった
選手が一塁まで全力疾走するんです。これが楽し
いことをする事は、やる気のパワーで結果的に筋
力、運動能力も付きます。
　会社でも社員がいかにやる気になって自発的に
仕事に取り組むかが重要で、やらされてる感は効
率を落とします。
　課題を与えるときにゴール（目標）やスタイル
（コンプラなど）は指示しますがやり方はまかせ
自主性を重んじます。
　今でもラグビーを通じて学んだことを少しでも会
社経営の実践で応用できるよう心掛けております。
　最後になりましたが、母も祖父もそして兄も単
身赴任して住んでいた広島でロータリー活動がで
きることを光栄に思い、深い縁を感じておりま
す。少しでも皆様のお役に立てるよう頑張りたい
と思います。よろしくお願いいたします。

� 田村　英樹会員
　このたび大国七蔵様と田渕昌
孝様のご推薦をいただきまし
て、入会をさせて頂きました㈱
アージュの田村英樹でございま
す。改めましてよろしくお願い
申し上げます。
　まず当社の生い立ちですが比較的新しく1996年
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DONATIONDONATION
7  月 年度累計

ス マ イ ル 215,000 円 215,000 円
善 意 の 箱 16,412 円 16,412 円
100万ドル 51,645 円 51,645 円

して恐れないといけないことは失敗することでは
なく、失敗を恐れて挑戦しない風土になることだ
と思っています。
　家族構成は妻と娘３人の５人でして、長女は広
島で、次女は東京で結婚し、すでにそれぞれ一女、
一男ずつを育てています。三女は家から会社通勤
をしていますが私に似て週末は飲みに出ることが
多く家に帰ってきません。
　残念ながら私には息子はおりませんが、たまに
長女、次女家族が家に集まってくれて娘の旦那た
ちと一杯やるのが楽しみなこの頃です。
　妻とは昨年までの単身赴任中はたまに東京へ掃
除に来てくれて仲良く映画を見に行ったりしまし
たが帰ってからはそういう機会はなくなりました。
　趣味はゴルフと読書で、ゴルフは月１〜２回
行っていますが、最近は飛距離も落ちたのでパ
ターで頑張りたいと思っています。このたび芝楽
会に入会させて頂きましたので皆様に教えを頂き
60歳からのゴルフを楽しみたいと思っています。
読書は時代小説に偏っていまして、特に池波正太
郎の鬼平犯科帳のファンであります。凶族を退治
する痛快さと酒と料理の描写が多くでてくるとこ
ろが理由です。
　出身は山口県、周南市で市内から車で20分程度
走った山間です。
　小さいころから自然の恵みを感じながら生活し
てきましたので、広島に帰ってきて、通勤途中、
鳥の「さえずり」を聞くことも多くホッとした気
分になっています。ありがたいことに両親も健在
ですので毎月実家に帰っていますが、少しでも親
孝行せねばと思っているこの頃です。
　皆様からのご指導をいただきながら成長させて
頂きたいと思っています。どうぞよろしくお願い
いたします。

りしたレディスアパレルの㈱三鈴、そして㈱アー
ジュの４つの事業会社があります。そしてグルー
プでの今期目標は売上高500億円、経常利益高54
億円を目指しています。中核事業は㈱エフ・
ディ・シィプロダクツで全体の８割程度の利益を
稼いでいます。そういった背景もあり、今年９月
には社名の㈱F＆Aアクアホールディングスを㈱
ヨンドシーホールディングスに変更予定であります。
　次に私自身の社歴ですが㈱アスティに入社後、
15年ぐらい服飾（特にレディスバッグ）を担当し
ました。バッグでは当時成長していたチェーンス
トア向けの販売を担当し、得意先とのモノづくり
で海外（韓国、中国、香港等）生産を始める等、
量販店が成長しているときで得意先も拡大し、私
としては仕事が楽しく面白かった時代でありまし
た。しかしその後の10年はバブル経済も終わり、
やがて売上が減少しはじめ、それに伴って会社と
しても売上拡大から利益志向へと営業の転換を求
められました。経費面でもローコスト運営を進め
ましたが利益の確保が難しく、環境の厳しさを感
じながらの営業が続きました。私にとっては組織
再編、事業の選択と集中等を経験し、大変厳しい
時代でしたが反面マネジメントにおいては多くの
ことを勉強させてもらったと思っています。振り
返りますと縮小均衡で新たな手段が打てず、なか
なか再構築に繋げられなかったと反省しています。
　2006年に㈱F＆Aアクアホールディングスが発
足し、2007年に㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ
を担当することになりました。当時、百貨店市場
が厳しい状況があり、４℃ジュエリーも出店の余
地が少なく、将来ビジョンが描きにくい時でし
た。そういう背景にあって、ホールディングス／
木村社長の「積極的に新しいことへ挑戦しよう」
というグループ方針の下、討議を進めた結果、今
後の事業展開について当時手薄だったファッショ
ンビルや路面店マーケットの開拓・拡大を決めま
した。そのために新ブランドの開発等３カ年計画
を作り取り組みましたが、この新ブランドの展開
が予想以上に好調に推移し大きな成果になりまし
た。デフレ状況もあり、うまくいくかどうか懸念
されましたが、今後の成長戦略になり良かったと
思っています。この「失敗を恐れず、積極的に新
しいことへ挑戦する」考えは今後も大切に考えて
いきたいと思います。チャレンジすれば失敗もあ
りますが、同じ失敗を繰り返さないようにするこ
と、また失敗だと気付いた時に素直に反省し、早
く撤収をはかることが重要だと考えています。そ
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掲　示　板

