
2015年 2 月
世界理解月間

No.1182号

広島西南ロータリークラブ会報

津田子どもの家とのボウリング（P14 に写真掲載）

2014-2015 RI theme
LIGHT UP ROTARY

URL  http://hiroshima.southwest.rotary2710.net



２
� ３

第1350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
　水谷　耕平　会員
　（水谷・木村法律事務所　弁護士）
　推薦者：徳納　武使　会員
　　　　　桒田　博正　会員
�お誕生月記念記念品贈呈
　山下　幸彦会員　２月４日
　林本　正継会員　２月９日
　曽里　　裕会員　２月９日
　佐々木　宏会員　２月18日
　水谷　耕平会員　２月19日
　藤崎健次郎会員　２月24日
　荒木　　攻会員　２月28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
お越し下さいました。ごゆっくりとお過ごしくだ
さいませ。
　今日は、台北新東ロータリークラブの王（ストー
ン）さん、黄（アキ）さんのご子息をお招きして
おります。ようこそいらっしゃいました。しっか
り広島を楽しんでください。西南の有志の方々に
お世話いただけるとのことです。宜しくお願いい
たします。
　先程は、今年度二人目の新入会員、水谷耕平会
員をお迎えすることができました。皆様と共に入
会を心から歓迎し今後の活躍を期待したいと思い
ます。
　本日のプログラムは、NHK広島放送局気象キャ
スターとして、お好みワイドの天気予報などで皆
様おなじみの、そして美人天気予報士として大変
人気のある勝丸恭子さんにお越しいただきまし
た。「天気と天気予報の秘密」ということで、後
程お話をいただきます。宜しくお願いします。
　さて、本日２月３日は節分です。節分（せつぶ
ん）は、現在では立春の前日（太陽暦の２月３日
か４日）をさすということですが、もともとはそ
れぞれの季節がおわる日、つまり立春、立夏、立
秋、立冬の前日をいいます。節分といえばやはり
豆まきではないかと思いますが、節分に豆で邪鬼
をはらう行事が初めて行われたのは、1425年の室
町時代の京都だそうで「看聞（かんもん）日記」
という記録に記されているということです。
　また、豆まきのかけ声の「鬼は外、福は内」は
室町時代の「臥雲日件録（がうんにっけんろく）」

という記録に、立春前夜に家ごとに豆をまき「鬼
は外、福は内」と、となえたということが残され
ているそうです。この掛け声にもいろいろあるよ
うで、男はつらいよの映画フーテンの寅さんの得
意の口上に出てくる「恐れ入谷の鬼子母神」で有
名な東京都の台東区にある、仏立山真源寺では「福
は内、悪魔外」と言うそうです。埼玉県の鬼鎮神
社では「福は内、鬼は内、悪魔外」と言ったり、
奈良県の元興寺や新宿歌舞伎町の稲荷鬼王神社、
奈良県の天河神社等では「福は内、鬼は内」と言
うそうです。それぞれの地域の歴史やいわれ、風
習によって様々あるようです。今日は魔を払って
福と共に鬼のような力、パワーが授かるようにと
願いながら、豆まきをしてみてはいかがでしょう
か。以上、会長時間とさせていただきます。
�台北新東ＲＣ会員令息ご挨拶

　先小山さん、岩田さん、徳納さんの家にホーム
ステイします。
　２月２日は宮島と岩国錦帯橋に行ってきました。
　３日は午前中平和公園に行き、資料館にも行き
ました。
　例会後は護国神社の節分の豆まきに行ってきま
す。
　皆さんにはお世話になりますがよろしくお願い
いたします。

�幹事報告
　ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。
／２月24日（火）夜開催　職業奉仕委員会GM、
２月28日（土）開催　津田子供の家とのボウリン
グ・食事マナー研修会の各案内を回覧。未回答者
は回答を。／例会変更。／例会終了後、理事役員
会開催。
�スマイルボックス

新藤幸二郎会員（1,000円）　新藤栄商店　創業
明治18年　130周年になります。皆様のおかげで
す。ありがとうございました。
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　また、データ放送でリアルタイムに情報収集で
きることなどを知っておいてくださると、いざと
いう時の気づきが変わってくると思います。
　日々、分かりやすく丁寧な気象情報をお伝えし
信頼してもらえるように積み重ねています。また、
「見たくなる」気象コーナーを目指し、楽しい仕
掛けも用意しています。今回お話しさせていただ
く機会をいただいたことや、お好みワイドの気象
コーナーを通じ、ぜひ皆様に、空や天気のことを
これまでよりも少し楽しんでいただけるようにな
ればと思います。
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第1351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
�台北新東ＲＣ会員令息来訪

�西南の集い案内
� 岡山西南ＲＣ
� 小林　和義　会員
�ご結婚記念月記念品贈呈

　三好　清隆会員　２月11日
　杉川　　聡会員　２月17日
　荒木　　攻会員　２月21日
　佐古　雄司会員　２月26日
　田中　朋博会員　２月28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。本日はロータリークラブ西南の集いの会の案内
ということで、岡山西南ロータリークラブの小林様
にお越しいただいております。そして先週に引き続
き、台北新東ロータリークラブのストーンさんとア
キさんのご子息、王さんと黄さんにお越しいただき
ました。ごゆっくりとお過ごしくださいませ。
　本日の卓話は、株式会社トゥモローの橋本会長
に「我が社のおもてなし」と題しお話をいただき
ます。橋本会長宜しくお願いします。

�出席報告
　会員数�63名　出　席�50名　欠　席�13名
　　　　　　　�来　賓� 1名　ゲスト� 2名
プログラム
外部講師卓話
「天気と天気予報の秘密」
� 気象予報士
� 勝丸　恭子　氏
　暑さ寒さ、大雨大雪…など
日々の天気が大きなニュースに
なる時代。さらに、地球温暖化
によってきまぐれで激しい現象が一段と多くなる
と予想されています。天気とうまく付き合い災害
から身を守るために、気象情報を上手に活用して
もらえたらと願っています。
　去年８月には、集中豪雨により広島市で大きな
災害が起きてしまいました。
　広島県は、土砂災害危険個所の数が全国ダント
ツ一位。ひとたび天気が荒れれば同じような災害
の恐れがある場所です。

　テレビの気象情報では、マークだけでは判断で
きない情報をコメントで補足していたり、危険が
あるかどうかの「予報の幅」を詳しくお伝えして
います。
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美珠々会（佐藤二郎　会員）（5,000円）　２月７
日広島西ロータリーとの囲碁対抗戦において、個
人戦、団体戦とも西南ロータリーが勝利しました
ので出宝致します。新会員募集中です。囲碁に興
味のある方是非加入下さい。
卓話　㈱トゥモロー取締役会長　橋本孝則氏（5,000
円）　本日は卓話でお招きいただきありがとうご
ざいます。
出席報告

　会員数�63名　出　席�54名　欠　席� 9名
　　　　　　　�来　客� 3名　来　賓� 1名
　　　　　　　�ゲスト� 2名
プログラム

外部講師卓話
「地域活動と経営活動は表裏一体」
� ㈱トゥモロークラブ　会長
� 橋本　孝則　氏
１．私の人生のターニングポイント
２．�「働く」とは「社会のお役に立つこと」
３．顧客満足は社員満足から生まれる
４．社会から評価され、
　　地域になくてはならない会社づくり
５．人生には目的あり、運命には意味がある
　　（知命と実践）
６．トゥモローグループの夢とロマン

