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第1338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
　三宅　陽一郎会員
　（府中紙工㈱　代表取締役社長）
　推薦者：山本　春男会員・佐々木　宏会員

�お誕生月記念記念品贈呈
　橋本　幸範会員　11月２日
　三宅陽一郎会員　11月14日
会長時間
　皆様こんにちは。
　ご来訪のお客様にはようこそお越しくださいま
した。
　ごゆっくりおくつろぎください。
　本日は卓話来賓とした株式会社４℃ホールディ
ングスの鈴木社長様にお越しいただきました。
４℃ブランドの現況ということでお話をいただき
ます。後程宜しくお願い申し上げます。
　本日、今年度初の新入会員として三宅陽一郎さ
んを迎えることができました。ロータリーをしっ
かり学んでいただき自己研鑚に励んでいただきた
いと思います。
　先週のマリーナホップでの職場訪問例会では杉
川会員と職業奉仕委員会の岩田委員長には大変お
世話になりました。ありがとうございました。
　また先日11月２日には、心臓病の子供を守る会
の42回目の広島県支部総会が開催され、挨拶をと
いうことで根石理事と共に行ってまいりました。
10月12日のデイキャンプを皆さん大変喜ばれてい
ました。７歳と５歳くらいの子供さんに感謝状を
読んでもらいお礼の手紙と共に受け取りました。
心臓病を患う子供さん達からだけに胸にグッとく
るものがありました。
　さて、今月11月はロータリー財団月間です。そ
こでロータリー財団ニュースの中からピックアッ
プした記事をご紹介したいと思います。今年度の
ノーベル平和賞を史上最年少で受賞したマララ・
ユスフザイさんについてです。マララさんのお父
さんはパキスタンのスワートというところのロー

タリークラブの創立会員です。記事をそのまま読
んでみます。パキスタン北部、カシミール地方の
スワート渓谷「雲を突き抜けるように山がそびえ
る、美しく汚れなき理想郷。人びとは、この地を
シャングリラ（伝説の理想郷）と呼びました。」。
かつては、行政長官のミアングル・ヨハンゼブの
管理下に置かれ近代化を進め、男女両方に開かれ
た学校を建設、行政の手を行き届かせ豊かで平和
に満ちた生活が営まれていました。1969年、スワー
ト地方の主権はパキスタン政府に渡り、さらに、
2008年にはタリバーン政権が台頭し、その後の２
年間、人びとは厳格なイスラム法によって支配さ
れ、政治的に敵とみなされた者は拘束され、学校
も破壊されました。豊かであった時代の行政長官
ヨハンセブの孫娘ジラニさんは一から集めたお金
で学校を建設し、スワート地方からの難民のため
にシェルターと薬品を提供、さらに、スワート地
方に初のロータリークラブを創設しました。創立
会員の中に教育者のジアウディン・ユスフザイさ
んという人がいました。この度のノーベル平和賞
で今や世界の人となった、マララ・ユスフザイさ
んのお父さんです。マララさんは15歳のとき、既
に優等生として一目置かれる存在でした。ある日
マララさんがスクールバスで帰宅中、銃をもった
男が車中に押し入り、マララさんをねらって発砲、
頭部に銃弾を受けます。事件から６日後、英国バー
ミンガムの病院に搬送されたマララさんは、そこ
で昏睡状態から目覚め毅然として述べました。「タ
リバーンは私を殺そうと思ったことでしょう。で
も、私は生かされています。」。そしてロータリア
ンのジラニさんに「人びとを助けようとする私の
ことを、きっと神様が守ってくれる」と述べまし
た。2013年３月、マララさんは、バーミンガム市
内の学校に通学し始めます。頭の中に埋め込まれ
たチタン製プレートと、補聴器が左耳に付いてい
ることを除けば、普通の女の子と何ら変わりはあ
りません。英国での勉学を開始したマララさんは、
最初に、すべての子どもが教育を受ける権利を訴
える署名活動を行い世界中の人々が知る存在とな
りました。世界にはジラニさんのようなロータリ
アンや様々な境涯や世界で活動するロータリアン
の人々がいることを改めて感じました。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。
／心臓病の子供を守る会広島県支部より秋のデイ
キャンプお礼状到着（受付にて公開）。／会員手
帳変更シールの追加変更の連絡は本日中に事務局

（2）� 2014年11月
ロータリーの心を学び楽しく実践



迄。／例会終了後、理事役員会開催。
スマイルボックス

佐々木宏会員（10,000円）　体調をくずして10
日間入院していました。お陰様で元気になりまし
た（大枚）。
折本緑会員（1,000円）　全国法人会総連合が全
国の法人会会員向けに発行する「ほうじん」秋号
に「女性経営者座談会」メンバーの１人として、
横浜・札幌東の女性とごいっしょに載せていただ
きました。写真で見る自分の丸顔にガクゼンとし
ました。巻頭カラーグラビアページにのれるよう、
ダイエットがんばります。
山本恭瑚会員（1,000円）　11月１日の中国新聞
のくらしのコーナーに、今回出版しました「ジェ
ム・サ」の記事をのせていただきました。好評発
売中です。ぜひお買い求め下さい。
山本豊会員（5,000円）　弊社が、平成26年度食
品衛生優良施設厚生労働大臣賞を受賞致しまし
た。10月24日（金）東京明治座にて授賞式があり、
社長と一緒に参列致しました。偏に皆様は勿論、
関係各位、社員一同のご指導ご協力の賜物でござ
います。今後共変わらぬご指導下さいますよう、
お願い申し上げます。ありがとうございました。
出宝させて頂きます。
�出席報告
　会員数�63名　出　席�56名　欠　席� 7名
　　　　　　　�来　客� 3名　来　賓� 1名
プログラム
外部講師卓話
「４℃ブランドの現況」
� ㈱４℃ホールディングス
� 代表取締役社長
� 鈴木　秀典氏
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す。「私がインドへ行ったときのことです。夜遅
くまで続いた会議の帰り、ガサガサと音がしたの
で物音がする方を見ると、大きなクモが近づいて
くるように思え、一瞬びっくりしました。音の方
向を凝視した時、月の明かりで私が見たものは、
芝生の上をやせ細った少年が、手と肘を使って
這っている姿でした。それは、今思い出しても胸
が締め付けられるような痛々しい光景で動物か何
かと勘違いしたことが大変恥ずかしくなりまし
た。多分幼い頃にポリオにかかり、足が麻痺して
しまったのでしょう。この少年の姿を見たとき、
私は、南インドの子供たちを日本人の手でポリオ
から救いたいとの思いが生まれたのです。」そし
て山田さんは講演の最後に「世界は急速に変わっ
ています。人間が月へ行けること、他人の臓器で
生命を救うこと、生活水準の向上等々、しかし世
界の子供たちはみんな健康で幸福に育っているで
しょうか？日本や先進国は恵まれています、しか
し、発展途上国では想像もつかないほど悲惨な状
態が続いています。どうか、皆さんの手で発展途
上国の子供を救ってあげてください！お願いしま
す。」とポリオ撲滅のための講演のたびに目に涙
を一杯ためて、深々と頭を下げて話を締めくくら
れたそうです。参加者の拍手はいつまでも鳴り止
まなかったということです。山田氏は、その後、
地区ＷＣＳ活動として同じロータリークラブの医
師、峰英二氏とともに何度もインドを訪れ、ポリ
オ撲滅に尽力をされました。そして、ＲＩに対し
ては何度も嘆願書を送り、ポリオ撲滅に立ちあが
るようにお願いをしたと言うことでした。その甲
斐があって、ついにＲＩはポリオ撲滅に本格的な
力を注ぐこととなり、今日に至っているそうで
す。しかし、お二人は志半ばでインドで風土病に
かかり、相次いで亡くなられています。ロータリー
のポリオ撲滅運動の先駆者のお二人が命をかけた
献身的な努力のおかげで今日のポリオプラスがあ
ることを、そして世界中の多くの子供達をポリオ
から救った功績を私たちは記憶に留め、お二人に
対し日本人としての誇りを感じると共に心よりの
敬意と感謝を捧げたいと思います。まさにロータ
リー理念の超我の奉仕、の実例といえるのではな
いでしょうか。
�幹事報告