８月行事予定
❖�８月６日（火）13：45 〜
　第２回理事役員会� ANAホテル4F
❖�８月25日（日）13：00 〜
　地区指導者育成セミナー
� ホテルグランヴィア広島
　（会長・会員組織委員長・Ｒ財団委員長）

例会変更
❖�８月21日（水）広島東ＲＣ
　「夜間例会・夏家族会」
❖�８月22日（木）広島安佐ＲＣ
　「夜間例会・夏家族会」
❖�８月28日（水）広島陵北ＲＣ
　「夜間例会・野球家族会」

田中会長　各人の経歴をアンケート調査をもとに紹介する。

曽里直前会長　�私自身の時は、送別会を最初に行ったが、田中会長になり、歓迎会を最初にでき
たことは、非常にラッキーな事で今後の活躍に期待できる。

新入会員の挨拶
林　　�片岡さんの後輩で、昔は広島に住んでいた。趣味はゴルフですが、高校時代は

大分舞鶴のラグビー部で、全国大会で１年生８位、２年生５位、３年生３位の
経験がある。奥さんを無くし、２人の子供を育てた。

濵田　�１年間休暇を頂いたが、新たな気持ちで、
ロータリー活動に取り組む。

児玉　�ご入会させて頂きありがとうございます。
早くクラブに慣れ、皆様のお役に立てますよ
う頑張りますので、宜しくお願い致します。

田村　今までにお世話になった人に感激した。

田中会長より、新入会員４名に記念品の贈呈

林本副会長の中締め

最後に「手に手つないで」を全員で
輪になって唄い閉会する。

新入会員歓迎会レポート
と　き　平成25年７月16日（火）18：30〜 20：30
ところ　三井ガーデンホテル広島25Ｆ　コフレール
参加者　会員39名＋新入会員（林、濱田、田村、児玉）４名　合計43名
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　国際奉仕委員会で支援した「日本語教室」からのお招きにより６月30日に代表者の光原さん
の白木町にあるご実家で開催された「田舎体験パーテイー」に参加しました。
　当クラブからは奉仕プロジェクト委員会の平石・山下・久保・佐々木とその家族の計17名が
参加しました。
　本年度最後を締めくくる最後の奉仕プロジェクト委員会の行事でしたが日本語教室のスタッ
フの皆様、そして生徒さんとの交流を図りバーべキューにそうめん流しとお腹一杯食べて楽し
い一日を過ごしました。

「田舎体験パーティー」に参加
佐々木　宏

木村　恭之　17日
大野　　忠　26日

橋本　幸範　２日
梶本　尚揮　６日
三浦　彰夫　13日

会員誕生日

７月の会員記念日

結婚記念日

パートナー誕生日入　会　月 創　業　月

山下幸彦夫人　文子様　１日
佐藤克則夫人　直美様　４日
桒田博正夫人　裕子様　６日
宮本　昇夫人　敬子様　15日
室﨑雅宣夫人　寛子様　24日

小川　光博　Ｈ８年
林本　正継　Ｈ９年
先小山英夫　Ｈ15年
佐藤　二郎　Ｈ17年
佐藤　克則　Ｈ18年
俵　　雅之　Ｈ19年
仲田　淳嗣　Ｈ19年

荒木　攻　(医)光臨会� Ｓ61年
林本正継　㈱カープフーズ株式会社� Ｈ25年
室﨑雅宣　㈱ヒロセキ� Ｓ34年
岡本文治　(医)あろえ会 岡本クリニック� Ｓ36年
杉川　聡　㈱第一ビルサービス� Ｓ38年
佐藤二郎　八洲管理㈱� Ｓ43年

