
2014-2015年度
最終号

No.1186号

広島西南ロータリークラブ会報

最終夜間例会（裏表紙に関連記事）

2014-2015 RI theme
LIGHT UP ROTARY

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



６
� ２

第1365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
�お誕生月記念記念品贈呈
　佐藤　克則　６月１日
　平石　雅史　６月３日
　對馬　久子　６月10日
　谷口　公啓　６月12日
　宮㟢　　真　６月17日
　折本　　緑　６月23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。
ごゆっくりとお過ごしくださいませ。
本日は、米山奨学生のチャンさんと、新会員候
補のゲストとして岡本様に出席いただいておりま
す。ごゆっくりお過ごしくださいませ。本日のプ
ログラムは、写真家の藤岡亜弥様に「写真の表現
の楽しさを知る」と題し卓話をいただきます。宜
しくお願い致します。
先週５月29日に発生した、鹿児島県口永良部島
の新岳の爆発的噴火により、137人の全島民が島
から避難する事態となっております。昨年の８月
にも噴火しており、島民が噴火に備える訓練等を
行っていたことや、消防団の活躍等で島民全員が
無事避難できたことがなによりでした。しかしな

がら、火山の活動はこれから活発になるとのこと
で、島民の方々は長期に亘る避難生活を余儀なく
されることとなります。島民の皆様には、心より
お見舞を申し上げたいと思います。又、翌日の
５月30日には、小笠原諸島沖でマグニチュード8.1
の深発地震と言われる、深さ682キロと非常に深
い場所で起こる地震が発生しました。深発地震
は、気象庁の初代長官を務められた和達清夫（わ
だちきよお）氏が、1927年に発見したもので、
深発地震が発生しやすい場所を和達・ベニオフ
帯と呼ぶそうです。今回の地震は、震源が日本
列島から遠かったため、大きな被害には至らな
かったものの、深発地震の地震波は固いプレー
トの内部を伝わる為、力が弱まりにくく日本列
島全域が揺れるという大規模なものとなりまし
た。大都市圏を中心に各地で混乱や被害があっ
たものの、大きな人的被害がなかったことが幸
いでした。今後は何処にいても、地震、津波、
火山噴火、豪雨被害等、自然災害に対する備え
と対策が、日常生活で不可欠となりました。科
学技術が高度に発達してきているとはいえ、大
自然の力の前には人間はなすすべが無いという
感を覚えます。自然への畏敬の念を強くすると
ともに、大きな自然災害の発生や人的被害の発
生がこれ以上無いことを願い祈りたいと思い
ます。

　会長時間でも申し上げましたが、今年度は例年
以上の多くの奉仕事業やロータリー活動への取組
がございました。私にとって今年度は、会長スロー
ガンの「ロータリーの心を学び楽しく実践」その
ものの一年であったように思います。又、ポール・
ハリスの友愛と寛容の精神を、真に体験すること
ができたように感じております。
　私の人生における、貴重な体験と学びを得る一
年間を過ごさせていただきましたことに、心より
感謝を申し上げ退任のご挨拶とさせていただきま
す。　　　　　　（６月23日例会　退任挨拶より）

　平成９年に入会させていただいて以来、自分が
会長職という大役を務めさせていただくなど、ゆ
めゆめ思ったこともなく、安穏とロータリーライ
フを過ごしておりました。それだけに、私にとっ
て会長職はまさに想定外のことでした。
　勉強不足、経験不足と、不足だらけの私を一年
間支えていただきました幹事の室﨑さんに心より
お礼を申し上げます。又、明るく元気に副幹事を
一人で頑張っていただいた久保さん、理事役員の
皆様、各委員長の皆様、各委員会の皆様、事務局
の近松さんに心より感謝を申し上げます。

会長メッセージ

ロータリーの心を学び楽しく実践
� 林 本 正 継
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�幹事報告
　ロータリーの友誌・ガバナー月信・地区大会特
別号訂正版・会員企業一覧配布の案内。／最終夜
間例会・地区大会仮登録の案内を回覧。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

三好清隆　会員（チケット１冊）　私の作詩・作
曲42曲がカラオケ全国放映に加入できました。有
線放送も含めて50曲に達しました。
※皆さんも自分のオリジナル曲をカラオケに加入
したい人は協力させて頂きます。
出席報告
　会員数�64名　出　席�56名　欠　席�� 8名
　　　　　　　�来　客�� 2名　来　賓�� 1名
　　　　　　　�ゲスト�� 2名
プログラム
外部講師卓話
「写真の表現の楽しさを知る」