　クリスマス家族例会案内、来年２月４日開催�
ジャパン・ロータリーデーⅡin東京案内、会員名
簿追加シール配布の案内。／例会変更。／例会終
了後、クラブ協議会開催。
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第1339回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和
米寿表彰状贈呈
　岡本　文治会員・山本　豊会員

�ご結婚記念月記念品贈呈
　村尾　博司会員　11月１日
　岡本　俊雄会員　11月３日
　佐々木信幸会員　11月３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
　皆様こんにちは。
　ご来訪のお客様にはようこそお越しくださいま
した。
　ごゆっくりおくつろぎくださいませ。
　本日は卓話来賓としてカープが赤ヘル野球と言
われた時代を代表する、そして走攻守三拍子そ
ろった名選手として、又二軍監督としても活躍さ
れ、現在は野球解説でおなじみの山崎隆造様にお
越しいただきました。今年のカープを振り返って
のテーマでお話をいただきます。宜しくお願い致
します。
　さて本日は、今月の財団月間に因んだポリオプラ
スについての情報をお伝えしたいと思います。今年
のロータリーの友６月号にポリオの記事が掲載さ
れ、その中で国際ロータリーのポリオ撲滅運動の先
駆者である東京麹町ロータリークラブの山田ツネ氏
と峰英二氏、お二人のことが書いてありましたがも
う少し詳しくお伝えしたいと思います。
　山田ツネ氏は、ポリオ免疫プロジェクトを始め
ることになった動機を次のように話されていま
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プログラム
外部講師卓話
「今年のカープを振り返って」
� 元広島東洋カープ選手
� 山崎　隆造氏
　みなさんこんにちは。私はよ
く影が薄いといわれるのですが
私のことを覚えていらっしゃい
ますか？現役時代は背番号１をつけて頑張ってお
りました。私の影が薄くなったのは私の背番号を
引き継いだ前田という男のせいでもあるのです
が、そもそも私が21年前に引退した時、球団は私
が付けていた１という背番号を当面保管するとい
う話でした。にもかかわらず、引退して間もなく
球団から連絡がありまして、嫌な予感はしたので
すが、前田に背番号１をつけさせてもいいかとい
う話がありました。私も話が違うとは思いました
が、前田という男のバッティングのすごさは私も
十分理解しておりましたので、前田ならばという
ことで快諾しました。
　この前田という選手は皆さんもご存知のように
大変研究熱心といいますか、職人気質を持った選
手でして、武骨で近づきがたいような性格に映る
のではないでしょうか？しかしオンとオフをしっ
かり区別するところがありまして、ユニフォーム
を脱ぐと一転してすごく後輩たちを可愛がるんで
すね。最近は野球解説をしていますから特に明る
く振る舞うことに努めているようです。そんな前
田ですが、いくら年収が高くても私と食事に行く
ときは先輩の私がおごるんです、、、（笑）
　話はかわって、カープについてですが、今年は
勢いが良かったですね。起点となったのはやはり
昨年のクライマックスシリーズ進出でしょうね。
野村監督が就任した当時は１軍選手はほとんどが
私が２軍監督として育てた選手たちばかりで、全
く勝てる環境ではなかったんです。そこからピッ
チャーがまず頑張ってくれて野手もついていっ
た。去年のドラフトで大瀬良を引き当てたのが大
きかったですね。これはひとえに田村スカウトが
くじを引いたことのおかげです。野村監督は全く
博才を持っていませんので、あの時、野村監督が
くじを引いていたら今年のカープは違った形に
なっていたでしょう。
　では今年のカープを振り返ってみます。
　まずはスタートダッシュから前半にかけてです
が、良かったですね。３連戦を２勝１敗で進んで
いくという理想の形でまさに快進撃でした。まず

�委員会報告
広報雑誌委員会
「ロータリーの友 11月号」を読んで
� 折本　緑会員
　「ロータリアンのためのパブリッ
クスピーキング入門」の記事に
注目した。
　パブリックスピーキングとは、
入念に準備し、計算し尽くされて大勢の聴衆の前
で話すことである。世界的に有名なTEDの主催
者クリス・アンダーソン氏がそのノウハウを説い
ている記事だ。
　まず、話の内容を理解させ、そして説得する。
自分の考えを聞き手の心に届けて感動させ、行動
に移してもらう。そのためにどうすればいいかが、
完結に纏められている。
　パブリックスピーキングと聞いて浮かぶのは、
オバマ大統領の演説だろう。聴衆と一体となり
「Yes!�We�can!」と繰り返す姿には心が躍ったも
のだ。また、スティーブ・ジョブズの演説も心に
残っている。日本の弁論大会のように、演台の所
でじっと話すのではなく、舞台の上を所狭しと歩
きながら、身振り手振りを交えて、笑わせ、共感
させ、時に感情豊かに話す姿は、舞台演劇のワン
シーンのようで、スケール感が全く違う。
　私は幸いなことに、聴衆の前に立っても“あが
る”ということが無い。この特性を生かし、いつ
かこのパブリックスピーキングの技を身に着け
て、聴衆を感動に巻き込むような話がしてみたい
と思う。
�スマイルボックス

萬歳幸治会員（10,000円）　税を考える週間　
11月11日〜 17日。
根石英行会員（3,000円）　佐藤克則会員の社会
保険労務士法人サトーと広島メープル法律事務所
との第36回の合同勉強会を11月21日に開催しま
す。「これが今使える助成金だ」をテーマに、経
営に直接生かせる助成金の活用について、具体的
に説明します。ご参加の費用は無料です。ご案内
をBOXに配布させていただきましたのでよろし
くお願いします。
匿名（1,000円）　匿名の出宝をいただいていま
す。ありがとうございました。
出席報告
　会員数�63名　出　席�55名　欠　席� 8名
　　　　　　　�来　客� 2名　来　賓� 1名
　　　　　　　�ゲスト� 1名
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第1340回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ROTARY
ベネファクター表彰－認証状の贈呈