（18）� 2013年７月
学んで　楽しもう　ロータリー



西南ロータリー　何でもコラム

１　解決までの期間の予想は難しい
　弁護士として相談を受ける際に、「法律的にはどうなるでしょうか。これからどうしたらいいでしょうか。」
などと一緒によく聞かれるのが「解決までどのくらいの期間がかかりますか。」という点です。「早くもめご
と（紛争）を解決したい」と願うのは皆さん同じです。
　しかしながら、事案にもよりますが、いつごろ解決するか、いつごろ終わるかという見通しを立てること
が難しいことがよくあります。依頼を受けたときは早く終わると思っていても、なかなか終わらない場合も
ありますし、なかなか終わらないだろうと思っていても、すぐに終わる場合もあるのです。
　依頼者だけの問題であれば、依頼者の話を聞くだけで解決の方法を提案し、解決時期を予想することはあ
る程度可能ですが、紛争が発生している場合は相手方がいますので、相手方がいろいろ言ってきます。依頼
者から聞いていない話が相手方から出てきたりすると、当初予想していた解決時期が変わってきます。
　また、紛争の原因に感情的なものがあると、合理的な解決案が見えているのに合意に至らないことがあり
ます。このような場合には解決までの時間がかかってしまうことになります。逆に感情の問題を解消できれ
ば、短期間で解決できることもあるのです。
　いずれにしても、依頼者の話を聞くだけでは解決時期を予想することは難しいのです。
２　予想外に早く終わることもある
　先日、養育費減額の調停がありました。当方は父側です。離婚時に決めた養育費の額が現在の状況に照ら
して不相当に高額になったので、当方から、養育費の減額してほしいと申し立てた事件です。
　離婚時には独身でも、その後、再婚し、子どもができたりすると、離婚時よりも扶養しなければならない
者の人数が増えます。離婚した妻との間の子と、再婚した妻との間の子は、同じ父親に扶養される立場は同
じですが、父親の給料の額が変わらないのに、従前の養育費の額をそのまま維持すると、再婚した妻との間
の子にとっては、離婚した妻との間の子と比べると、結果的に不平等、不公平なことになってしまいます。
　当事者間の協議で解決ができればいいのですが、協議による解決が無理なようであれば、家庭裁判所の調
停という手続きを使うことになります。調停は裁判所にて行う話合いの手続です。当事者間の合意ができな
ければ、調停が成立することはありません。
　調停では裁判所の調停委員２名（男女ペア）を仲立ちにして、当方の意見、相手方の意見をそれぞれ述べ、
条件を調整することになります。調停が不成立になりますと、審判という手続に移行し、裁判所が当事者の
主張・立証を元に養育費の額を決めてしまいます。
　先日の件では、当方は、「今後は元々の支払っていた養育費の額の４分の１しか払えない」としていました。
そのため、相手方の納得を得ることが大変難しいと思われ、調停を申し立てたものの、調停不成立を見込ん
でいました。養育費は審判で決めてもらうことになるだろうという予想をし、解決まで相当期間がかかると
思っていました。
　調停委員も調停成立の見込みがほぼないと思っていたらしく、審判移行を前提に話しをしていました。
　調停当日、「今日で調停不成立になり、１時間ぐらいで終わるかな。」と思っていたら、調停委員が相手方
の話しを聞く時間が長く、なかなか終わりません。当方が呼ばれて部屋に入ると、調停委員から、唐突に、「審
判した場合の計算をしたら、養育費はいくらいくらになります。これに、上積みはできますか。」とのこと
でした。依頼者と廊下に出て打合せし、少額を上乗せし、調停委員に伝えると、調停委員が相手方に検討を
促し、相当な時間待たされましたが、相手方が了解し、当日中に調停が成立しました。
　このように、調停成立の見込みがほとんどないと予想していても、実際、調停が成立し、すぐに終わるこ
とがあります。
　逆に予想外に解決までの時間がかかることもあります。
３　解決までの時間の見通しができるよう努力
　いずれにしましても、弁護士として、事案を解決する経験を積み、解決までの期間を予想する能力を高め、
よりよい結果をより早く出す努力していきたいと思います。

解決までの期間を見通すことは難しい
桒　田　博　正
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日　時：2013年７月２日　13時45分〜 15時00分
場　所：ANAクラウンプラザホテル
出席者：田中・林本・曽里・杉川・石井・室㟢・
　　　　山本・宮本・徳納・平原・久保・岩田・
　　　　杉本