　さて、本日は先週の理事役員会の協議の中から、
二点ほど報告をさせていただきます。一点目は、
広島西南ロータリークラブ創立30周年記念事業に
ついてです、記念事業は二つの奉仕事業を実施す
ることに決定しました。一つは広島豪雨土砂災害
の復興支援です。可部町の桐原（とげ）地区の山
田自治会集会所の建設支援となりました。支援金
額は西南ロータリーが250万円、台北新東ロータ
リークラブが150万円、2710地区から100万円の合
計500万円となっております。更に、広島市から
建設場所を被害のなかった場所に移動してはどう
か、との提案があり広島市の方で代替え地の調整
や費用を検討していただいているとのことです。
　二つ目は、カンボジアの孤児支援プロジェクト
です。カンボジアのココンという町の「ワット・
トマイ寺院・孤児宿泊施設」の建設です。現地で
の支援が確実に実施できるよう、徳納会員と徳納
会員の弟さんが大変苦労され、NGO組織ファウ
ンド・フォー・ココンキッズ（通称、FFK）を
立ち上げられました。資金及び建設管理等を
FFKで行うことで、奉仕事業が確実に実施でき
る体制を整えていただいております。事業予算は
西南から400万円、台北新東ロータリークラブが
50万円の合計450万円です。内訳は建築費が300万
円と、向こう３年間の自立支援の為の費用が150
万円となっております。
　二点目は、我がクラブのロータリーデーについ
てです。３月21日土曜日春分の日の13時から、マ
リーナホップにて広島東洋カープ前監督野村謙二
郎氏によるトークショーを開催します。着席で
150名くらいの規模で、当日は広島西南ロータリー
クラブの奉仕事業の実績や国際ロータリーの国際
奉仕事業ポリオ撲滅キャンペーンの広報等を実施
したいと思っております。皆様のご協力を宜しく
お願いいたします。以上、本日の会長時間とさせ
ていただきます。
�幹事報告
　次年度委員会配属表、３月８日（日）開催　広
域公園梅林清掃案内、熊平製作所からの抜萃の
つゞり、IM参加者へ当日プログラム配布の案内。
／ 2015-16年度版ロータリー手帳希望者は回覧に
記入を。／各種案内も併せて回覧、未回答者は回
答を。／本日18：30よりロータリー情報委員会Ｇ
Ｍが広島グランドインテリジェントホテルで、２
月14日（土）14：00よりIMがホテルグランヴィ
ア広島で開催。
�スマイルボックス
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タリークラブのロータリーデーも、ポリオ撲滅
キャンペーンを広報しながら、西南ファミリーを
中心に一般の方々も含め皆さんに楽しんでいただ
けるビーハピーなイベントになるように願ってお
ります。皆様のご協力を宜しくお願い申し上げま
す。
�幹事報告

　クラブ月報、新会員のご案内、会員手帳追加シー
ル配布の案内。ロータリー手帳の案内、各種案内
の出欠表を回覧、未回答者は回答を。／例会変更。
�スマイルボックス

萬歳幸治会員（10,000円）　16日から確定申告
が始まりました。
出席報告

　会員数�63名　出　席�50名　欠　席�13名
　　　　　　　�来　賓 1名
プログラム

外部講師卓話
「今、そこにあるチャンス。」
−未熟者の体験的経営論−
� デリカウイング㈱
� 代表取締役会長兼社長
� 細川　匡　氏
１．『はじめに』に代えて、
　　本日のテーマの解説。
◆「演題は、パクリ。」
　・�「今、そこにある危機。」主演：ハリソン・
フォード

　　⇒�何時だって、誰だって、目の前に危機が存
在していても、案外に気づかないもの…。

　　　�同様に、目の前にチャンスが転がっている
のに、存外に気づいていないのでは…。

◆「未熟は、魅力。」
　・�自らを「未熟者」と呼ぶのは、決して謙遜し
ているのではない。

　　⇒�「未熟」の反対は、「完熟」。⇒完熟してし
まえば、後は腐って落ちるだけ。

　・�未熟だからこそ、「色」「形」「味」が、どの
ように変化していくか…楽しみ！

　　⇒�満67歳になった今も、未熟者の私は、私自
身のこれからが楽しみで仕方がない…。

　　⇒�他の誰でもない、自分自身を信じて、「自分
自身」の未来にこそ期待することが大切！

◆「賢者は歴史に学び、愚者は体験に学ぶ」
� 【ビスマルク＝ドイツの宰相】
　・�書物から得ただけの「知識」は、意外に軽く
て脆い。（全てに中途半端な、私の場合…）
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第1352回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ROTARY
会長時間
　皆様こんにちは。
　本日は卓話講師として、デリカウイング株式会
社の細川会長兼社長にお越しいただいておりま
す。「今、そこにあるチャンス」と題してお話い
ただきます。宜しくお願い致します。
　先週の土曜日、2710地区のグループ６と７合同
のインターシティ・ミーティングが開催されまし
た。ご出席いただきました会員の皆様にお礼申し
上げます。ありがとうございました。
　今月の４日、「ジャパン・ロータリーデーⅡin
東京」がゲイリーＣ.Ｋ.ホァンRI会長、田中作次
RI前会長出席のもと開催されました。木村副会
長と共に出席をしてまいりました。出席者の殆ど
が関東圏の方々ですが、中には北海道の網走や帯
広からの方もおられ約730名くらいのロータリア
ンの方々が参加しておられました。
　内容はゲイリーＣ.Ｋ.ホァンRI会長と田中作次
RI前会長の挨拶で始まり、ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
会長は始めに「ハッピークラップ」をやりましょ
うと言って全員に何度も手を打たせたりして会場
を一つにまとめ、明るく元気に盛り上げるエン
ターテナーぶりを発揮され、自分は日本が大好き
な親日家であり、３人の子供さんの内２人は、ア
メリカの大学を卒業後、慶応と早稲田それぞれの
大学院で学ばせ、その子たちは普通に日本語が
しゃべれるのでとてもうらやましい、と言ってお
れました。お話の中で特に強調されたのはロータ
リアンは「ビーポジティブ・ビーアクティブ・
ビーハピー」の考え方を持ってほしいということ
でした。その後は関東地区各地で開催されたロー
タリーデーの紹介がありました。中には2750地区
ノーザングアムロータリークラブもあり、改めて
グアムも日本の関東地区のロータリーだというこ
とを再認識いたしました。又、昨年の11月に名古
屋で開催されたワールドフード＋ふれ愛フェス
タ、ジャパン・ロータリーデー in愛知の紹介も
あり、昨年大成功したので、今年も開催されると
のことです。
　今回改めて感じたことは、いずれのロータリー
デーもメイン広報はエンドポリオナウのポリオ撲
滅キャンペーンになっておりました。現在常在国
は３カ国で内１カ国は撲滅の目途がたち、残るは
２カ国となっているようです。我が広島西南ロー
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を返してもらう瞬間が、好き。
◆�いきなりの結論ですが―結婚に限らず仕事に

おいても、「人生とは決断の連続」です。
　・�「決断力とは、右か左か…進むか退くか…を
決する『その瞬間の能力』を言うのではない。」

　　�「決断」において大切なのは、「決断前の周到
な準備」＆「決断後の遣り抜く覚悟」。

・�就職も結婚も同様。目先の損得でなく、自分の
人生を熟慮したうえで決断する。

　�「決断前の準備」が足りないから、「優柔不断」
になり、

　�「決断後の覚悟」が足りないから、「中途半端」
で終わってしまう。

３．「公式を覚えるより、私式を創れ。」
　さてさて何が正解か…果して正解なるものが存
在するのか…万事が混沌とした昨今の世情。
◆�仕事の成功はもちろん、人生の幸せを得る「公
式」など、望むべくもない。

　�そんな時代だからこそ、自らの頭で考え抜いた
独自の「私式」が大切。

　⇒�高校時代の私
　　＝「授業中」は余所見…居眠り…内職の読書…
　　　�「試験中」はピタゴラスやアルキメデス並の

公式の考案に没頭…。
◆�「ツキを掴む五つの法則」「カンニングの極意
三箇条」「業務刷新の５Ｓ」「成功しない人の三
要素」「先手必勝の思考三原則」

　�…など、自分なりの「定義」「方式」を持って
いると、案外に人生を迷わない！

◆�「考え始めることに、フライングはない。」＝「先
手必勝の思考三原則」

　一、相手の立場に立って、考える。
　　　親⇔子　 上司⇔部下　 メーカー⇔お客様
　　　行政⇔国民・県民・市民
　二、時代の変化を、考える。
　　　�１年後、３年後、５年後、10年後…世の中