　林本　正継会員

米山功労者表彰－感謝状贈呈
　佐藤　二郎会員（第１回米山功労者）
　佐藤　克則会員（第１回米山功労者）

G7ガバナー補佐　神辺眞之様来訪
　11月18日の例会にＧ７ガバ
ナー補佐神辺眞之様が来訪、挨
拶され、来年２月14日にホテル
グランヴィア広島で開催される
グループ６．７合同インターシ
ティ・ミーティングへの出席に
ついて、要請されました。記念講演の講師は池上
彰氏です。
会長時間

　本日は来年２月14日に開催されます、2710地区
のインターシティ・ミーティングの案内で、2710

ピッチャーたちの活躍が目立ち、打っては菊・丸
コンビが頑張ってくれました。また、エルドレッ
ドが去年からは予想だにしない活躍をしてホーム
ラン数も前半はトップで、チームは堂々と首位を
キープしていました。
　続いて鬼門となったのがやはり交流戦でした。
今年も心配していたのですがまさかの９連敗と
散々な結果となってしまいました。なぜカープは
交流戦に弱いのかとよく聞かれるんですが、なか
なか一概には言えませんけどパリーグのバッター
は初球からでも積極的に振ってきます。その積極
的な姿勢にピッチャーたちの対応が十分にできな
かったのではないかと思います。今年はいい形で
交流戦に入り、選手たちのやる気も十分だっただ
けに残念な負け越しとなってしまいました。
　その後、２位転落となり、阪神との競り合いに
なりました。そして大きかったのが９月のジャイ
アンツとの３連戦です。ジャイアンツは東京ドー
ムの温室育ちですので暑さにはカープの選手のほ
うが強いはずで、カープの勝ち越しを多くの人が
予想していました。が、この３連戦の期間中は天
候不順で涼しかったんです。ここでの３連敗に
よって優勝が一気に遠くなりました。続く阪神と
の２位争いでもここぞというところであと一勝が
できませんでした。前田健太も野手もみんながあ
と１勝に泣きました。
　来年ですが、ここ２年連続のＣＳ進出でファン
の皆さんの期待も大きくなっていると思います。
選手たちの実力は確実に伸びていますし、チーム
力も世代交代が成功したことでますます上がって
いくことが期待されます。この状況をどん底から
５年間で作り上げた野村監督の功績は非常に大き
いと思います。そのため来年の緒方新監督は背負
うものが大きくなるでしょう。緒方監督はこれま
た厳しい人で若い選手たちが近づき難い雰囲気を
持っていますが、本人は投手や野手とのコミュニ
ケーションをとることに努めていまして、きっと
いい監督になると信じています。そして外国人
助っ人の獲得や左ピッチャーの補強等、今年の課
題を埋めるべくチーム、球団一丸となって進めて
います。今年は190万人のファンの方が球場で応
援してくださいました。私のころは100万人も行
きませんでしたからファンの皆さんの温かい応援
を心から感謝します。来年も引き続きファンの皆
さんにもぜひ球場に来て応援をお願いします。本
日はありがとうございました。
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はほとんど双方の若手による飲酒バトルというハ
チャメチャな状況となりました。後半になり台北
新東側の若手が一人寝込んでしまいしたので私の
ジャッジでは西南の勝利だと思います。山下幸彦
会員、岩田会員、遠崎会員、佐古会員、上田会員、
田中会員の皆さんが体を張って頑張ってくれまし
た、ありがとうございました。今回の台北新東ロー
タリークラブの訪問は参加いただいた会員の皆様
や奥様方のご協力で充分な友好交流をはかること
ができたものと思います。参加いただいた皆様に
感謝を申し上げます。本日は台北新東ロータリー
クラブ訪問の報告ということで会長時間とさせて
いただきます。
�幹事報告

　年次総会案内配布の案内。／ロータリーカレン
ダーを受付にて一人２部ずつ受取のこと。／例会
変更。例会終了後、月報編集会議開催。
�スマイルボックス

俵雅之会員（チケット１冊）　台北新東ロータリー
クラブ親善訪問では大変お世話になりました。誠
にありがとうございました。
神辺眞之会員（5,000円）　ガバナー補佐として、
訪問する度に手ぶらでしたので、気になっていま
した。気持ちだけですが…。ニコニコをさせて下
さい。
出席報告

　会員数�63名　出　席�51名　欠　席�12名
　　　　　　　�来　賓� 1名
プログラム

会員卓話
「ロータリー財団月間に因んで」
� ロータリー財団委員会委員長
� 仲田　淳嗣　会員
　今月11月は「ロータリー財団
月間」に指定され例会で財団に
関する内容のプログラムが要求
されています。そこで５/17の地区研修・協議会
と８/23の地区指導者育成セミナーがありました
ので、その内容と少し調べました知識でお話をし
たいと思います。
１．ロータリー財団の歴史
　ロータリー財団の歴史に入る前に、皆様ご存知
のことと思いますが、おさらいとしてにロータ
リークラブの生い立ちを話したいと思います。米
国の農村部ニューイングランド出身の若きポー
ル・ハリスは20世紀への変わり目、シカゴで弁護
士をやっていました。産業の発展に伴い労働争議