写真家　藤岡　亜弥　氏
　写真家になるまでの経緯、台
湾での経験、写真表現について
お話しいただきました。
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第1366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
ご結婚記念月記念品贈呈
　先小山英夫会員（５月１日）
　俵　　雅之会員（５月１日）
　末廣浩一郎会員（５月８日）
　久保慎太郎会員（５月10日）
　田中　和之会員（５月16日）
　遠崎　秀一会員（５月20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。
ごゆっくりとお過ごしくださいませ。
本日のプログラムは株式会社イズミの顧問の武

井様に「私の地方創生＝広島人になりたい」と題
し卓話をいただきます。宜しくお願い致します。
今月６月は、ロータリー親睦活動月間となってお
ります。又、ロータリー年度の最終月ということ
で親睦家族活動委員会の皆様には最後の最終夜間
例会までお世話いただくこととなりますが、宜し
くお願い致します。親睦活動といえば、私たちは
概してクラブ内の親睦や、親子孫関係のクラブと
の親睦交流等をイメージしてしまいますが、今月
のロータリーの友には「興味を楽しむ、ロータリー
を楽しむ」という見出しで、親睦活動月間の特集
記事が掲載されています。すでにご覧になった方
も多いとは思いますが、改めて取り上げさせてい
ただきます。
ロータリー親睦活動にはRI公認の「ロータリー

親睦活動」があり、それは少なくとも３カ国の会
員を含み、年に１回はニュースレターを発行し会
員が顔を合わせて交流を図ること等、国や言葉や
文化が違う会員たちが長期的に活動していくため
の必要な要件を満たしたうえで、最終的にRIの
理事会の審査を受け認定されたものです。承認を
受け、広く世界に友情と親交の輪を広げている
RI公認の「ロータリー親睦活動グループ」は世
界に64グループあり、スポーツ・音楽・文化・歴
史・健康・ワイン・ビジネス・趣味等、中にはシ
ングルズ、警察、住まい交換、外交といった、変
わった内容のものまで多岐に渡っています。日本
でも公式認定されたロータリー親睦活動のフリー
ト組織のクラブがあります。中でも「インターナ
ショナル　ヨッティング　フェローシップ　オブ　
ロータリアンズ」というロータリアンで構成され
るヨットの世界的同好会が、最も有名なようで
す。まだお読みで無い方は、けっこう楽しい内容
ですしロータリーの親睦活動について理解を深め
ることができますので、是非、今月のロータリー
の友をお読みいただければと思います。
�幹事報告

　地区大会仮登録の案内を回覧（回答期日本日
迄）。未回答者は回答を。／６月はロータリーク
ラブ期末月につき、６月26日（金）迄に会費振込
のこと（厳守）。／次週６月16日プログラムは委
員長退任挨拶、再来週６月23日プログラムは理事
役員退任挨拶。対象会員は準備ならびに会報資料
委員会への月報用原稿提出のこと。
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�委員会報告
広報雑誌委員会
「ロータリーの友」誌６月号を
読んで

對馬　久子　会員
私が感銘を受けたのは、縦組
みの73 ～ 69に掲載されていま
す、東京あけぼのロータリークラブの記念公演要
旨の記事で「子どもたちに寄り添う」副題「いじ
め・虐待・非行の現場から」でした。
これは「カリヨン子どもセンター理事長で東京
の弁護士さんである「坪井節子」さんという方の
記事でした。
27年前から「子どもの人権救済」活動を続けて
いらっしゃる方です。
いろんな子どもたちと接する中で「おろおろす
るしかなかった」彼女が、子供の「こんなに一生
懸命子供の話を聞いてくれる大人がいるなんて思
わなかった」という言葉を聞いて自分にできるこ
とは「子供のそばにいて、とにかく話を聞いてー
あなたが生きてほしいーとその場で伝えることし
かない」と思われたそうです。
その後、こども達を救う「子どもシェルター」
を2004年６月に作られ現在では日本各地で広がっ
ているようです。
一人の女性でもこんな素晴らしい偉業ができる
と、勇気をもらいました。
この１年「ロータリーの友」の表表紙裏には、
創始者ポール・ハリス氏の写真が掲載されていま
した。そこに毎号違った言葉が載っておりまし
た。皆さん気づかれていましたでしょうか？今月
号は「あなたはロータリーのために何ができます
か？」「何をしようとしていますか？」という言
葉が書かれていました。
先ほどご紹介させて頂きました坪井弁護士のさ
れていることに合わせてこの言葉の意味を深く考
えさせられました。
この「ローターの友」のようなロータリー地域
雑誌と呼ばれているものが全世界には31誌あるそ
うです。
この友誌は、各地の活動報告誌として積極的な
ロータリアンの活動が掲載されていますので、
ロータリーを知る最も有効なツールだと思いま
す。新しい方々は特に勉強になるかと思います。
出席報告
　会員数�64名　出　席�49名　欠　席�15名
　　　　　　　�来　客� 4名　来　賓� 1名