は、自分自身は…
　三、あらゆるケースを、考える。
　　　�最善⇔最悪　　「最善」＝夢、希望、目標

⇔「最悪」＝健康診断、保険
○1987年４月、40歳の誕生日を目前に控え…
　�日頃の運動不足を解消しフットワークを軽くす
るために10年振りのサッカーに挑戦。

　�試合開始20分に左足首を激痛が走る。アキレス
腱断裂！縫合手術のため一カ月の入院。

○俺が居なければ、我が社はどうなるのだろう…
　�退院を待ち切れず松葉杖を突いて会社に行け

　・�自ら体験し、失敗して痛い目にあって得た「知
恵」は、案外にしなやかで、シブトイ。

　　⇒�大切なことは、失敗から何を学び、失敗を
どう活かすか…。

◇�本日のお話も、まさに「未熟者の失敗談」に終
始しますが、話し終えた時に一人でも多くの皆
様がHappyな気分になっていただけるよう、一
生懸命お話しさせていただきます。
２．軽佻浮薄な『自己紹介』に代えて。
◆�「動機は不純なほど、継続力を持ち、成果もあ
がる！」
　・�中学時代の美術部から一転、高校入学後は
サッカー部へ。

　　⇒�「女の子にモテたい！」「圧倒的にモテた
い！」との強いモチベーションから創意工
夫が生まれ、「粘り」「タックル」「フリーキッ
ク」のスペシャリストを目指す。

　　⇒�結果として、レギュラーはもちろん、三年
次には広島高校選抜チームの一員に！

　・�一方勉強は、「国語」のみに「不純な動機」
が存在し、学年トップの成績を堅持。

　　⇒�教科書にアンダーラインさえ引かぬ私が、
懸命な読書＆ノートを取りラブレター三昧。

◆二浪の末、早稲田大学へ入学。
　・一浪中は、サッカー部コーチを自任。
　　⇒�精神力の鍛練に熱血指導 ⇔ その経緯（い

きさつ）を小説「スタンドプレー」に執筆！
集英社「すばる」に投稿。最終選考まで進
むも…落選！

　・�浪人中、模擬試験での成績が向上し、志望校
まで「あと一歩！」の判定が出たとの自慢話
に、現役で早稲田の政経学部・法学部・商学
部の全てに合格した友人からのアドバイス。
「サッカーは我武者羅でも良いが、受験勉強
は違う。お前は何処の大学に入りたいのだ？
まず、志望校と志望学部を決めろ。そうすれ
ば自ずと勉強の仕方が違ってくるはずだ…。」

　　⇒�「目的を明確にして、ベストの手段を探れ。」
　・�人より遅れて大学に入ったのだから、人より
早く結婚しよう！

　　⇒�大学３年生から４年生になる３月22日に、
学生結婚。翌年５月13日、長女誕生。

　・�就職についても、真剣に考える。＝「自分が
一番ハッピーに感じる時は、いつか…」

　　⇒�「モノを創り、多少なりとも他人に感動を
与えた時」＝広告制作＝コピーライター。

　　　�「リアクション、大好き。」＝試験の採点
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　・�ハワイ島コナの最大のイベントが、「アイア
ンマン世界トライアスロン選手権大会」。

　　⇒�世界の50数カ国から予選を通過した選手
1,800名が参加。

　・�「宮島の大鳥居からスタートするトライアス
ロン大会をやろう！」と夢物語の提案。

　　⇒�平成大合併と廿日市市市制施行20周年を兼
て「旧五市町村を一本の線で結ぶ！」後付
けのコンセプトが見事に嵌り、意外にも好
感度は抜群の盛り上がり。

◆まず、始める。そして、続ける。
　・�大会会長＆実行委員長を務め、今年８回の参
加者550名は募集後４日で満杯！

　　⇒�廿日市市が、リオデジャネイロ五輪の予選
を兼ねる2016年トライアスロンアジア選手
権の開催地に数多の候補地を抑えて決定！

５．『まとめ』に代えての、蛇足。
◆「後悔」には二通りある。
　・�「やらなきゃよかった…」＝瞬間的には悔い
は大きいが、次第にシュリンクしてくる。

　・�「やっときゃよかった…」＝時が経つほどに
後悔の念が増大する。

◆まさかの「作詞家」デビュー！
　・�ペンネームは「惣才　翼」（英訳：デリカウ
イング）。

　・�作曲は、「塚田　剛」。歌い手は、「京太郎」。
　・�「親父に誉めてもらいたくて」「大きな笑顔」
＆「Happy�Together」

　　⇒�三曲全て第一興商のカラオケに採用！　夢
は、印税生活！

◆�「どうしても叶えたい夢、なりたい自分がある
なら、それを邪魔するのは一人だけ。それは君
自身だ。」【ディズニー映画「シュレックⅢ」より】

２
� 24

第1353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％

　19年……荒木　　攻会員
　17年……平原　一彦会員
　９年……池久保光治会員
　５年……佐々木信幸会員
　３年……新藤幸次郎会員
　１年……宮㟢　　真会員
会長時間

　皆様こんにちは。
　シカゴでポール・ハリスを中心にロータリーク

ば、玄関周りに煙草の吸殻が散乱。
　�社長である自分に万一の事があれば、我が社は
ダメになる！自信過剰な不安が芽生える。

○絶対に会社を潰さないために…
　�社長の身に万一の事があっても…社長に経営手
腕が無く危機に陥っても…会社の名前が変わっ
ても従業員を守るには…懸命に考えて得た結論
は、「自社工場を建てよう！」。

○誰もが口を揃えて反対したが…
　�「自社工場を建てたい！」。セブン-イレブン…
金融機関…取引先…役員…社員…私の考えを聞
かされた全ての人が「時期尚早」と反対。それ
でも私の意志は変わらなかった。自社工場を持
つことは、夢の実現である以上に、会社存続の
ための最低条件と考えたから。つまり、借物の
非効率的な工場しか持たない会社には、誰も救
いの手を伸ばさない。
　�しかし、最高の立地に最新鋭の工場を建てれば、
社長を追い出してでも会社を欲しがる企業は必
ず現れる。故に、「自社工場を持つ」ことが急
務であると考えた。

○�「竣工式の当日に、会社を売る話をする社長が
いるか…」
　�竣工式に出席するため来社されたＳＥＪの工藤
常務（後に社長）に、「私に万一の事があれば
何処へでも、会社を買ってもらってください」
懇願する私は一喝された。その後、味の素やプ
リマハムから業務提携の話をいただいたのは、
自社工場が有ればこそ！
４．�「はつかいち縦断みやじま国際パワートライ
アスロン大会」

◆�「はつかいち縦断みやじま国際パワートライア
スロン大会」開催の裏話。
　・�銀婚式を迎えた48歳の年、夫婦で初めてハワ
イを訪問。

　　⇒�その際、私の体調が快調だったのを見た妻
が、突如、「老後はハワイに住もう！」。

　・�1999年秋、老後に備え分不相応な「終の棲家」
を入手。

　　⇒�爾来、年に２回程度の旅は、今や私たち夫
婦の間では旅と言うより「帰郷」の感。

　・�ハワイ旅行への大義名分として考えたのが、
廿日市とハワイ島コナの縁結び。

　　⇒�動機は不純でも、結果として皆を幸せにな
るなら恥ずることはない…と開き直って市
や商工会議所に図ったところ、多くの賛同
を得てコナ商議所との姉妹提携！
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会終了後、編集会議開催。／本日18：30より職業
奉仕委員会GMがホテルJALシティ広島で開催。
／２月28日（土）10：00より津田子供の家との行
事がボウル国際で開催。
出席報告