・報告事項（杉川幹事）
　本日の例会卓話の理事役員就任挨拶の原稿を今
週中に對馬さんへメールまたはFAXして下さい。
・会長挨拶（田中会長）
　今日は初めての会長挨拶を無事終了することが
できてほっとしている。曽里直前会長への労い。
・議事
①合同幹事会報告（杉川幹事）
　広島廿日市ロータリークラブの所在地域につい
ての説明
　旧定款では所在地域に佐伯郡が入っているので
現状に合わせて“廿日市市および近隣地域”に変
更。アディショナルクラブとして広島西ロータ
リークラブと広島西南ロータリークラブは昨年度
理事会で了承済み。
②８月度プログラム及び事業について（室㟢理事）
　８月６日は新会員卓話（濱田会員、児玉会員）、
８月13日は休会、８月20日は会員増強（佐古委員
長）、８月27日はメイク・ア・ウイッシュ�オブ�
ジャパンの活動について（外部　奥田様）南米の
支援について　で行いたい。� ……了承
地区指導者セミナー開催の報告
　８月25日（日曜日）会長、会員組織、ロータリー
財団が出席。
③花火観賞家族会について（杉川幹事）
　現在87名が登録。今年は帰りに船でマリーナ
ホップに行くが来年は難しいかもしれない。バス
で帰ると８時30分を過ぎると市内まで２時間30分
かかる。
④創立27周年記念例会について
　全員登録か出席者だけの支払いかを各年度の理
事会で決める必要がある。親睦委員会としては予
算が立たないので全員登録を希望。創立記念例会
を含めて例会変更が年、４回あるがこれも合わせ
て全員登録としたい。
　創立記念例会・クリスマス例会
　花見例会・最終夜間例会� ……了承
　今年度台北新東ロータリークラブは９月の創立
記念例会には来日しない予定。気候がよくなる11

月ぐらいになる見込み。27年（田中年度）には台
北から日本に来て頂く（11月ぐらい）。28年（林
本年度）には日本から台北に行く。29年はなし。
30年は９月に日本へ来て頂き、５月に台北へ行
く。台北新東ロータリークラブの窓口は現在　俵
会員であるが、先方より30周年記念事業の協議が
あるので山下（幸）委員長に変更。
⑤�RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログ
ラム）について（杉川幹事）

　11月23日、24日に下関で開催予定。広島西南ロー
タリークラブは根石委員長が代表出席。
⑥廿日市ＲＣ地区変更について（杉川幹事）
　合同幹事会報告で説明。
⑦地区大会の件（杉川幹事）
　10月６日はバスを出してまとまって参加。バス
の手配は執行部が行う。
⑧各理事役員報告（杉川幹事）
　特になし。
⑨その他（杉川幹事）
　宇田名誉会員の件。早稲田大学同窓の木村会員
より宇田会員に問い合わせ頂いた。宇田会員ご自
身は入院されている模様。奥様より名誉会員を辞
退したい申し出はあったがそのまま名誉会員とし
て名簿に残す（細則には名誉会員については毎年
理事会で承認することになっている）。途中でど
うしてもと言う事になればシールで名簿は対応。
� ……了承。
新入会員の件
　田中会長より推薦のあった幸村憲治氏について
審議。８月入会で了承。職業分類は総合商社を新
設。
地区補助金が下りた“東北支援紙芝居プロジェク
ト”の説明（徳納理事）
　地区補助金30万円、広島西南ロータリークラブ
31万円、合計61万円の事業。仮設住宅を巡回して
避難住民を元気づける。広島市職員　福本氏が作
成。福島の原発作業員で飯場のようになった温泉
旅館を再生する手助けをしたい。60万円あれば10
本ぐらい製作できるとのこと。補助金事業なので
効果の検証義務がある。効果がない場合は補助金
を返却しなければならないので要注意。
・閉会の挨拶（林本会長ノミニー）
　本日より新年度を無事スタートできた。
コミュニケーションをしっかり取りながらスムー
ズなクラブ運営が出来るよう協力お願いします。

2013-2014年度　第１回理事・役員会　議事録
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編集
後記

広島西南RC　６月度個人別出席状況一覧表
（メークアップ期間の都合上２ヶ月前を掲載しております）

氏　名 4 11 18 25（休会） 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 石井　和彦 ○ ○ ○ 100％