プログラム
外部講師卓話
「私の地方創生…

広島人になりたい！」
東京人から見た広島の魅力と課題
㈱イズミ　顧問
� 武井　明比古　氏
ご紹介いただきました武井でございます。ロー

タリークラブでの卓話は30年近く前に広島から東
京に転勤し、武蔵小杉と言う町で銀行の支店長と
して「川崎北ロータリークラブ」に入会し自己紹
介をさせてもらったとき以来で、大変緊張してお
ります。
山本豊様からご紹介がありましたが、私は「広

島に来て15年」と言うだけの何の変哲もない単身
男で、そうそうたる皆様の前でお話しするような
ことは何もありません。それでも「何か話して」
と言われたので色々思い悩んだ末、通算15年のひ
ろしま生活で「東京人がどう広島化したか＝地方
創生の実行」、「広島化してゆく過程で、広島の魅
力と課題にどう気がついたか」と言ったお話をさ
せていただくことにしました。
１．東京での青春時代
私は東京生まれの東京育ちですが、生粋の江

戸っ子ではなく父は信州安曇野、母も東京ですが
先祖は伊那の高遠です。東京の青春時代は多摩川
と深大寺の山に挟まれた調布市でずっと過ごしま
した。母方の曽祖父がフランスから持ち込んだカ
トリックの家庭だったので、教会での青年会活動
やボーイスカウトのリーダー活動が学校以外の
「青春」でした。就職は銀行、それも青田刈りの
時代だったので深く考える事もなく簡単に決めて
しまいました。今でも銀行と言う職場はあまり好
きではありませんが、就職して良かった事は様々
な仕事の皆様方とお付き合いの輪が広がった事。
そして何よりも広島に転勤し広島とのご縁が出来
た事でした。
２．広島とのご縁（通算15年目）
広島生活のスタートは昭和62年の春、富士銀行

広島支店の副支店長としての着任でした。平成２
年の春まで丁度４年の在任でした。副支店長と言
うのは支店長に次ぐナンバーツーの経営者。と
言ってもいわゆるプレイングマネージャーです。
素晴らしい企業が一杯の広島経済界を夢中で駆け
回りました。素晴らしい人脈が一杯できました。
当ロータリーでも山本様、先小山様と言った方々
が当時出会った皆様です。
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中でも決定的なご縁とも言うべき「イズミ」と
の出会いは私を広島人にする大きなきっかけにな
りました。武蔵小杉支店長や本部の部長、銀座支
店長といった経歴を経て親密信販会社に転出して
７年、突然「イズミ」から声がかかりました。子
会社のカード会社＝ゆめカードを手伝ってくれな
いかと言う話でした。東京では両親４人の世話を
していたので、広島に行くとしたら単身赴任。60
近くになって単身生活ができるか？私が迷ってい
ると、「幹部会に招待するから一度広島に来て見
ろ！」と言うことになりました。
15年ぶりの広島。カード会社幹部の情熱と何よ
りイズミオーナーの魅力に取り付かれ単身生活を
決断しました。急成長のカード会社は課題山積。
まず１年たったところでいきなり社長解任、私に
大役が回ってきました。それからの７年間、それ
は充実した無我夢中の社長業でした。中でも独自
の電子マネー「ゆめか」の開発と拡大は一番の大
仕事。カードシステムも全国ブランドとなり全国
に広がっています。
定年を２年も過ぎやっと現役を引退すると言う
とき、広島に骨を埋める事になりそうな話が飛び
込んできました。時代は「地方創生」、広島でも
広島経済活性化の活動を考えたいので手伝ってく
れと言う話でした。そんな話を聞いたイズミの
オーナーが「東京に帰るんじゃなかったのか？
じゃもっとイズミの仕事もしてくれや」とのこと
で、企業連携（M&A等）の仕事を手伝うことに
なったのです。
西日本の中堅・中小のスーパーを回り「イズミ
のノウハウを活用しませんか？電子マネーを使い
ませんか？資本提携をしませんか？」と言ったお
勧めをしていますが、最近では「お住まいは？」
と聞かれると、「広島！」と答えるようになり、
出身まで「広島！」と答えるような気分になって
います。
３．地方創生とは？
私が広島在住に大きく傾いているもう一つの動
機は先ほども触れました「地方創生」です。地方
創生とは東京の一極集中を緩和し、地方の活気を
取り戻す事です。担当大臣まで出来、予算も拡充
されて色々進んでおりますが、広島でももっとこ
の問題が議論されてもいいと思っています。日本
総研の藻谷浩介氏が提唱する「里山資本主義」は
お読みになりましたでしょうか？NHK広島取材
班と共同で企画され、角川新書で出版されていま
す。林業の見直し（里山資源）と発想の転換で新