　会員数�63名　出　席�51名　欠　席�12名
　　　　　　　�来　賓� 3名
プログラム

外部講師卓話
「私の国・エルサルバドル」
� アルバル・アントニオ・
� カスティーヅョ・ドラノ　氏
「私と生け花」
� ポルナパー・レヴィ・アルヴァレス　氏
　本日は、お招きいただきまして、ありがとうご
ざいます。ひろしま日本語教室の光原でございま
す。昨年お招きいただいてから、早いものでもう
１年がたちました。この１年間、私たちの教室で
はいろいろな取り組みをしてまいりました。後ほ
どそのご報告をさせていただきます。
　今回も日本語を学ばれている方、お二人に来て
いただきました。
　メキシコとエルサルバドルの２つの国籍を持っ
ていらっしゃるアルバル・カスティージョさん
と、タイのポルナパー・レヴィ・アルヴァレスさ
んです。
　最初に、アルバルさんにお話をしていただきま
す。アルバルさんは、お仕事は音楽家で、ピアノ
を弾いたり、作曲をされたりしています。アルバ
ルさんは、エルサルバドル共和国出身で、メキシ
コUNAM（ウナム）音楽国立大学にて作曲家の
資格を取得されました。2006年より広島にて様々
なミュージシャンとラテンジャズを、エルサバン
ド「エル・コンボ・デ・ラ・パス」のリーダーと
してラテン音楽を演奏されており、また音楽の指
導にも力を注がれ活動されています。
　それでは、アルバルさんに「私の国、エルサル
バドル」というテーマでお話しをしていただきま
す。まだ十分な日本語ではありませんので、わか
りにくいところがあるかと思いますが、皆様のお
手元に簡単な資料をお配りしておりますので、ご
参考にしていただければと思います。それでは、
アルバルさん、お願いします。

ラブが創立されたのは、1905年の２月23日です。
昨日の２月23日は創立から丁度110年目のロータ
リー創立記念日となります。この日は「世界理解
と平和の日」とも定められています。今月は、世
界理解月間となっており世界平和に不可欠な国際
理解と善意を強調する、クラブ・プログラムを行
うよう要請をされています。したがいまして、本
日は国際奉仕委員会平石委員長に、それに相応し
いプログラを準備いただきました。
　卓話来賓として、ひろしま日本語教室の光原さ
んと、お二人の生徒さんにお越しいただきまし
た。タイのポルナパーさんに「私と生け花」そし
て、メキシコとエルサドバドル二つの国籍をお持
ちのアルバルさんに「私の国・エルサルバドル」
と題して、お二人に卓話をいただきます。宜しく
お願い致します。
　昨日のロータリー創立記念日に因み、ロータ
リーの祖であるポール・ハリスがいかに国際理解
と友好に尽力し多大な貢献をしたか、そして又、
陰徳の人であったかを記す文章がありますので、
ご紹介してみたいと思います。ポール・ハリスが
亡くなってから２週間後の1947年２月11日、ロン
ドンの、かの壮麗なセントポール大寺院で追悼礼
拝が行われました。この日説教を行った主席司祭
は、聖句としてコリント後書第６章第９節から、
「人に知られぬ者の如くなれども人に知られ」と
いう言葉を選びました。これについてイギリスの
ロータリアン、ジェームズ　ウォルシュは次のよ
うに述べています。「主席司祭が選んだ聖句ほど
ポール・ハリスに相応しい聖句は考えられなかっ
たであろう。ポール・ハリスが、国際理解と国際
協力に果たした偉大な貢献を考えると、その名前
が世間にあまりに知られていないことに驚かされ
る。ハリスは疑いもなく歴史上偉大な社会運動建
設者のひとりであるにも関わらず、ハリス関係の
資料はなかなかみつからない、たとえばおもな百
科事典にもポール・ハリスという項目はないし、
シカゴで出版された数種類の百科事典にさえもそ
の名は無かった」と言っています。日本では昔か
ら陰徳を積むということを言いますが、富や名声
等見返りを一切求めない高潔な陰徳ほど大きく尊
い善行は無いと思います。ポール・ハリスの生き
様そして心に学びたいと思います。
�幹事報告
　各種案内を回覧、未回答者は回答を。／夜のＧ
Ｍや行事の無断欠席者が増加。ホテル等の迷惑と
なるので、日程を確認のこと。／例会変更。／例
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物もたくさんあります。マンゴー、ココナッツ、
アボガドなどです。
　とても寒い時でも、15℃が限界です。１年間の
平均気温は20℃〜 25℃ぐらいです。
　エルサルバドルの主な収入源は、アメリカ合衆
国にいるエルサルバドル人が、毎年送ってくるお
金だそうです。
　1992年に最後の戦争が終わりました。そしてそ
の後、デモクラシーが始まりました。
　エルサルバドルの主な問題は他のアメリカの
国々と同じで、お金持ちと貧乏人の格差が激しい
ことです。
　最後にエルサルバドルは、すばらしい国だと思
います。サーフィンをするのにぴったりです。と
ても小さい国なので、１日で海へ行き、山へ行く
ことができるのも魅力的です。
　ありがとうございました。

（光原）
　アルバルさん、ありがとうございました。
　皆様も機会がありましたら、美しいエルサルバ
ドルを楽しまれるといいですね。
　続きまして、タイのポルナパーさんにお話をし
ていただきます。
　ポルナパーさんは、今、タイ語やタイ料理など
を教えておられます。家ではご主人がフランス人
なのでフランス語を使われていますが、家を離れ

「私の国エルサルバドル」
� アルバル・カスティージョ氏
　アメリカ大陸は、３つのパー
トに分けられます。北アメリカ、
中央アメリカと南アメリカで
す。アメリカ大陸で一番知られ
ているのは、アメリカ合衆国という国です。しか
し他にもたくさんの国々があります。
　たとえばブラジルです。ブラジルはサッカーが
有名です。メキシコはタコスで有名です。アルゼ
ンチンはタンゴ、キューバはマンボやサルサなど
です。
　でも今日は、アメリカ大陸にあるあまり知られ
ていない、小さな国について話します。
　その国は、中央アメリカにある「エルサルバド
ル」という国です。エルサルバドルは、1521年に、
スペイン人が来たときにできました。エルサルバ
ドル人は、先住民とアフリカとスペインの国々の
人たちの子孫です。
　今ではスペイン語が話されていて、人口は600
万人ほどです。しかし、600万人のうちの100万人
が、アメリカ合衆国に住んでいます。通貨はアメ
リカドルです。
　国の大きさは、21000㎢です。車で６時間もあ
れば通過できます。
　主食は、とうもろこし、豆類、鶏肉、豚肉など
の肉類です。色々な野菜があり、トロピカルな果

エルサルバドル共和国 
República de El Salvador 

 

 

（国旗） 国章  

 