8 池久保光治 △ ○ ○ 100％

9 岩田　智博 ○ ○ ○ 100％

10 梶本　尚揮 △ ○ ○ 100％

11 木村　恭之 △ △ △ 100％

12 久保慎太郎 ○ ○ ○ 100％

13 河野　　弘 ○ ○ ○ 100％

14 桒田　博正 ○ ○ ○ 100％

15 三好　清隆 ○ ○ ○ 100％

16 村尾　博司 ○ ○ ○ 100％

17 宮本　　昇 ○ ○ ○ 100％

18 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ 100％

19 三浦　彰夫 ○ ○ ○ 100％

20 森田由美子 ○ △ ○ 100％

21 根石　英行 ○ △ ○ 100％

22 仲田　淳嗣 ○ ○ ○ 100％

23 中村　富洋 × × × 休会

24 岡本　文治 ○ ○ ○ 100％

25 奥田　　實 ○ ○ ○ 100％

26 大国　七蔵 ○ ○ ○ 100％

27 大野　　忠 ○ ○ △ 100％

28 小川　光博 ○ ○ ○ 100％

氏　名 4 11 18 25（休会） 出席率

29 岡本　俊雄 ○ △ ○ 100％

30 折本　　緑 ○ △ ○ 100％

31 佐々木　宏 ○ ○ ○ 100％

32 白築　忠治 △ ○ ○ 100％

33 曽里　　裕 ○ ○ ○ 100％

34 杉川　　聡 ○ ○ △ 100％

35 先小山英夫 ○ ○ ○ 100％

36 佐藤　二郎 ○ ○ ○ 100％

37 佐藤　克則 △ ○ ○ 100％

38 杉本　清英 ○ ○ ○ 100％

39 末廣浩一郎 ○ △ ○ 100％

40 佐々木信幸 △ ○ ○ 100％

41 佐古　雄司 ○ ○ ○ 100％

42 新藤幸次郎 △ ○ ○ 100％

43 田中　茂樹 △ ○ ○ 100％

44 谷口　公啓 ○ ○ △ 100％

45 田渕　昌孝 ○ ○ ○ 100％

46 遠崎　秀一 ○ △ ○ 100％

47 寺本　真司 ○ △ ○ 100％

48 俵　　雅之 △ ○ △ 100％

49 徳納　武使 ○ △ △ 100％

50 對馬　久子 △ ○ ○ 100％

51 山本　　豊 ○ ○ ○ 100％

52 山下　哲夫 ○ △ ○ 100％

53 吉田　栄壮 ○ ○ △ 100％

54 山下　幸彦 ○ ○ ○ 100％

55 山本　春男 ○ ○ ○ 100％

56 山本　恭瑚 ○ △ ○ 100％

57 宮本　晋一 ○ ○ ○ 100％

58 林　　賜也 ○ ○ ○ 100％

名 …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

2013年８月27日
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編　集　会報資料委員会

　７月から新メンバーでスタートし
ました、クラブ広報委員会です。月報
を刊行することがとても大変か、今、

実感しています。
　卓話をはじめ、楽しさが伝えられるよう、皆
様の協力をいただきながら、よりよい月報を作っ
ていこうと思います。
� クラブ広報委員長　山本恭瑚
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　７月26日（土）広島みなと夢花火大会をグランドプリンスホテル広島2Ｆ瀬戸内の間にて、PM6：15よりPM9：30まで、家族と一
緒に余興と花火観賞を総勢89名で行いました。心配された天候も靄一つない最高のコンディションで鮮明に目の前で大輪の花火を
FMちゅうぴぃの解説で、それぞれの花火に対する命名の訳、みどころの説明があり、また、仕掛けにあった音楽を聞きながら観
賞でき、より一層の感動が蘇ってきました。また、花火開始までに、昭和をイメージした夜店を開催いたしました。スーパーボー
ルすくい、輪投げ、射的は、子供様には、大変好評で楽しんでいただいたように思います。圧巻だったのが、宮本昇会員によるバ
ナナのたたき売りでした。ほんもののテキヤと勘違いする程の迫力でした。おかげで、大変盛り上がり、「ひと夏の思いで」になっ
たかと思います。また、皆様方の善意の出宝、ありがとうございました。
　初めての花火観賞という事で、段取り的には大変忙しく、皆様方への配慮が足りず、いたらぬことがあったかとは思います。こ
の紙面をお借りしお詫び申し上げます。今回の反省を行い、今後、より楽しい会になるよう努めたいと思います。皆様方のご協力
に感謝いたします。ありがとうございました。� 親睦家族活動委員長　河野　弘

花火鑑賞家族会
2013.7.28

バナナのたたき売り

輪投げ

ボールすくい