しい産業資本主義を活性化させ経済を変えてゆこ
うと、中国山地も舞台として登場します。
海と山の資源に恵まれ無限大の可能性のある広

島でもっとこの議論を広めてゆきたい…こんな発
想から現在スピードはありませんが、広島の経済
界やお隣の安芸高田市の皆さんとのコミュニケー
ションを深めています。
４．「広島学」との出会い
そんな中、最近ある本と出合いました。私は東

京の自宅との間を月に２～３回往復しています。
時間が変わらないのでもっぱら地に足が着いた
「のぞみ」にしていますが、往復８時間。これが
貴重な読書時間になっています。司馬遼太郎や葉
室麟と言った時代物、中でも戦国・幕末物が多い
のですが、本屋でふと「広島学」と言う本が目に
留まりました。広島人が書いたのかと思いきや、
何と名古屋人。岩中祥史（ひろふみ）さんと言う
ジャーナリストが自身の名古屋に次いで博多、札
幌と４番目に広島人気質を書いた本です。どこの
人でも他県の中では３番目ぐらいには広島に触れ
たくなる…広島の立ち位置を象徴しているのでは
ないでしょうか。
氏は広島人気質を「前へ」「外へ」のチャレン

ジ精神とほめています。移民の事、北海道開拓、
日本初のものづくり、戦艦大和、世界遺産、瀬戸
内海、そして原爆、カープ等々に触れながら、最
後に広島の弱点として、マツダ偏重、サービス精
神（おもてなし）今一歩、食文化（お好み焼き、
美味すぎる酒、お菓子）も今一歩と指摘しています。
５．広島の魅力
前置きが長くなりましたが、これからが本題。
私が「広島化」する課程で見てきた広島の魅力

は次の様な事です。
①まず、何と言っても類を見ない「海と山の資
源」ではないでしょうか？温暖な瀬戸内海と
山々の山林資源。観光資源の宝庫であり先ほ
どの里山資本主義の大舞台に恵まれてい
ます。

②「ものづくり」への歴史と情熱。伝統のチャ
レンジ精神が日本初のものづくりを生んでい
ます。万年筆、ヨーグルト、パン作り、牡蠣
の養殖、殺虫剤等々大阪・堺と並ぶものづく
り文化。これからも色々な挑戦への可能性を
秘めています。

③文化都市広島。プロ野球、サッカー、オーケ
ストラと言ったスポーツ、文化に恵まれた広
島、県内の集中度も東京並みでこれからも中
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るために、いつ住民票を広島に移すか？そしても
う一つは、カラオケ好きの私にとって大事な友人
である南一誠さんの新曲「三景の女（ひと）」が
どこまで全国区になるか？であります。失礼いた
しました！
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第1367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、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。
2014－2015年度もいよいよ大詰めとなってまい

りました。本日のプログラムは、各委員長の皆様
の退任挨拶となっております。委員長の皆様には、
一年間大変お世話になりました、又お疲れ様でご
ざいました。本年度も、各委員会の委員長の皆様
を中心に、各委員会の皆様のご尽力ご協力により、
年初、計画された事業活動を、全て無事実施して
頂くことができました。特に、今年度はゲイリー
C.K.ホァンRI会長の要請に基づく、ロータリー
デーの実施や、台風に悩まされながらの地区補助
金を活用した心臓病の子供たちを守る会のデイ
キャンプの実施、又、今年度の地区研修会で推奨
された「ロータリーの心と原点」の本をテキスト
に使用したロータリー情報のグループ別研修発表
等、それぞれの委員会事業実施の為の工夫努力を、
皆様にしていただきましたことを大変有難く思っ
ているところでございます。とはいえ、次週の最
終夜間例会がまだ残っております、親睦家族活動
委員会の皆様、SAAや会報資料委員会の皆様に
は、本年度最終までご苦労をおかけすることとな
りますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。各
委員長の皆様、各委員会の皆様に、心より感謝を
申し上げ本日の会長時間とさせていただきます。
�幹事報告

　クラブ月報配布の案内。／宮城県岩沼市「玉浦
西まち開き」開催の案内を回覧。／７月７日野球
観戦家族会のチケットを今週・来週例会で配布。
／今月は期末につき、６月26日（金）迄に会費振
込のこと（厳守）。／同好会半期会費の請求希望
同好会は、代表者名とメンバーを７月21日（火）
迄に事務局へ連絡のこと。／次週６月23日（火）
は18：30より最終夜間例会。
�スマイルボックス

林暢也　会員（1,000円）　本日（６/16）発行の

国地区の中核、道州制での州都の期待は高ま
ります。
④広島の人材。広島人は結束力が高く優秀だと
思います。地方創生は「人」から。この人材
を活用すれば大きな力になるでしょう。
⑤最後に「魅力」と言うよりは「宿命」かも知
れませんが、被爆復興都市であるがゆえに「世
界レベルで平和へのリーダー役」だと言うこ
と。オリンピックも東京ではなくて広島が開
催地になるべきだった。