【国旗の意味や由来など 】  

青は空と海を、白は平和と調和の希望を表わす。 

中央の紋章に中米諸国のシンボル「自由の帽子」と、 

火山や海などが描かれている。  両側は１４の州を 

表わす１４束の月桂樹の葉で囲まれており、円弧状 

に書かれている文字は「中央アメリカのエルサルバドル共和国」 

 
【国のデータ 】 

1. 面積 ……21,040平方キロメートル（九州の約半分） 

2. 人口 ……約 634万人（2013年、世銀） 

3. 首都 ……サンサルバドル 

4. ⺠族 ……スペイン系⽩人と先住⺠の混⾎約 84％、先住⺠約 5.6％、ヨーロッパ系約 10％ 

5. 独⽴ ……スペインより  1821 年 9 月 15 日 

6. 通貨 ……アメリカ合衆国ドル （1892 年から 2001 年の間はサルバドール・コロン） 

7. 言語 ……スペイン語 

8. 宗教 ……カトリック教 

9. 政体 ……⽴憲共和制 

10. 元首 ……サルバドール・サンチェス・セレン⼤統領 

（2014年 6⽉〜2019年 5⽉まで、任期 5年、連続再選禁⽌） 

11. 議会 ……一院制、議員定数 84名、任期 3年 

12. 在留邦人数 ……174人（2013年 10⽉現在） 

13. 在日エルサルバドル人数 ……109人（2013年 6⽉現在） 

エルサルバドル共和国は中央アメリカ中部に位置するラテンアメリカの共和制国

家である。北西にグアテマラ、北と東にホンジュラスと国境を接しており、南と西

は太平洋に面している。中央アメリカ 5 カ国のうち、唯一カリブ海に面していない。

カリブ海諸国以外の米州大陸部全体で最小の国家であるが、伝統的に国土の開発が

進んでいたこともあって、人口密度では米州最高である。1524 年にやってきたペ

ドロ・デ・アルバラードによって「救世主」を意味するエルサルバドルと名付けら

れた。 

エルサルバドルは 14 の州で構成されている。はっきりとした雨季と乾季に分かれる

熱帯気候であり、気候は主に高度によって変化するが、太平洋側の低地は一様に暑

く、中央高原と山地は快適な気候になっている。雨季は 5 月から 10 月までで、乾季

は 11 月から 4 月までである。年間の降雨量の殆どはこの雨期に集中し、首都のサン

サルバドルでは年間平均雨量が 1,700mm で、年間平均気温は 24.3℃である。 

特にコーヒー、砂糖、綿花の栽培が盛んである。世帯主がアメリカ合衆国へ出稼ぎ

に行き、その仕送りで国内に残った家族が生計を立てている家庭が多いのが中米諸

国の特徴であり、この国も例外ではない。しかし、アメリカでの同時多発テロ以降、

アメリカでの滞在条件が以前よりも厳しくなり、就労ビザが取れなくなり強制帰国

を命ぜられた国民も多く、社会問題となっている。エルサルバドルは大西洋に面し

ていなかったため中央アメリカで唯一黒人が見られない国であり、加えてマキシミ

リアーノ・エルナンデス・マルティネス将軍は 1930 年に人種法を制定して黒人の入

国を禁止した。 

中米の料理と言えば、何となく唐辛子で辛いというイメージがあるが、エルサルバドルの

料理はそれほど辛くない。主食はトウモロコシだが米も食べる。ププサと呼ばれる独特の

国民料理がある。ププサはナワトル語（メキシコなどのインディオが使っていた言葉）の

「ププシャウァ（pupushahua)」からきていて「膨れたもの」を意味する。他にはトルテ

ィージャや、タコス、タマレスなどの料理が食されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ププサ/トルティージャ     タコス            タマレス 

1182号� （9）
世界理解月間



た。そこの主任の先生が、「生け花だから女性の
生徒に体験させ、男性の生徒は校外で人にインタ
ビューをさせましょう」と私に言いました。私は
この花の流派のマスターは男性ですよと早口で言
い返したら、ものすごくびっくりしていました。
タイの人は生け花といったら女性のものだと思い
込む人が多いようです。
　生け花を勉強してから、日本では季節があり、
日本人にとって季節は生活の一部であり、季節を
大切にするということもだんだん分かってきまし
た。私が小さいときは、タイではまだ暑期、雨期、
乾期の三つに分けられていましたが、地球の温暖
化によって、今ではタイの季節は、暑い、大変暑
い、一番暑いに分けられます。タイの中部のバン
コクでは、一年の気温が18℃から45℃の間で、変
化が少ない気候で生活しているので、バンコクの
人はお花で季節感はありません。
　タイの人はお花を買う時、まずお供え物を買う
ということになります。タイの各家庭では、どこ
の家でも仏像と仏壇があります。花は仏像に捧げ
る物です。タイは仏教の国と知られているので、
お花を買って家の仏壇にお花を捧げるのは、最低
限のタイ人の常識で共通の作法です。
　タイへいらっしゃった方なら誰でも、バンコク
の交差点で赤信号になると花輪を車まで売りに来
る人を見たことがあると思います。この花輪はタ
イ語で「マライ」と言います。タイではどこの市
場でも、街中のいたるところでこの花輪を売って
います。ごく一般のタイにある風景です。特にお
坊さんの日の前とお坊さんの日なら、どこの市場
でもこの「マライ」がたくさん見られます。「マ
ライ」はタイスタイルのFLOWER�ARRNGMENT
です。タイ式の花飾りとも言います。日本の生け
花とまったく違う世界です。タイの「マライ」の
花材は、小さめの花ばかりを使い、葉っぱや枝も
のは使いません。枯れた花も絶対に使いません、
タイの花は仏教との親密的な関係であり、タイの
自然のことではなく、仏教の行事を意味するから
です。
　タイで花の言葉もいろいろあります。タイ航空
のお客さんが到着地に降りたとき、蘭のブローチ
を配られたことがあると思いますが、タイには蘭
がたくさんあるということはもちろんですが、そ
れ以外にも蘭は「成功」というシンボルもふくま
れているので、お客さんの成功を祈っているとい
うことです。
　最後に、先ほどタイでは花のことなら女性のも

るときとか、仕事場では日本語を使われていま
す。そのため今、日本語で書くことを勉強されて
います。
　タイトルは「私と生け花」ということで、彼女
が日本の生け花と出会って感じたことをお話しし
ていただきます。

「私と生け花」
�ポルナパー・レヴィ・アルヴァ
レス氏
　こんにちは。タイのバンコク
から参りました、ポルナパーと
申します。宜しくお願いします。
　私は、生け花が好きで勉強したいから生け花を
始めたのではなかったのです。実は、夫がお花を
勉強し始めましたけれども、忙しくなったので行
けなくなりました。私はその時暇だったし、せっ
かく家に花の道具があったし、さらに日本にいる
から、日本の伝統を勉強したら絶対得だと思って、
主人のかわりに勉強し始めました。
　その時から今まで、週２回続けて教室に通い、
広島に引っ越して来ても生け花を続けています。
途中で休んだり、家庭の事情で故郷に行ったり来
たりすることもありましたけれども、27年の日本
滞在の中で、生け花との出会いが一番長いです。
　初めての稽古（けいこ）の時、先生の見本を見
ながら、花を簡単に生けられるはずだと思いまし
たが、何回花を活けても思い通りに生けられませ
んでした。生け花は難しくて集中力が必要です。
「ゆとり」がないと生けられないと思ったのが、
私が最初に生け花と接した時の体験でした。やは
り生け花は奥が深い、これが私の初めての生け花
の印象でした。
　最初に生け花の作品を見たとき、きれいなこと
はきれいだと思いましたが、「自然のもの」では
ないと思いました。花の数は少ないし、咲いた花
よりつぼみをよく使います。秋になったら、枯れ
ていた花や枝のものもよく使います。タイでは枝
はまったく使いません。それだけではなく、花が
ねじれていたり、枝も少し折ったりしてから生け
ます。そういうやり方は私にとって不思議に思わ
れました。さらに生徒は女性だけではなく、生け
花を習う男性もいたということにもびっくりさせ
られました
　そのことについて、先月生け花の先生と私を含
めて５人の生徒で、タイの教育機関で生け花のデ
モンストレーションと体験をする機会がありまし
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山下　幸彦　４日
林本　正継　９日
曽里　　裕　９日
佐々木　宏　18日
水谷　耕平　19日
藤崎健次郎　24日
荒木　　攻　28日

三好　清隆　11日
杉川　　聡　17日
荒木　　攻　21日
佐古　雄司　26日
田中　朋博　28日

会員誕生日 結婚記念日

２月の会員記念日

パートナー誕生日

入　会　月

創　業　月

林本　正継夫人　径代　３日
森田由美子 夫 　 茂 　10日
池久保光治夫人　紀子　11日
木村　恭之夫人　陽子　12日

山本　恭瑚　Ｈ21年
山國　　豊　Ｈ26年
水谷　耕平　Ｈ27年

平石　雅史　プルデンシャル生命保険㈱�Ｓ63年
橋本　幸範　橋本法律事務所� Ｈ20年
奥田　　實　㈱奥田建築事務所� Ｓ52年
岡本　俊雄　岡本電機㈱� Ｓ10年
佐々木　宏　ヒサゴ食品㈱� Ｓ22年
曽里　　裕　広島ネームプレート工業㈱�Ｓ21年
山國　　豊　ヤマクニ装飾� Ｈ５年

演し、you-tubeで放映されました。
③�広島市内で活動している13の日本語教室が集
まって、「広島日本語教室ネットワーク」を立
ち上げました。それぞれの教室が抱える課題を
解決するために協力体制を作り、今後積極的な
活動を展開していくよう、現在話し合いを進め
ております。

④�今月２月７日（土）に、西区の消防署の協力を
得て、安佐北区倉掛の広島防災センターへみん
なで防災の学習に行きました。昨年８月の土砂
災害の経験から、災害時の避難に対する関心が
高く、外国人41名、ボランティア16名、計57名
の参加がありました。今まで地震を経験したこ
とのない人もいて、台風や火災時にどのように
対処すればいいかわからないとの不安を、実際
に体験しながら学ぶことができました。煙の中
を逃げる訓練や、震度６の揺れを体験した人た
ちは、とても怖かったと感想を述べておられま
した。参加した皆さんから、とてもいい経験だっ
たとの評価をいただいております。