地区グループ７の神辺ガバナー補佐がお越しに
なっていらっしゃいます。後程宜しくお願い致し
ます。本日の卓話はロータリー財団委員会の仲田
委員長からロータリー財団のお話をいただくこと
となっております、宜しくお願いします。
　さて、昨日の夜、先週の14日から行っておりま
した、台湾の台北新東ロータリークラブの訪問を
終え帰ってまいりました。今回の訪問は私と木村
副会長、山本豊パスト会長、萬歳パスト会長、村
尾パスト会長、荒木パスト会長、杉川会員がそれ
ぞれ夫人同伴、そして室崎幹事他選りすぐりの若
手屈強なメンバー総勢25名で無事訪問してまいり
ました。屈強なメンバーとはなんぞやといぶかし
く思われるでしょうが後程このことはお話しま
す。初日、台北空港に到着すると台北新東ロータ
リークラブの林会長をはじめ蔡さんや多くのメン
バーに出迎えていただきました。食事の後、台北
新東と広島西南の両クラブの共同事業を実施した
中正記念堂に案内いただきました。今回は曽里会
長年度に台北新東からの要請で急遽100万円を寄
付したこともあるのだろうと思いますが、特別に
所長さん直々の出迎えを受け、ご挨拶やお話を聞
かせていただきました。中正記念堂は今では台湾
の文化芸術の拠点となり市民の憩いの場となって
いることや、日本との交流の拠点ともなっている
ことを伺いました。広島西南ロータリーは、台北
新東ロータリーを通じて日台友好にも貢献してい
るものと改めて感じました。夜はクラブ協議会と
例会そして歓迎懇親会がありました。クラブ協議
会では姉妹締結書の継続確認や双方の取組事業の
説明等を行いました。広島西南ロータリーの30周
年の記念事業の説明に対し、台北新東ロータリー
からは、記念事業の全てに全面的に協力したいと
の申し入れがあり、有意義な協議ができました。
歓迎懇親会では台北新東と広島西南両クラブの23
年に亘る友好交流の功労者、山本豊パスト会長の
米寿を盛大に祝っていただきました。こちら側は
岡本パスト会長の米寿祝の礼状と故大国パスト会
長の奥様の礼状を披露させていただき互いが心を
通わせる和やかな懇親会となりました。正式な行
事は初日のみで終了し二日目からはゴルフや観光
となり３日目の観光途中に台北新東と広島西南の
共同事業で桜を植樹した陽明山に行きました。冒
頭の屈強な参加メンバーの意味ですが台北に行か
れた方はおわかりと思いますが宴会接待における
お酒です、今回も最終日の夜の宴会は、両クラブ
入り乱れてのカラオケ合戦となり、お酒に関して
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基金寄付はその収益のみが、使途指定寄付は指定
された使途へ使用されます。そしてその年次寄付
と恒久基金寄付がＤＤＦ（地区財団活動資金）と
ＷＦ（国際財団活動資金）の二つの活動資金に分
けられ、補助金の配分はＤＤＦが50％、ＷＦが
50％で３年後から使用が可能になります。ＤＤF
は地区補助金、グローバル補助金、ロータリー平
和フェロシップの寄贈に使用され、WFはグロー
バル補助金、ロータリー平和フェロシップの上乗
せに、パッケージ・グラントに使用されます。
３．補助金の使途
　地区に一括して授与される地区補助金はクラブ
や地区が地元や海外の緊要なニーズに取り組むた
に使用できる補助金です。そして補助金の対象プ
ロジェクトは職業研修チームへの支援、音楽や文
学歴史等に関する奨学金（海外留学も可）、人道
的奉仕プロジェクトなどであります。
　次にグローバル補助金は地区補助金と違い大規
模で国際的な人道的プロジェクト、職業研修、奨
学金のため活用できるもので次の重点分野におい
て成果が求められています。
　①平和と紛争予防／紛争解決
　　・�紛争予防と仲裁に関する、若者を対象とし

た研修の実施
　　・紛争地域における平和構築の支援　など
　②疾病予防と治療
　　・地域社会の医療従事者の能力向上
　　・�伝染病の伝搬を食い止め、非伝染病とそれ

による合併症を減らすための、疾病予防プ
ロジェクト　など

　③水と衛生
　　・�地域社会における安全な水の公平な提供、

衛生設備や衛生状況の改善
　　・�持続可能な水設備と衛生設備の設置、資金

調達、維持管理を地域住民が行っていくた
めの能力向上　など

　④母子の健康
　　・５歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減
　　・妊婦の死亡率と罹患率の削減　など
　⑤基本的教育と識字率向上
　　・�地域社会で基本的教育を普及し、識字率を

高めるためのプログラムを支援し、地域社
会の参加を促進

　　・�教育における男女格差を減らすための活動
　など

　⑥経済と地域社会の発展
　　・�貧困地域の経済発展を目的として、起業家、

が絶えなく人口も爆発的に増え乱雑に拡張した大
都会の生活はテンポも速く、孤独で「どこにも人
はいる。でも友達はどこにもいない」と嘆いてい
ました。そこでポール・ハリスはこの孤独感を克
服しようとして、３人の知人、鉱山技師のガスター
バスE・ローア、石炭商のシルベスター・シール、
仕立業のハイラム・ショーレーと1905年（明治38
年）２月23日に会合をすることとなりました。以
後、４人はお互いの事務所で「輪番」に開きグルー
プの名称を「ロータリー」としました。これがロー
タリークラブのはじめと言われています。
　さて、ロータリ財団はそれから12年後の1917年、
米国ジョージア州アトランタで開かれた国際大会
で当時のRI会長（そのころはロータリー・クラ
ブ国際連合会と言い1922年のロサンゼルス国際大
会で国際ロータリーRIという名称になりました）
のアーチ・クランフが「全世界的な規模で慈善、
教育、その他社会奉仕の分野で何か良いことをし
ようではないか」とロータリーの基金の創設を呼
びかけて、設立されました。そして翌年の1918年
に米国ミズーリー州カンザス・シティ RCから米
貨26ドル50セントが寄付されました。そして創立
から11年後の1928年ミネソタ州ミネアポリス国際
大会でこの基金はロータリー財団と名称を改める
こととなりました。2017年（３年後）にはロータ
リー財団創立100周年を迎えることとなります。
ロータリー財団は100周年記念誌のタイトルを世
界から募集していましたが3,400件以上の回答が
寄せられ、先ほど「世界でよいことをしよう：人
びとの心に触れた100年」に決定されました。こ
の本は2016年初めに発行される予定です。
２．財団寄付金の流れ
　1917年に設立されたロータリー財団の使命は
ロータリアンからの寄付金よる補助金を通じて健
康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救
済し世界理解、親善、平和を達成することとして
います。
　財団から財団資産の支出についての権限が委譲
されている管理委員会は、この趣旨に沿って補助
金が適正に運営されているか調査、措置が要請さ
れています。そのためには寄付金の使途について
地区に権限を与え、地区が最大限プログラムに参
加できるよう資金配分のためのシェアシステムが
作られました。
　ロータリアンからこのシェアシステムへの寄付
の種類は年次寄付、恒久基金寄付、使途指定寄付
の三つに区分され,年次寄付はその全額が、恒久
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タリクラブへの寄付金額は
　　・ポリオプラスへの支援活動
� 15　ドル/人　以上
　　・年次寄付金� 150　ドル/人　以上
　　・ベネファクター（恒久基金）
� １人/クラブ　以上　増員推進
となっております。このうち年次寄付金150ドル
のうち100ドルは全会員の皆様から寄付をいただ
くことを理事会にお願いしていますので、ご理解
いただきますようよろしくお願いします。残り１
人あたり50ドルは会員数62名としまして計3,100
ドルのうち3,000ドルを特別３名の方に一人1,000
ドルを寄付いただきますようお願いしてまいりま
す。1,000ドル寄付をいただいた会員様には財団
よりポール・ハリス・フェローの認証として認定
状と襟ピンが贈られます。またポール・ハリス・
フェローを頂かれた方がさらに1,000ドル寄付さ
れますとマルチプル・ポール・ハリス・フェロー
として認証され宝石の付いた襟ピンが贈られま
す。累計2,000ドルですとサファイア１個、3,000
ドルですと２個、7,000ドルからはルビーとなっ
ています。
　また、恒久基金でありますベネファクターは当
クラブでは過去から、会長にお願いをする決まり
になっていまして、林本会長にはすでにご寄付を
頂きました。林本会長有難うございました。
　最後に、色々調べている中で、毎月、RI日本
事務局から財団室NEWSが報告されますが、この
中に海外旅行に役立つ情報がありましたので紹介
します。外務省はこれまで３カ月以上の海外滞在
者には「在留届」を出してもらい、連絡先など把
握し安全情報を提供してきましたが、短期旅行者
への安全情報が伝えられないといった課題があり
この度、外務省が「たびレジ」というサイトを立
ち上げ、旅行日程を登録すると安全にかかわる情
報をメールするサービスを始めました。海外へ旅
行される方は万一に備えて登録されると良いかも
しれません。
　よく分からない内容と説明で退屈されたことと
思いますが、私としては卓話の機会をいただき勉
強することができました。皆様へお礼申し上げま
す。有難うございました。