６．広島の課題
じゃ広島の課題は何なのか？私は「魅力の裏返
し」が課題だと思っています。
①あれだけの「海と山の資源」を生かし切れて
いるか？皆さん「とびしま街道」ってご存知
ですか？呉の仁方から安芸灘大橋で４つの島
が繋がって大崎下島へ。そこは大長みかんの
産地、御手洗の港町。しまなみ街道は有名で
もとびしま街道は今一歩。広島人も行った事
がない。毛利元就の郡山城も知らない。
②ものづくりは素晴らしいが「ことづくり」は今
一歩。企画力、PR力が足りない。フラワーフェ
スティバルや年末のドリミネーションも何か中
途半端。観光資源のPRも含めて、イベント力
の向上が望まれるのではないでしょうか？
③大都市広島だが中国地区の拠点としてもっと
機能の拡大が必要では？県全体を活性化する
ようなあるいは山陽山陰を一体で考えるよう
な施策が必要では？山陰とのアクセスもやま
なみ街道開通だけで喜んでいていいのか？な
ぜ西空港を活用してコミューターを飛ばす発
想が出来なかったか？
④人材は素晴らしいが、経済活動となると今一
歩。中経連、同友会、商工会議所…誰がリー
ダーなのか？経済界を中心に何で活発な議論
が起こらないのか？西空港閉港問題然り、オ
リンピック誘致問題然り、原発問題然り、市
民球場跡地問題然り…。

７．おわりに
色々偉そうな事を言ってきましたが、どうも結
論としては「恵まれているので敢えて事を荒立て
なくても何とかやっていける」、「まーえーじゃ
ん！」と言った事なんでしょうか？経済界もあえ
て行政に楯突いてまで反対しない。黙ってても二
つの世界遺産に観光客は来てくれる…なのかも知
れません。
今私の最大の関心事は、本当に「広島人」にな
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　今年度も、各委員会と連携し、会員の皆様の協
力を得て、皆様に興味を持って聴いてもらえるよ
うな楽しい外部卓話を実施することができました。
　特別月間には、当該月間にちなんだ卓話を、各
委員会の協力を得て、実施しました。
　年男、新入会員による卓話も例年通り行いました。
　また、卓話時間に、入会３年未満の会員による
ロータリー情報委員会の発表、優良従業員表彰を
実施しました。
　このような卓話が実施できましたのも、ひとえ
に会員の皆様のご協力のおかげと、深く感謝して
おります。１年間ご協力いただきまして、ありが
とうございました。

広報雑誌委員会� 委員長　寺本　真司
本年度の広報雑誌委員会の委員長を仰せつかっ

ておりました寺本です。
「ロータリーの友」を読んでの発表の際は多数
の会員の方に御協力頂き、ありがとうございまし
た。また、何人かの方には本当にギリギリでの依
頼になる事もあり大変失礼致しました。
「ロータリーの友」を身近に感じてもらうため、
当クラブの記事を掲載し、皆様に読んでいただき
たかったのですが、残念ながら私の任期中に叶う
ことはなかったのですが、来月の７月号に、ロー
タリーデーの事を紹介した根石会員の記事が掲載
されることが決まったという情報が入りましたの
でご報告をして、少しだけ安心しました。
１年間、ご迷惑をかけ、助けて頂いた関係者の

皆様、本当にありがとうございました。感謝感謝
です。

会報資料委員会� 委員長　桒田　博正
前年は撮影担当でしたが、本年は委員長となり、

会報の原稿を皆様にお願いすることとなりまし
た。皆様のおかげをもちまして、原稿の集まりも
よく、ありがとうございました。
本日の委員長退任挨拶の原稿も速やかに桒田ま

で送付いただきますようお願いいたします。
会報は月報でありまして、月に１回の編集会議

があり、集めた原稿を整理してニシキプリントさ
んに送るのが私の主な仕事でした。
諸事情があり、原稿を整理するのが遅れ、委員

の皆様、近松さんにもご心配をお掛けしたことを
この場を借りてお詫びいたします。
会報の編集をしておりますと、会報原稿を熟読

することになり、自分が出席できない行事の把握

広島経済レポートに「私の新人時代」というテー
マで掲載されました。初心を忘れず頑張ります。
出席報告
　会員数�64名　出　席�48名　欠　席�16名
　　　　　　　�来　客� 3名
プログラム
各委員長退任挨拶
出席委員会� 委員長　石井　和彦
　出席委員会の石井でございます。
　三好委員と池久保会員の３人で担当させて頂き
ました。実施事項としては
１．例会100％出席が達成出来ました。
２．毎週第４例会で連続出席者の紹介と表彰を実
施しました。