⑤�昨年の３月には、広島城の見学や、お好み焼き
を自分で焼く体験などをして、日本文化を知っ
てもらうことができました。

　今後も机上の学習だけではなく、生活に密着し
た内容を取り入れた学習をしていきたいと思って
おります。こういった活動ができるのも、皆様の
ご理解をいただき、ご支援をいただいたお陰と、
心より感謝申し上げます。
　これからも地域に密着した活動を実施して、社
会貢献をしていきたいと思っております。
　ご清聴、ありがとうございました。

のだけと言いましたが、最近日本の生け花の影響
が出始めて、男性のFLOWER�DESIGNERも何人
かいらっしゃいます。その中に３年前BKKで一
番有名なFLOWER�DESIGNERの一人が、お妃様
の80才のお祝いのため、「花の博物館」（The�
Museum�of�Floral�Culture�of�Bangkok）を設立
しました。タイの花の文化だけではなく、アジア
の花の文化を含めていろいろな説明や作品が展示
されています。機会があれば是非足を運んで見に
行ってください。
　ご清聴ありがとうございました。

（光原）
　ポルナパーさん、ありがとうございました。
　皆様の中で「成功」を望まれている方は、ぜひ
蘭の花を飾られるのがよいかと思います。
　それでは、この１年間の「ひろしま日本語教室」
の活動について、ご報告させていただきます。
　先月１月末のデータですが、現在学習者27 ヵ
国　122名の登録があり、水曜と土曜合わせて毎
週50 〜 60名くらいの人が来られています。最近
はＨＰやfacebookを見て入会される人も増えてい
ます。
　今年度の主な活動としましては、
①�日本語ボランティア研修会を３回にわたって実
施しました。これは、広島市の多文化共生の共
催を受けて、広島市民も対象にして開催してお
ります。とても好評で、毎回約50名の参加があ
りました。
②�７つの県（広島、岡山、兵庫、徳島、香川、愛
媛、山口）が共催して、瀬戸内観光ＰＲ映像を
制作されました。当教室からも外国人が５名出

1182号� （11）
世界理解月間



元国際親善奨学生　佐野　波さん　近況報告

　前国際親善奨学生の佐野波です。
　2014年より引き続き、ウィーン大学大学院音楽学学科にて研鑽を続けさせていただいています。

　作年秋から、Erasmusというヨーロッパの大学間における交換研究制度プログラムに申請して
おりまして、成績証明と小論文選考を経て、フンボルト大学ベルリンへのErasumus奨学生にノ
ミネート（合格）致しました。
　このプログラムで、双方の大学が手続きや寮などのサポートをしてくださって、４月からフン
ボルト大学ベルリン（ＨＵ）にて目下半年ほど研究に励ませていただきます。
　選考にあたっては、フンボルト大学ベルリンへの席は１つのみで厳しくはありましたが、日本
人として試験に１期目で合格していたことなどが認めて頂けたようです。

　１月に最終的に発行された確認書を添付しております。

　音楽学研究の一方、演奏のほうでは、大学オーケスト
ラ・合唱団での練習ピアニストとしての仕事が始まって
おり、練習に参加しています。２月から本格的に春の公
演に向けて沢山のリハーサルにて弾いて参ります。団員
の皆さんはほとんどが欧米出身者で、仕事はすべてドイ
ツ語で行われます。
オーケストラサイト：http://www.unichor-wien.at/

　恵まれた環境と沢山の方々のあたたかいサポートのも
と、いっそう邁進して参ります。

　研究内容など詳細は、進行に際しご報告させていただ
ければと存じます。

　日本の冬は厳しく、また安心し難い情勢でもあるかと
存じますが、少しでも穏やかな日々をお祈りしておりま

す。
　どうぞご自愛くだ
さいませ。
　取り急ぎご報告ま
で。

� 佐野　波
� Nami�Sano

 
HU | Internationales Büro | 10099 Berlin

 Ihr ERASMUS - Austauschstudium
 an der Humboldt - Universität zu Berlin 

Sehr geehrte Frau Nami Sano, 
wir freuen uns, Sie im kommenden Semester an der Humboldt- Universität zu 
Berlin (HU) begrüßen zu dürfen. In der Anlage finden Sie Ihre Bestätigung zum
 Programmstudium sowie die Einladung zur Immatrikulation mit einem 
verbindlichen Immatrikulationstermin. 

 Bitte lesen Sie alles aufmerksam durch und bringen Sie die 
 geforderten Unterlagen zum Termin Ihrer Immatrikulation mit.

 Die Zeit vor dem Vorlesungsbeginn ist für Sie zur Orientierung und 
Vorbereitung des Semesters sehr wichtig. Bitte planen Sie Ihre Reisedaten 
entsprechend rechtzeitig. 

 Die Einführungsveranstaltung mit einer offiziellen Begrüßung, wichtigen 
Informationen zum Studium, sowie anschließenden Campus- Touren zu 
Bibliotheken, Mensen und Instituten findet für alle internationalen 
Studierenden am Mittwoch, den 08.04.2015  um 13:00 Uhr im Audimax
der Humboldt- Universität zu Berlin, Hauptgebäude, Unter den Linden 6, statt. 
Dazu möchten wir Sie herzlich einladen. 

 Die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters 2015 beginnen am
 Montag, den 13.04.2015.  In der Woche vor Vorlesungsbeginn finden in den 
Fakultäten und Instituten diverse Orientierungsveranstaltungen statt. 

 Unter folgendem Link stehen Ihnen weitere wichtige Dokumente, wie eine 
Checkliste, ein Informationspaket, sowie eine Übersicht der ERASMUS- 
Koordinatoren der Fakultäten zur Verfügung:  http:// www.international.hu- 
berlin.de/ an_die_hu/ studienbewerber/ austauschprogramme/ erasmus. 

 Viele Ihrer Fragen werden im "Wegweiser für internationale Studierende" 
beantwortet: http:// www.international.hu- berlin.de/ an_die_hu/ wegweiser. 

 Informieren Sie sich auch auf der Seite des Internationalen Clubs "Orbis 
Humboldtianus", der Ihnen mit einem Mentorenprogramm, dem Visaservice 
und einem semesterbegleitenden Kulturprogramm für viele Fragen 
Hilfestellung und Antworten gibt: http:// www.international.hu- berlin.de/ 
orbis.
      
Für Programmstudierende steht ein exklusives Wohnheimangebot zur 
Verfügung. Weitere Informationen bezüglich der Wohnheimkontingente der 
HU finden Sie unter: https:// www.international.hu- berlin.de/ de/ 
studierende/ aus- dem- ausland/ wohnen/ wohnen? set_language=de. 

 Für weitere Fragen zum Studium einschließlich ECTS- Punkten und 
Kursauswahl wenden Sie sich bitte direkt an die ERASMUS- Koordinatoren der 
Fakultäten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Studium sowie einen 
angenehmen Aufenthalt in Berlin. 

 Mit freundlichen Grüßen 
 Ihr Incoming Team 

 Berlin, 12.01.2015 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt. Es ist ohne Unterschrift gültig. 

 Internationales
 Büro 
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 Date:
 12.01.2015
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 zu Berlin
 Unter den Linden 6 
 10099 Berlin 
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 Internationales Büro 
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 10099 Berlin 
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 berlin.de 

          

              

 

 

 Bestätigung zum ERASMUS- Programmstudium 
 an der Humboldt- Universität zu Berlin 

Einschreibnummer: 426112 (ERASMUS)

 Frau Nami Sano

 wird für ein Programmstudium im 
Studienfach

geb: 05.10.1983

 Musikwissenschaft (Master of 
Arts)

 für 1 Semester bestätigt und zur Immatrikulation eingeladen. Dieses 
Programmstudium berechtigt nicht zu einem akademischen Abschluss an der 
Humboldt - Universität. 

 Ihre Immatrikulation für das Sommersemester 2015  erfolgt

am 25.03.2015 um 09:00 Uhr .