地域社会のリーダ、地元団体を含むネット
ワークの向上

　　・生産性の高い仕事の雇用創出　など
　次にロータリー平和フェローシップはＤＤＦ、
ＷＦからの補助金により紛争解決と平和に関する
国際問題について研究する奨学金です。ロータ
リー平和センター（４大学とタイアップ、日本は
国際基督教大学）において大学院修士課程で学び
ます。
　また、パッケージ・グラントはロータリー財団
と戦略パートナーが共同で立案した活動を実施す
るための補助金です。資金は財団と戦略パート
ナーが負担し、ロータリアンが活動を行うことと
なります。
　ところで、先ほどの寄付の中に使途指定寄付が
ありましたがこれは何かと申しますとポリオ撲滅
のための補助金であります。
　1953年ジョナス・ソーク博士によりポリオ・ワ
クチンを開発されました。多くの学齢前の児童に
予防接種がなされましたが、1978年（昭和53年）
国際ロータリーはフィリピン政府と共同で児童に
予防接種を実施し大きな成果を上げました。これ
がポリオ・プラスのきっかけとなったと言われて
います。
　ポリオ・プラスはその後、1985年に発足しまし
た。1995年規定審議会において「世界からポリオ
がなくなった」と認定されるまでポリオ撲滅が
ロータリー財団の第１目標である事が決定されま
した。
　日本は1960年（昭和35年）ポリオ大流行の年で
この年、患者が5,000人を超えました。1,300万人
分の生ワクチンが緊急輸入され1960年6,500人の
患者が1963年100人以下となり1980年以降、発症
が見られず日本ではポリオは絶滅しました。
　世界のポリオ発症数は今年１月から10月21日ま
で247数報告されています。その中で常在国はパ
キスタン210数、アフガニスタン12数、ナイジェ
リア６数、常在国以外の国数は７ヶ国となってい
ます。
　今年度、RI会長ゲイリー C.�K.・ホァン氏と同
じ台湾出身の歌手、ジュディ・オングさんがロー
タリーのポリオ撲滅大使になられました。そして
ポリオ・ワクチンを発明したジョナス・ソーク博
士の誕生日にちなみ10月24日が世界ポリオデーと
なっております。
４．今年度の寄付金
　地区委員会からの要請により今年度、西南ロー
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ています。京都醍醐寺は世界文化遺産のお寺で太
閤秀吉が晩年、北政所や淀殿の為に一世一代の壮
大な花見を催したことで有名なお寺です。醍醐寺の
開祖は聖宝理源大師で弘法大師の孫弟子です真言
宗の高僧でありながら山岳信仰の修験道の開祖、
役の行者の直弟子でもある方です。一泊修行は40
名くらいの参加者で醍醐寺の宿泊所に着くとしきた
りにそって行動します、夕食は精進料理で就寝は９
時までに大広間に雑魚寝です。朝は５時起床、朝
食はご飯味噌汁ひじき沢庵梅干しのみ。食事前に
は作法として般若心経と感謝の言葉そして陰善を行
い合唱してからいただきます。朝食後は醍醐寺の
座主（最高位の僧）による正式な護摩行を行います。
醍醐寺は下醍醐と上醍醐そして奥の院とに分かれ
ており、上醍醐は以前、修行僧や修験道の行者が
修行をする場所でしたが、上醍醐にあるお堂の二
つが国宝に指定されてからは火が使えなくなり今は
行はしてないようです。我々は上醍醐に登りさらに
山の奥に入り奥の院に行きます。上醍醐は国宝や重
要文化財のお堂が建ち並びますが、奥の院は1100
年前の聖宝理源大師が開山した当時のままの岩盤
に自然にできている洞穴で、奥に祭壇があり儀式
や祈祷をする場となっており、ここで般若心経やお
経を唱えます。下醍醐から奥の院まで10キロ強の
山中を半日かけて、心身の世俗の垢を清める気持
ちで往復します。体は疲れますがいつもなぜか気
分は爽やかになります。人の肉体に限界があるよう
に持てる物欲にも限界がありますが、精神性を求め
ることは無限で神秘的な不思議さを秘めているとこ
ろに魅力を覚えます。日常の中で座禅や、ヨガの瞑
想や伝統的な武道等、精神的修養の時間を持つこ
とは、より良い人生を目指す為に有益なことである
ように思います。
�幹事報告

　ロータリー友誌、ならびにロータリーの友英語
版に掲載された根石会員の投稿記事（津田子ども
の家とのボウリング大会記事）回覧の案内。／
12月23日開催のクリスマス家族例会、２月14日開
催のインターシティ・ミーティングの各案内を回
覧。未回答者は回答を。／本日18：30より広島グ
ランドインテリジェントホテルにてロータリー情
報委員会GM開催。
�スマイルボックス

山下哲夫会員（1,000円）　３日前の長野の地震
の時、白馬村にいました。家が崩壊するのではな
いかと思いましたが、なんとか保ちました。天に
感謝して出宝します。

11
� 25

第1341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
米山功労者表彰－感謝状贈呈
　山下　哲夫会員（第５回米山功労者）