３．行事に関しては担当委員会、幹事を通じて例
会時に積極的な参加を促し、メークアップに
関しては事務局を通じ欠席会員へ注意喚起や
情報提供を行いました。

　近松さん、有り難うございました。
　三好副委員長の出席報告は、他クラブとの出席
率の比較もされ有意義であったと思います。
　本年度も会員の皆様のチームワークにより、
ロータリーのメルクマールであります例会出席
100％が持続できましたことのお礼を申し上げ、
退任のあいさつとさせて頂きます。

親睦家族活動委員会� 委員長　山下　幸彦
親睦家族活動委員会の山下です。
皆さんが楽しい例会になるようにするため、親
睦家族活動委員自身が常に楽しむように活動を目
指しましたが、如何でしたでしょうか。
日常の例会はもとより花火鑑賞家族例会、創立
記念夜間例会、クリスマス家族例会、歓迎会、花
見家族例会といった行事にも多くの会員の皆様に
出席いただき、ご協力ありがとうございました。
あと６月23日の最終夜間例会が残っています。
最後まで一生懸命行いますので引き続き、よろ
しくお願いします。
また委員長でありながら、今年一年はとても楽に
過ごせたのも、親睦家族活動委員会の皆さんが、各
自の持ち場をきっちりこなして頂いたおかげです。
一年間、ありがとうございました。

プログラム委員会� 委員長　橋本　幸範
　プログラム委員会の橋本です。
　山下哲夫会員と田村会員の３人で担当させて頂
きました。
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て頂きました。
・2014年８月６日にオリエンテーション開催　
・Ａグループ…ロータリーとは。ロータリーの奉
仕の理念について。　　　　（2014年11月25日）

・Ｂグループ…クラブ管理とは。（2014年２月10日）
・Ｃグループ…ロータリー財団とは。

（2015年５月19日）
また、事前勉強の参考資料としては、
・ロータリーの心と原点（廣畑富雄著）
・ロータリー情報マニュアル（RI2650地区ガバ
ナー事務所発行）を提供致しました。
また、新入会員３名には入会後遅滞無く推薦者

同席の上、オリエンテーションを実施致しまし
た。一年間運営にご協力頂きました皆様に御礼を
申し上げ報告とさせて頂きます。

職業奉仕委員会� 委員長　岩田　智博
皆様１年間ありがとうございました。実施事業

も予定通り進みましたこと会員の皆様のご協力が
あればこそです。
実施事業は

１．職場訪問例会をマリーナポップで開催
２．職業奉仕についての卓話
３．年３回のＧＭの実施
４．会員企業からの優良社員表彰
５．会員企業一覧表の更新
以上です。
皆様のご協力感謝いたします。
今後ともよろしくお願いします。

社会奉仕委員会� 委員長　佐古　雄司
皆さんこんにちは、今年度、社会奉仕委員長を

させていただきました佐古です。１年半前、何も
分からず社会奉仕委員長をお受けしましたが、年
間に６事業と思っていたよりも忙しく大変でし
た。（２カ月に一回の事業）
また今まで事例のないロータリーデーの開催に

ついては特に皆さんのお知恵やアドバイス、また
お手伝いなどいただき大変お世話になりました。
ただこの事業を通じて会員の皆さんのご協力な

しには事業を進められないと感じましたし、皆さ
んへお声を掛けさせていただいた時に快く受けて
いただいた事に対し感謝しています。大変ありが
とうございました、今後ともよろしくお願いします。

国際奉仕・台北新東ＲＣ親善委員会
� 委員長　平石　雅史

もするようになり、クラブの活動をより知るよう
になりました。
もっと工夫できたことがあるのではないかと反
省もしておりますが、なんとか１年を終えること
ができたのは、児玉さん、吉田さんをはじめ、多
くの方々に支えられ、そして皆様方のご協力のお
かげと心から感謝しております。
１年間本当にお世話になり、有難うございました。

会員増強委員会� 委員長　徳納　武使
会員増強を担当させて頂いた徳納です。
入会以来、社会奉仕ばかりをしてきまして、「弁
当を征する者は、イベントを征す」で飲み食いの
担当でした。
初めて、会員増強を担当して頂き、増強の必要
性と難しさを痛感しました。
会員増強は組織パワーの源だと実感しました。
増強は単年度で成果を出せるものではないことも
実感しました。結果としまして、３人増で３人減
でした。継続して、次年度も会員増強担当を志願
しました。
本年度の反省を踏まえて、会員増強のシステム
を構築したいと思います。
本年度、ご協力本当に有難うございました。
次年度も引き続きのご支援を宜しくお願いしま
す。有難うございました。

会員選考・職業分類委員会� 委員長　平原　一彦
今年度は、三宅陽一郎・水谷耕平・田中和之と
３名の新会員を迎えることができました。
会員候補者については、その都度理事会に報告
し、入会手続きを踏みました。いずれも素晴らし
い候補者で紹介者には感謝を申し上げます。
職業分類については、会員の申し出による変更
や、入会予定者の新設等で分類が増え、平成27年
６月１日現在では、充填53　未充填62　合計115
となっています。