Orbis, Raum 3119, Unter den Linden 6 

 Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zur Immatrikulation mit:  

  Antrag auf Immatrikulation und Antrag auf Begrüßungsgeld (siehe 
Anhang Bestätigungs- Mail) 
  Kopie des Passes als Identitätsnachweis mit gültigem Visum zu 
Studienzwecken
  Kopie der Anmeldebescheinigung des Berliner Wohnsitzes beim 
Bürgeramt
Nachweis einer ausreichenden Krankenversicherung (Sie benötigen 
zusätzlich zu Ihrer Krankenversicherung aus dem Heimatland eine 
Bescheinigung, die Sie z.B. von den deutschen Krankenkassen AOK/ TK/ 
DAK erhalten) 
   Kopie des Zahlungsnachweises für die Semestergebühr ( 247,87 € ), 
Kontoauszug bzw. Buchungsbeleg vorlegen!
   Kopie des Finanzierungsnachweises, z.B. Stipendienbescheinigung, 
Kontoauszug (ausgenommen sind EU - Bürger) 
   Bachelor - Zeugnis im Original (bei beabsichtigtem Master- 
Studiengang) bzw. Bestätigung des Koordinators 
     

  Wir freuen uns, dass Sie an der HU studieren wollen. Die Immatrikulation muss
 an dem Tag erfolgen, für den Sie mit der 
 Studienzusage einen Termin erhalten haben. Kommen Sie zu diesem Termin 
nicht an die HU, ist ein Studium an der HU nicht mehr möglich. Unsere Zusage 
ist dann ungültig. Als Rechtfertigungsgründe für eine verspätete 
Immatrikulation werden anerkannt: Visaprobleme, Krankheit, Nachprüfungen.
 In jedem Fall sind die zuständigen Koordinatoren/ innen und das Incoming- 
Team zu verständigen sowie ein Ausweichtermin zu vereinbaren. 
  
 Dr. Ursuala Hans 
 Abteilungsleiterin 

 Berlin, 12.01.2015 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt. Es ist ohne Unterschrift gültig. 
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ロータリー情報委員会ＧＭ
２月10日（火）

ロータリー情報委員会
Ｂチーム発表

Ｂチーム

萬歳幸治（監修）

桒田博正・田村英樹・幸村憲治

・田中朋博・三宅陽一郎

ロータリー情報Ｂチームのメンバー

「クラブ管理」

Ｂチームの発表テーマは

「数字で見る クラブ管理」

Ｒ ８５ １４ １３ ８ ６０

３ ｏ ２名制 ５ ３０ １２

４ ５０ ｔ ７ ２００１ ６０

１ ２０ ４～６ ａ １ ８・１１・６

Ｎｏ．２ ３ ３４０００ ２ Ｒ １９２２

２ ５１ ２ ２０１０ ２／３ ｙ

２/３

理事会運営の原則

理事会の決定を覆すに
は、定足数を満たした例
会で２/３以上の賛成を
得なければならない。

２/３以上

【定款変更】

・例会の変更・取り消し

・例会充当時間に満たない出席の判定

・名誉会員の身分存続

・職業分類の是正、訂正

・出席補填 ・出席免除

・会員身分の終結

２００１年

【規定審議会の決定】

直前会長がクラブの
役員並びに理事会の
メンバーとなった。

２０１０年

クラブのNo.2は会
長エレクトであり、
副会長ではない。

Ｎｏ．２

【幹事の具体的職務内容】

①会員記録の整理保存

②あらゆる会合の設営、召集通知の発送、

出席記録、議事録の作成と保存

③RIに対する会員半期報告、四半期報告、

出席報告を含むあらゆる報告と連絡

④ロータリアン誌購読料の送付

⑤会員証、メークアップ・カードの発行

８

⑥ガバナー公式訪問報告の作成

⑦会長、理事会、委員会、会員の連絡調
整

⑧理事会の意向を受けて会計と共に予算
書及び決算書を作成する。決算処理と会
計書類の作成は会計の業務となるが、 予
算の大枠を組む作業は幹事の責任である

８

【役員】

①会長 ②直前会長

③会長エレクト ④副会長

⑤幹事 ⑥会計 ⑦SAA

７

【例会の開催回数】
毎週1回、細則に定め
られた日、および時間
に定期的に開催する

１回

【例会の取り止め回数】

理事会は祝日等の理由
で1年に4回まで例会を
取りやめることができる

クラブ例会

【連続した例会の取り止め回数】

クラブが3回を超えて
例会を開かないことが
あってはならない

３回

(特別月間） （新特別月間 7月より）

８月 会員増強・拡大月間 会員増強・拡大月間

９月 新世代のための月間 基本的教育と識字率向上月間

１０月 職業奉仕月間 経済と地域社会の発展月間

(別途 米山月間） (別途 米山月間）

１１月 ロータリー財団月間 ロータリー財団月間

１２月 家族月間 疾病予防と治療月間

１月 ロータリー推進月間 職業奉仕月間

２月 世界理解月間 平和と紛争予防/紛争解決月間

３月 識字率向上月間 水と衛星月間

４月 雑誌月間 母子の健康月間

５月 指定なし 青少年奉仕月間

６月 ロータリー親睦活動月間 ロータリー親睦活動月間

ロータリーの「新特別月間」で変更なし
の月間「８月」「１１月」「６月」

【クラブ協議会の開催回数】

クラブ協議会はクラブのプロ
グラムと活動、会員教育につ
いて協議するために年4回～
6回開かれるよう奨励

４～６回

臨時理事会の開催条件

臨時理事会は会長が必要あり
と認めたとき、または２名の理
事から要求があるとき、会長に
よって招集される。

２名

例会出席時間は、
60％以上。

例会時間の36分以
上に出席する。

６０％以上

メーキャップの期限。
例会の定例時の前後
１４日以内に欠席を
メークアップする

１４日以内

出席免除の規定。年
齢が６５歳以上、ロータ
リー歴と会員年齢の合
計が８５以上。

８５以上

出席免除の最長期間。
理事会が承認する事
情による欠席の場合
は１２ケ月。

１２ケ月

会期２日以上の国際ロー
タリーの会合（または地区
大会）に出席の場合は２
回分のメーキャップに相
当する。

２回分のメーキャップ

ホームクラブ例会の
出席率。各半期間
に開催された本クラ
ブ例会に出席する。

３０％

正会員の選出。5名また
はそれ以上の正会員が
いる職業分類からは正
会員の選出ができない。

５名

51名以上のクラブの場
合の正会員の選出。
10％を超えない限り、
選出することができる。

５１名以上

多角経営の場合。
60％以上の主たる事
業に対する職業分類
が貸与される。

６０％以上

出席義務規定の特別免除。
周辺地域へ移転する場合、
理事会の承認を得て、1年
以内は出席義務の特別免
除が与えられる

１年以内

会員の一般的条件。
20才以上の成人。善
良で職業上良い世評
を受けている者

２０才以上

ロータリーの２本の柱。

「親睦」と「奉仕」がロータ
リーライフを支える２本の
柱である。

２本の柱

ロータリアン個人個人
の心が結合し本来の
親睦を深め活動する
力

Fellowship

会員増強の３つの要素

新会員の勧誘

現会員の維持

および新クラブの結成である。

３つの要素

 急な打ち合わせが入って、例会に参加できなくなっ
た・・・

 打合せが長引いて、例会に参加できなかった

 例会予定日に、出張が入ってしまった・・・

 例会を忘れていた・・・

 メーキャップ日を勘違いしてしまった・・・

こんなことはありませんか？

どのような仕組みになっているのか？
【補足】

あくまでも、ホーム例会に出席することが一
番です。「eクラブ」で出席を済ましてしまう

ようなことがないようによろしくお願いいたし
ます。

「eクラブ」について

ご清聴ありがとうございました。

①クラブ奉仕 ②職業奉仕

③社会奉仕 ④国際奉仕
職業上の発想の交換を通じて分かち合いの精神
による事業の永続性を学び友情を深め、自己改
善を図り、その結果として奉仕の心が育まれてい
ます。