�連続出席100％（９・10月分）
　28年　萬歳　幸治会員・石井　和彦会員
　　　　梶本　尚揮会員・奥田　　實会員
　　　　白築　忠治会員・山下　哲夫会員
　23年　曽里　　裕会員
　17年　木村　恭之会員・杉川　　聡会員
　16年　村尾　博司会員
　14年　平石　雅史会員
　13年　山下　幸彦会員
　12年　岡本　俊雄会員・根石　英行会員
　11年　山本　春男会員
　９年　室﨑　雅宣会員
　６年　末廣浩一郎会員
　４年　久保慎太郎会員
　３年　橋本　幸範会員・對馬　久子会員
　　　　桒田　博正会員
　１年　伊藤　英彦会員
会長時間
　ご来訪のお客様にはようこそお越し下さいまし
た。
　ごゆっくりとお過ごしください。
　本日の卓話来賓は、まち物語製作委員会の代表、
新澤様にお越しいただいております。
　「福島復興支援紙芝居からアニメに」と題して
お話をいただきます。宜しくお願い致します。
　さて本日は、私の少々変わった個人観といいます
か精神修養についてお話をさせていただきます。皆
様は精神的な拠り所として何か日頃取り組んでい
らっしゃいますでしょうか、私はこれまでの人生で
何度か命を落としかけたことがあるせいか、昔から
神仏やモラロジー道徳等、精神的な勉強をすること
が好きです。私の家の仏教宗派が真言宗ということ
もあり、京都の醍醐寺に毎年一回一泊修行に行っ
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伝え隊」や「おおくま紙芝居一座」が結成された
ほか、いわき市においては湯本温泉再生の観光キャ
ンペーンでも取り上げられ、紙芝居が各地の小学
校で教材としても活用されるようになりました。
　福島の美味しい魚が食べれるので有名だった老
舗旅館、朝日館を津波で失った女将村上美保子さ
んが津波のときの海の出来事を漁師達から聞き
取って作成した紙芝居「命の次に大切なもの」は
１年間で100回以上も公演され、海外の中国、ド
イツ、ロシア、アメリカでも上演されております。
街角の子ども相手の紙芝居と思われていたもの
が、今では人々の暮らしや絆を深め、歴史や文化
を共有し次世代にも伝達できる優れた手段である
ことが実証されたと思います。
　平成27年４月から福島県の観光ディストネー
ションキャンペーンが始まります。このキャン
ペーンの中でこの紙芝居が観光バスの中でも上演
できないかという提案から紙芝居のアニメーショ
ン化にも取組みました。上映時間は16分余りです
が本日はこの後アニメ「命の次に大切なもの」を
観て頂きます。
　上映する前に私たちのまち物語制作委員会の現
状を少し報告させてください。
　東北復興支援の活動としてこれまで３年以上続
けてきましたが、震災当初のような人々の関心も
薄らぎ寄付金などの資金援助も得がたくなりまし
た。このまま活動を続けるべきかどうかという問
題が今年になって深刻になりました。今まで広島
から福島の往復旅費や宿泊費の半額は自己負担を
原則として、もしも収入に余裕があったときに残
額を補填するやり方をしてきました。
　紙芝居を作って送り届けるだけが我々のミッ
ションではありません。これから被災地の人達が
まちづくりや復興に向けて活動を始めていただく
ことが大切です。東北まち物語紙芝居化100本プ
ロジェクトはこれでひとまず終了して、これから
は福島の人達がこのまち物語紙芝居を活用して復
興へ向けて立ち上がっていくために必要な支援を
すべきだと考えております。
　震災の風化が叫ばれるようになりました。４周
年となる来年３月11日に、あの日福島では何が起
きたのか今はどうなっているのかを被災者が各地
のまち物語を通して伝える「ふくしま被災地まち
物語７DAYS」を東京で開催して、日本中の人た
ちにもう一度福島の今に目を向けてもらう企画を
立てました。
　７DAYSとは震災の１日目から７日間各地で何

徳納武使会員（1,000円）　広島西ロータリーク
ラブで11月６日卓話を行いました。「ロータリー
財団強調プログラム」のテーマです。会報にも、
４ページ掲載していただきました。
出席報告
　会員数�63名　出　席�52名　欠　席�11名
　　　　　　　�来　客� 1名　来　賓� 1名
プログラム
外部講師卓話
「福島復興支援
　　　　紙芝居からアニメに」
� まち物語制作委員会　代表
� 新澤　孝重氏
　私たち“まち物語制作委員会”
は広島市内を拠点にして、まち
づくり、まちおこし、まちの活性化をめざして様々
な活動をしていますが、東日本大震災発生の当初
から今まで被災地の復興支援の活動を続けている
ことについて広島西南ロータリークラブの皆さん
から深いご理解と多大なご支援をいただいており、
このことに深く感謝して心から御礼申し上げます。
　昨年10月29日のこの例会では「心の支援から復
興支援へ」と題して、福島・湯本温泉の若女将�
若松久美子さんと一緒に参加させて頂きました。
そのときにも申し上げましたが、私たち“まち物
語制作委員会”は紙芝居づくりが主な目的ではあ
りませんが、“地域を知り、地域を愛することか
らまちづくりは始まる”という信念から私たちは、
被災地の皆さんが復興に立ち上がるための心の支
援活動として「東北まち物語紙芝居化100本プロ
ジェクト」を立ち上げました。昨年の10月の例会
では制作した紙芝居は80作品と申し上げました
が、現在、当初の目標は達成して福島県内の紙芝
居が103作品、岩手県内３作品、宮城県内１作品
となりました。結果的には福島県内の民話や昔話、
偉人伝、被災や復興に関する紙芝居がほとんどと
なりました。
　福島の人から、「1,000キロメートルも遠く離れ
た広島の人たちが何故こんなにしてまで福島の私
たちのためにするのか？」と訊かれることがあり
ます。何かの目論みや野心があるのではという疑
問に対して、「私たちは広島ですけぇ〜」という
言葉しかありません。地震と津波、それに原発事
故が重なった福島の災害に対して、広島の私たち
はそ知らぬ顔をしていることが出来ない、ただそ
れだけの理由しかありません。
　今まで届けた紙芝居をもとにして「浪江まち物語
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アニメ「命の次に大切なもの」DVD上映�
16分30秒

上映後のお礼のことば
　有難うございました。
　紙芝居とアニメの効果には違いがあるように感
じます。このアニメを無声で上映しながらセリフ
は生の声で行なう試みもされているようです。こ
れからまた新しい挑戦が始まります。

が起きてその中でどのようにしたのかを明らかに
しようとするものですが、事業内容は考えても資
金の計画めどが立ちません。一口3,000円の寄付
集め、30,000円の協賛広告、アニメDVDの販売な
どを試算しても当初考えた最低限250万円の半分
も見込みが立ちません。丁度８月20日の広島土石
流災害のときにこの計画は中止しようとメンバー
に諮りました。しかし、机上プランだけで何も行
動しないで中止にするのはおかしいという意見が
出て、10月末までの２ヶ月間、協賛広告がどのく
らい見込めるか、東京で少しでも安く借りれる会
場はないか、協力が得られる団体や個人からどの
くらいの寄付金が見込めるか、みんなで手分けし
た結果をみてから実行するか中止するかを決める
ことにしました。
　会場は東京の労金ホールの協力を得て、クラウ
ドファンディングて個人寄付1,450,000円集める計
画を立て、総額約400万円の予算で実施すること
に決断しました。しかし、まだまだ不安がありま
す。皆さんからもしもクラウドファンディングを
通して小額でも資金援助いただけるようでしたら
よろしくお願いいたします。 社会奉仕委員会　東北復興支援金の贈呈

DVD�命の次に大切なもの
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ロータリー奉仕理念
2014年11月25 日
Aチーム