ロータリー情報委員会�� 委員長　杉川　　聡
本年度ロータリー情報委員会は、副委員長　谷
口公啓さん、委員　萬歳　幸治さんの３名で実施
させて頂きました。
今まで以上に、入会３年目以内の皆さんにロー
タリーの勉強をして貰いたいと言う思いから、入
会３年目以内のメンバーを３つのグループに分
け、グループリーダーを中心として自主研修を行
なって頂き、ＧＭの場で各グループより発表をし
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たします。ありがとうございました。

スマイル委員会� 委員長　森田由美子
会員の皆様のご支援で、恐らく本日スマイルの

目標額160万円を達成することができているはず
だと思います。とりすぎずちょうどよくと思い最
初は遠慮していて、ご心配をおかけしたところが
ありましたらお詫び申し上げます。
例年よりも目標額が増えましたが、皆様の積極

的な自主申告やご出宝のおかげで奉仕プロジェク
トの活動資金に資することができました。
○○会員が新聞に載っていたよとか、アイデア

などをいただいたことは嬉しいことでした。
また、毎例会において委員全員が自主申告、記

念日、その他の役割を担ったりスマイルの時間を
工夫したりと、委員全員で活動することができま
した。林会員、藤崎会員、遠崎会員にお礼を申し
上げます。
「スマイルの時間を楽しいものにする」、工夫し
たつもりですがまだまだ足りなかったところはご
寛容くださればと思います。
ありがとうございました。

ロータリー財団委員会� 委員長　仲田　淳嗣
この１年間、梶本副委員長、岡本文治会員の３

名で担当して参りました。
皆様のご理解と温かいご支援をいただき、ポリ

オ・プラス、年次寄付金、恒久寄付金ともすべて、
当クラブへの依頼目標額を上回る寄付をすること
ができました。有難うございました。
特に、林本会長、山本春男会員、遠崎会員には

心よりお礼申し上げます。
私自身も委員長を仰せつかり、お世話をさせて

いただく中でロータリークラブの財団の意義を多
少なりとも理解することができ有意義な１年で
した。
会員の皆様には、これからもロータリー財団の

活動に対し温かいご支援とご理解をいただきます
様お願い申し上げて、退任のご挨拶と致します。

米山奨学委員会� 委員長　佐藤　二郎
米山奨学委員会の佐藤です。俵副委員長、山本

豊委員の三名で担当しました。
当委員会は米山記念奨学事業の使命、活動を会

員の皆様にご理解頂き支援をお願いするとの方針
のもと次の活動を行いました。
【実施事項】

国際奉仕・台北新東ＲＣ親善委員会を一年間担
当させていただきました平石です。
まず11月に台北を訪問し創立30周年記念共同事
業を協議しました。
２月には広島国際センター日本語教室から２名
の方に卓話をしていただきました。
同時にクラブより支援金を寄付いたしました。
４月にはベトナムを訪問しＧＶＦ（グローバ
ル・ビレッジ・ファンデーション）を通じ移動図
書館を寄贈しました。
以上、今年もほぼ例年同様の活動をさせていた
だきました。
一年間ご協力ありがとうございました。

青少年奉仕委員会� 委員長　折本　　緑
青少年奉仕委員会では、副委員長の宮本昇会員
と共に活動を行いました。
昨年度に引き続き、「心臓病を守る会」への支
援活動と、「津田子供の家」の子ども達との交流
の事業との２つの柱で、奉仕活動を行いました。
１．心臓病を守る会への支援活動としては、
　　８/９～ 10宮島包ヶ浦での一泊療育キャンプ
が台風のため中止となり、10/12広島市森林
公園にて、ディキャンプを愉しみました。地
区補助金事業でした。

２．津田子供の家の支援としては、
　　１/28の施設見学で子ども達の生活の実態を
知り、２/28にボーリングと食事マナー研修
会を行いました。

　　子ども達26名、職員さん７名のご参加を頂き、
子ども達の笑顔がいっぱいあふれる事業とな
りました。

３．３/７～８に呉で行われたＲＹＬＡ（青少年
指導者養成プログラム）には、会員企業から
１名と共に参加し、世界の平和へどんな貢献
ができるかを考え、語り合う、実り多い２日
間を過ごしました。
初めての委員長をさせていただき、皆さまには
ご迷惑をおかけしましたが、宮島の一泊キャンプ
が台風のため中止、代わりに企画した秋のディ
キャンプは台風の接近でハラハラ、そして雪の降
る中での津田子供の家の訪問と、前代未聞の天候
に恵まれない事業活動でした。前代未聞の大旋風
を巻き起こし記録に残る事業活動となったので
は？と思っています。
それにもかかわらず、事業には多数のメンバー
の方々にご参加いただき、皆さまには大変感謝い
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ラブからも数人の参加を頂き、会員の健康増
進に寄与しました。次年度も地域における
人々の健康増進を目的に同様の事業が継続出
来れば、会員の皆様の健康管理意識の向上に
つながると思います。