四大奉仕部門

出席率。メークアップ、
クラブ例会を含み、
50％の出席が義務付
けされている。

５０％

1182号� （13）
世界理解月間
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　２月24日火曜日、18時30分からJALシティ広島に於いて、第２回職業奉仕員会ＧＭを開催しま
した。
　議題を「会員企業の事業をどう役立てるか、ロータリーの職業奉仕との関係を学ぶ」として、
代表して２社の参加会員企業の企業内容の紹介と、企業理念の解説、また企業活動が社会にど
う役立っているかを伝えていただきました。製造業・販売・流通業・サービス業に分けて年３
回行うＧＭの２回目です。
　今回は宮㟢会員・奥田会員からの話題提供となり、会員に自社の取り組み、ロータリーの職
業奉仕についてお話しいただきました。
　その後食事を楽しみながらの意見交換となり、さらに参加会員それぞれにも近況などを伝え
てもらいました。
　当日の参加者は21人でした。

　２月14日、ホテルグランヴィア広島にて、2014-2015年度国際ロータリー第2710地区グルー
プ６．７合同のインターシティ・ミーティングが開催されました。
　ジャーナリストの池上彰氏による記念講演、在広ロータリークラブ合同事業（国際ロータ
リー創立110周年記念事業）の報告等がありました。懇親会では多くのロータリアンと交友を
深めることができました。� （桒田博正）

インターシティ・ミーティング報告
２月14日（土）

第２回職業奉仕委員会ＧＭの開催

1182号� （15）
世界理解月間



DONATIONDONATION
２  月 年度累計

ス マ イ ル 127,000 円 625,000 円
善 意 の 箱 14,142 円 98,706 円
100万ドル 53,130 円 418,278 円

掲　示　板

３月行事予定
❖�３月３日（火）
　18：00 〜　第９回理事役員会
� ホテルJALシティ広島
　18：30 〜　現次合同理事役員会
� ホテルJALシティ広島
３月８日（日）10：00 〜 11：00
　広域公園梅林清掃
３月10日（火）13：45 〜
　第５回クラブ協議会� ANAホテル4F
３月21日（土）13：00 〜
　ロータリーデー in マリーナホップ
　（センターコート）
　野村　謙二郎前カープ監督講演会他
３月31日（火）12：30 〜
　次年度理事役員会（昼食付）�ANAホテル4F

日　時：2015年２月３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・室崎・根石・曽里・對馬
　　　　先小山・末廣・山下・平石・岩田・久保

・林本会長挨拶
　ここまで、順調にきている、ロータリーデー、
その他ご協議頂きたい。

議題
・創立30周年記念事業について（協議）
山下哲夫、平石雅史、岩田智博会員説明
　カンボジア支援、東北支援と考えていたが、広
島土砂災害で流れた集会所を再建する案を東北支
援と差し替え事業を進めて行く事を承認。

・合同幹事会・合同事務局運営委員会報告
　２月14日のIMで110周年記念事業の紹介。
　県商工労働局が在広の各クラブに卓話で障害者
雇用のＰＲをしたいと要請あり。

・３月プログラムと行事予定について（協議）
　プログラムは決定している演題が出ていない、
近づくまでに確認する。
　４月は外部卓話２回会員卓話１回で決定してい
る。

・�３月８日梅林清掃・３月21日ロータリーデー
について
　梅林清掃作業は３月８日、10時より１時間程度
メーキャップ対象としない。
　ロータリーデーは、マリーナホップで広島カー
プ前野村監督をお呼びしトークショーを実施、

カープうどんの提供を頂く。メーキャップ対象事
業とする。

・１月度会計報告
　順調に推移している。
　100万ドルの食事を月１回継続して行く。

・各理事役員報告
　奉仕プロジェクト委員会　理事　根石英行
　津田子供の家との行事、ロータリーデー、皆様
のご協力を頂き成功させたい。

　S.A.A.　曽里裕理事
　会場に設営してあるバナーを撤去していく。

・その他
　次回の開催日は３月３日（火）18：00よりホテ
ルJALシティ広島にて。

・木村副会長閉会の挨拶
　創立30周年記念事業の詳細発表もありどんどん
進んで今年度の熟成が楽しみだ。この先私達木村
年度がどのように担っていけるか思い過ごしてい
るが肩の荷が重い、皆様のご支援を頂きたい。

2014-2015年度　第８回理事・役員会　議事録
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編集
後記

広島西南RC　１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 6 13 20 27 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 宮㟢　　真 ○ ○ ○ △ 100％

26 根石　英行 ○ ○ △ ○ 100％

27 仲田　淳嗣 ○ ○ ○ ○ 100％

28 岡本　文治 ○ ○ ○ ○ 100％

29 奥田　　實 ○ ○ ○ ○ 100％

30 小川　光博 ○ △ ○ ○ 100％

31 岡本　俊雄 ○ △ △ △ 100％

氏　名 6 13 20 27 出席率

32 折本　　緑 ○ ○ △ ○ 100％

33 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100％

34 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100％

35 曽里　　裕 ○ ○ ○ ○ 100％

36 杉川　　聡 ○ ○ ○ ○ 100％

37 先小山英夫 ○ ○ △ ○ 100％

38 佐藤　二郎 ○ ○ △ ○ 100％

39 佐藤　克則 ○ ○ △ ○ 100％

40 杉本　清英 ○ ○ ○ △ 100％

41 末廣浩一郎 ○ ○ ○ ○ 100％

42 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100％

43 佐古　雄司 ○ ○ ○ ○ 100％

44 新藤幸次郎 ○ ○ ○ ○ 100％

45 田中　茂樹 △ ○ ○ △ 100％

46 谷口　公啓 △ ○ ○ ○ 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 田村　英樹 △ ○ ○ △ 100％

53 田中　朋博 ○ △ ○ ○ 100％

54 上田　直治 ○ ○ ○ ○ 100％

55 山本　　豊 ○ ○ ○ ○ 100％

56 山下　哲夫 △ ○ ○ ○ 100％

57 吉田　栄壮 ○ ○ ○ ○ 100％

58 山下　幸彦 ○ ○ ○ ○ 100％

59 山本　春男 ○ ○ ○ ○ 100％

60 山本　恭瑚 ○ △ ○ ○ 100％

61 山國　　豊 ○ ○ ○ ○ 100％

62 三宅陽一郎 ○ ○ ○ ○ 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

2015年３月17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
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編　集　会報資料委員会

　ときどき縮景園に子供をつれて
散歩に行くのですが、２月15日は
ほとんど咲いていなかった梅も、

３月８日には、相当程度咲いており、見頃で
した。
　たまには公園などに行って季節を感じると
気分転換になります。
� （桒田）
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真倫クラブ２月例会開催報告
出 航 日 平成27年２月１日 実釣時間 7：30〜 15：00

天　　気 晴れ　時々　曇り 気　　温 最低気温１℃　最高気温8.5度

潮　　種 中潮 潮　　汐 満潮８：30　干潮14：30

場　　所 大奈佐美島沖 対 象 魚 メバル・カサゴ・あわよくばサバ

釣　　果 メバル・カサゴ・タイ・ハゲ等、計150匹程度

参 加 者 荒木会長、村尾幹事、小川漁労長、寺本さん、山國さん、前田さん、
前田さんご家族２名、鄭さん（元米山留学生）、児玉さん　以上10名

本日の大物賞 寺本さんのハゲ38cm

　真倫クラブ２月例会が開催されました。当日は朝７時に港に集合し、荒木艇と児玉艇に分乗して総勢10
名での出航です。当日は寒いながらも、この時期としては珍しく風・波ともに穏やかで絶好の釣り日和と
なりました。
　7：30にポイントに到着後、みなさんそれぞれの仕掛けで釣り開始です。真倫クラブは小川漁労長のポイ
ント選定が大きく釣果を左右しますが、今回も漁労長の勘が冴え、みなさん順調に魚を釣っていきます。
中でも今回は寺本さんが絶好調で、大物ハゲを３匹も釣り上げました。
　そしてお昼には荒木船長より、釣れたメバルやカサゴを使った炊き込みご飯やお味噌汁が振る舞われ最
高級シャンペンで乾杯となりました。寺本さんが釣ったハゲも船上でお刺身になり、肝和えで頂くとこれ
がまた絶品！！ 寒い冬の海で頂く、温かい味噌汁や釣りたての魚の味は言葉では表せません。釣りは本当に
楽しいです。釣りに興味のある方はぜひ一度、真倫クラブにご参加ください。

釣り風景

釣果の一部

昼　食

本日の大物賞