それではロータリーの歴史を振り返りなが
ら奉仕理念の移り変わりをご紹介します

1. 本クラブ会員の事業上の利益の増大
2. 通常社交クラブに付随する親睦およびその他の特に
必要と思われる事項の推進

安らぎを取り戻そうと、限定会員制度
の社交クラブを発足（ポール・ハリス）

ロータリークラブ設立へ

奉仕理念の対立

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。
この哲学は奉仕－「超我の奉仕」－の哲学であり、「最もよく
奉仕する者、最も多く報いられる」という実践理論の原則に基
づくものである。

「実践派」：金銭的・身体的を積極的にするべき

「理念派」：導入時の理念を守るべき

決議23-34 により事態を収拾

現在の奉仕理念

1. 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
2. 職業上の⾼い倫理基準を保ち、役⽴つ仕事はすべて価
値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリ
アン各自の職業を⾼潔なものにすること

3. ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社
会⽣活において、日々、奉仕の理念を実践すること

4. 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを
通じて、国際理解、親善、平和を推進すること

意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある

ユニティビル711号室

シカゴは万博後の大不況
「大衆は地獄に堕ちよ」という腐敗の街

ロータリー創設時
（１９０５年）

奉仕理念の導入（１９０６年）

1. 本クラブ会員の事業上の利益の増大
2. 通常社交クラブに付随する親睦およびその他の特に
必要と思われる事項の推進

3. シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市⺠としての
誇りと忠誠⼼を市⺠の間に広める

ドナルド・カーターの入会拒否
「自分たちの利益の増大」と「親睦」のみを目的とした
団体に魅力はない

クラブの限界を感じ、社会貢献の項
目を定款へ追加（ポール・ハリス）

その後の主な出来事

1927年︓四大奉仕部⾨の制定

1950年︓「He profits most who serves best」
「Service above self」が正式標語に決定

1992年︓社会奉仕に関する声明（決議92-286）
を発表

2010年︓五大奉仕部⾨の制定

ロータリー奉仕理念の決議事項

決議23-34
1. 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。この哲学は奉仕
－「超我の奉仕」－の哲学であり、「最もよく奉仕する
者、最も多く報いられる」という実践理論の原則に基
づくものである。

こんな人や

“Al” Capone

職業奉仕の礎（１９０７年）

1. アメリカ全土に加盟ロータリークラブを結成することによって、
ロータリーの原則を拡大発展させること

2. アメリカ全土の加盟ロータリークラブの業務と原則を統一する
こと

3. 市⺠としての誇りと忠誠⼼を喚起しかつこれを奨励すること
4. 進歩的で尊敬すべき商取引の方法を推進すること
5. 加盟ロータリークラブの個々の会員の事業上の利益を増大す
ること

突然導入された「社会貢献」と「自分たちの利益」との
かい離により、会員間での争いに

「自分たちの利益」と「社会貢献」との調和
（アーサー・シェルドン）

変遷のまとめ

会員間相互扶助 奉仕の理念の導⼊

奉仕の理念の導⼊

職業奉仕理念の導
⼊による調和

社会奉仕主張派
（実践派）の台頭

奉仕理念と物質的
相互扶助の対⽴

決議23-34による調
和

90年代に再度実践
派が台頭

実践的な奉仕活動の指針

I. クラブ奉仕
II.職業奉仕
III.社会奉仕
IV.国際奉仕
V.⻘少年奉仕

現在の理念が制定されたのは2010年。ロータリーの
奉仕理念は創立以来、時代に応じた変化を遂げてき
ました

いわゆるこんな人が活躍する荒廃した時代でした

奉仕理念の発展（1921年）

• “Service above self” へ⾔葉を変え、人道的奉仕
活動の理念の標語となる

“He profits most who servers most” がモットーとし
て採択された

“Service, not self”
ベンジャミン・フランクリン・コリンズの語った、
助け合いを広く会員外へも広げる⾔葉が広がる

ロータリー情報委員会ＧＭ
　11月25日火曜日18：30よりグランドインテリジェントホテ
ル３階「光琳の間」においてロータリー情報委員会の第２回
ＧＭが出席者36名で盛大に開催されました。
　今回は入会３年未満の会員によるロータリー情報の発表が
行われました。発表テーマは「ロータリーの奉仕理念につい
て」で、児玉栄威会員、上田直治会員、山國豊会員、橋本幸
範会員、林暢也会員で構成されるＡチームによる発表でし
た。初めての企画でしたがロータリー歴の長短に関わらず、
全会員で楽しめ、勉強になる実り多い会となりました。

①始まりの言葉（司会谷口さん）
②会長挨拶
③Ａチーム発表
・挨拶（上田）　
・メンバー紹介（児玉）
・パワーポイントによる発表　（上田→橋本→山國→林→児玉）
・パスト会長へのインタビュー動画
　（山本豊さん、佐々木宏さん、山下哲夫さん）
・メンバーご挨拶
・エンドロール

会
の
流
れ

④杉川さん総評
⑤会長経験者のコメント
⑥乾杯
⑦懇親会
⑧手に手をつないで
⑨木村副会長閉会の辞
⑩閉会
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心臓病の子どもを守る会総会に出席 11月２日（日）
11月２日の心臓病の子どもを守る会総会に林本会長が出席し、感謝状をいただきました。

新 会員歓 迎会
2014年11月11日　先週入会された三宅陽一郎会員の歓迎会が、ホテルJALシティ広島にて開催されました。
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DONATIONDONATION
11  月 年度累計

ス マ イ ル 82,000 円 392,000 円
善 意 の 箱 16,132 円 56,377 円
100万ドル 51,198 円 259,854 円

橋本　幸範　２日
三宅陽一郎　14日

村尾　博司　１日
佐々木信幸　３日
岡本　俊雄　３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
三宅陽一郎　Ｈ26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

掲　示　板

12月行事予定
❖�12月２日（火）13：45 〜
　第５回理事役員会� ANAホテル4Ｆ
❖12月16日（火）14：00 〜 17：00
　地区ロータリー財団勉強会
　（事前登録の対象者のみ）� ANAホテル3F
❖�クリスマス家族例会のご回答期日は12月
５日（金）迄となります。

日　時：2014年11月４日　13時45分〜 14時45分
場　所：ＡＮＡクラウンプラザ広島
出席者：林本・木村・田中（茂）・室崎・曽里
　　　　佐々木（宏）・對馬・先小山・白築
　　　　久保

・林本会長挨拶
　順調に推移しているこれも皆様のご尽力の賜物
と感謝申し上げる。

議題
・合同幹事会・合同事務局運営委員会報告
　110周年事業は、来年２月14日IM開催の折に贈
呈式・完成予定施設の説明を行う。会費は一人
5,000円以内で予定。IMは全員登録、登録料8,000
円でお願いをしたい。記念講演は、池上彰氏をお
招きする。広島豪雨災害の寄付金、10月24日現在
で8,300万円、助成決定は1,000万円、残りは検討中。

・パスト会長会報告
　杉川会員が次次年度会長候補と推挙され、パス
ト会長全員一致で承認された。

・12月プログラムと行事予定
　卓話予定通り。年次総会時のプログラム検討を
要請した。

・台北新東RC訪問について
　創立30周年記念事業委員会とのすり合わせ。
　
・グループ別「ロータリー財団勉強会」について
　該当者が出席することとなる。調整中。

・10月度会計報告
　順調に推移している。

・その他
　三宅会員の委員会配属は、親睦家族活動委員会
とする。
　心臓病の子供を守る会に例年通り10万円寄付を
する。

・閉会の挨拶
木村副会長
　この先もまだまだ気を許さず楽しんでロータリ
活動をしていきましょう。

2014-2015年度　第５回理事・役員会　議事録
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ロータリーの心を学び楽しく実践



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 7 14（休会） 21 28 出席率

1 荒木　　攻 ○ ○ ○ 100％

2 萬歳　幸治 ○ ○ △ 100％

3 藤崎健次郎 ○ ○ ○ 100％

4 平原　一彦 ○ ○ ○ 100％

5 林本　正継 ○ ○ ○ 100％

6 平石　雅史 ○ △ △ 100％

7 橋本　幸範 ○ ○ ○ 100％

8 林　　暢也 △ △ △ 100％

9 濵田　公璽 ○ △ ○ 100％

10 石井　和彦 ○ ○ ○ 100％

11 池久保光治 ○ ○ ○ 100％

12 岩田　智博 ○ ○ ○ 100％

13 伊藤　英彦 ○ ○ ○ 100％

14 梶本　尚揮 ○ ○ ○ 100％

15 木村　恭之 ○ ○ ○ 100％

16 久保慎太郎 ○ ○ ○ 100％

17 桒田　博正 ○ ○ ○ 100％

18 児玉　栄威 ○ ○ ○ 100％

19 幸村　憲治 ○ ○ △ 100％

20 三好　清隆 ○ ○ △ 100％

21 村尾　博司 ○ △ ○ 100％

22 宮本　　昇 ○ △ ○ 100％

23 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ 100％

24 森田由美子 △ ○ △ 100％

25 宮本　晋一 ○ △ ○ 100％

26 宮崎　真 ○ ○ ○ 100％

27 根石　英行 ○ ○ ○ 100％

28 仲田　淳嗣 ○ ○ △ 100％

29 岡本　文治 ○ ○ × ��66％

30 奥田　　實 △ ○ ○ 100％

31 小川　光博 ○ ○ ○ 100％

氏　名 7 14（休会） 21 28 出席率

32 岡本　俊雄 ○ △ ○ 100％

33 折本　　緑 ○ ○ ○ 100％

34 佐々木　宏 ○ × × ��33％

35 白築　忠治 ○ ○ ○ 100％

36 曽里　　裕 ○ ○ △ 100％

37 杉川　　聡 ○ ○ ○ 100％

38 先小山英夫 △ ○ ○ 100％

39 佐藤　二郎 ○ ○ ○ 100％

40 佐藤　克則 △ ○ △ 100％

41 杉本　清英 ○ ○ ○ 100％

42 末廣浩一郎 ○ ○ ○ 100％

43 佐々木信幸 ○ ○ ○ 100％

44 佐古　雄司 ○ ○ ○ 100％

45 新藤幸次郎 ○ ○ ○ 100％

46 田中　茂樹 ○ ○ ○ 100％

47 谷口　公啓 ○ ○ ○ 100％

48 遠崎　秀一 ○ △ ○ 100％

49 寺本　真司 △ △ ○ 100％

50 俵　　雅之 ○ ○ △ 100％

51 徳納　武使 △ ○ ○ 100％

52 對馬　久子 ○ ○ ○ 100％

53 田村　英樹 ○ △ ○ 100％

54 田中　朋博 ○ ○ ○ 100％

55 上田　直治 ○ ○ ○ 100％

56 山本　　豊 ○ ○ ○ 100％

57 山下　哲夫 △ ○ ○ 100％

58 吉田　栄壮 ○ ○ ○ 100％

59 山下　幸彦 ○ ○ ○ 100％

60 山本　春男 ○ ○ ○ 100％

61 山本　恭瑚 ○ △ △ 100％

62 山國　　豊 ○ ○ ○ 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

2014年12月16日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　林本正継　幹事　室㟢雅宣
　　　　事務所　広島市中区基町6-78
　　　　　　　　リーガロイヤルホテル13F
　　　　TEL 082-221-4894　FAX 082-221-4870

編　集　会報資料委員会

　先週、台北訪問から帰ってきた。たっ
た４日間の浦島太郎だったが、帰って
みると、えびす講大祭が始まり、平和
大通りのイルミネーションが点灯され

た。巷間では、忘年会など年越しの準備に忙し
い中、総選挙まで実施されることになってしまっ
た。急遽外遊を取りやめ、浦島太郎になり損ね
た先生方もいらっしゃるのではないだろうか。
それにしても日本国民はなぜこうも年末年始を
みずから忙しくしてしまうのだろう。� （室﨑）

1179号� （19）
ロータリー財団月間



写真で見る 台北新東ロータリー訪問記　平成26年11月14日（金）〜17日（月）

　11月14日金曜日、山本（豊）台北新東RC親善名誉委員長、林本会長ほか総勢25名の台北新東ロータリー
クラブ訪問団が広島を出発しました（最終的には29名）。現地に到着後、記念梅樹視察、合同クラブ協議
会、合同夜間例会、歓迎夕食会と充実の１日でした。２日目はゴルフ組と観光組に分かれて台北を満喫。
３日目は陽明山の記念桜樹地見学。最後の夜は晩餐会から大カラオケ大会？に。台北新東ロータリークラ
ブのみなさんの温かいおもてなしで、盛りだくさんの３泊４日でした。

台北空港

中正紀念堂＆中正紀念公園

合同クラブ協議会
陽明山の記念桜樹地見学

合同夜間例会／歓迎夕食会

晩　餐　会

台北新東ロータリークラブのみなさん、温かいお出迎え！

総統蒋介石の顕彰施設で、台湾の三大観光名所のひとつ。

たくさんのおもてなし、ありがとうございました。
台北友好を率先した山本（豊）台北新東RC親善名誉委員
長の米寿のお祝いサプライズも。

Ａ組はゴルフ、Ｂ組は観光ツアーへ出発。

―合同例会のようす―

11月14日 11月16日

中正紀念堂の見学のあ
と、園内にある記念梅
樹地を視察。

各クラブ近況と30
周年の記念事業に
ついて報告。
30周年記念事業については、全面的に協力いただけるこ
とになった。

11月15日

あいにくの雨模様。陽明山の記念桜樹地を見学。

全員で昴（すばる）熱唱！ 感謝をこめて、全員でお見送り。

11月17日

広島に無事到着。
おつかれさまで
した。

最後の夜は、美味しい料理とお酒で歓談。山本（豊）台
北新東RC親善名誉委員長の１曲で幕開け。大宴会＆カラ
オケ大会のスタートです。歌う、カンペイ、歌う、カン
ペイと大盛り上がりで当初の予定よりも延長することに。