最後に会員の皆様の益々のご健康を祈念し、退
任のあいさつとさせて頂きます。
１年間誠に有り難うございました。

西南の集い親善委員会�� 委員長　曽里　　裕
本年度の「西南の集い」は４月18日に岡山西南

ＲＣのお世話により倉敷市美観地区で開催され、
当クラブから林本会長、室﨑幹事をはじめ９名で
参加することができました。皆様のご協力に感謝
申し上げます。
次年度は長野県の松本西南RCのお世話で開催

される予定です。
今後とも皆様のご理解ご協力をよろしくお願い

致します。

6
� 23

第1368回例会
18：30〜20：30　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％

　谷口　公啓会員（16年）
ホーム例会皆出席100％

　林本　正継会員　・　久保慎太郎会員（４年半）
　室﨑　雅宣会員　・　白築　忠治会員（２年）
　山本　　豊会員
�会長時間
皆様今晩は、本年度の最終夜

間例会をこうして無事迎えるこ
とができ、安堵すると共に、大
変嬉しく思っております。
本日はゲストとして、７月よ

り再入会いただく、戸田様と長
谷川様をお迎えいたしております。お二方には、久々
のロータリーを楽しんでいただければと思います。
本日のプログラムは、理事役員退任挨拶となっ

ております。クラブ運営の重要な役割を担ってい
ただきました、理事役員の皆様には、１年間大変
お世話になりました。又、お疲れ様でございました。
本年度の会員増強は、３名の新会員を迎えるこ

とができましたが、今月で久保会員と森田会員が
残念ながら退会されますので、会員数の増減なし
ということでしめくくることとなります。力の無
い会長で申し訳なく思っております。

１．寄付目標１人16,000円に対し16,095円と目標
額を達成しました。
（内訳）� 普通寄付� � � 254,000円
� � 特別寄付� � � 360,000円
� � 100万ドル基金より� � 400,000円
� � 　　　合計� � 1,014,000円

２．特別寄付は５名の方にご協力頂き、米山功労
者あるいは米山準功労者になられました。

３．10月の米山月間に「ロータリー米山記念奨学
会について」のテーマで奨学会の歴史・意義
などの卓話をしました。

４．４月より米山奨学生としてベトナムより来日
し広島YMCA専門学校で勉強中のチャン　
レー　ティさんを迎え、山下幸彦会員にカウ
ンセラーに就任頂きました。
一年間の当委員会へのご支援ご指導有難うござ
いました。

長期計画委員会� 委員長　佐々木　宏
昨年度長期計画を一部を改定しましした。
皆様に今一度よく理解して頂くために卓話を実
施しました。
長期計画にはクラブが目指している方向　指
針　ビジョンが格調高く掲げられています。皆
様には今一度よく読んで頂きクラブの活動そして
委員会の活動の指針として頂きたい。
また国際ロータリーには戦略計画があります。
これは国際ロータリーの目指しているビジョンが
述べられており、当クラブの長期計画もこれに
沿ったものです。
この戦略計画にも是非とも目を通してください。

健康管理委員会� 委員長　石井　和彦
健康管理委員会の石井でございます。
岡本会員と荒木会員の３人で担当させて頂きま
した。実施事項としては、会員の健康管理、疾病
予防の為の企画を実行しました。
１．５月の健康管理月間に先立ち、４月に脳ドッ
ク及びＰＥＴの案内をし、脳ドック１件・Ｐ
ＥＴ３件の実績をあげました。

２．2015年５月12日　松村循環器・外科医院　理
事長松村誠先生に西南ロータリアンのための
早死防止講座Ⅳ「梅雨バテ、夏バテ、人生バ
テを防ぐ極意」と題し、卓話をして頂きました。

３．2014年８月10日　荒木会員のお世話により広
島国際会議場にて、脳とスポーツをメイン
テーマとした市民公開講座の案内をし、当ク
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く思ったことを思い出しました。それは一年間無
事に務まるだろうか、ミスはないだろうか、皆様
のお役に立てるのだろうか等、多くの心配事があ
りましたが、メンバーに助けられ、無事終了した
時にはホッとしました。
林本年度の林本丸の無事な帰還を祝し、又、次

年度会長予定者の木村会員の無事な出航を祈念い
たしまして、万歳三唱でしめたいと思います。万
歳は右足を一歩前へ出し、両手を挙げ万歳し、右
足を戻して手を下げる。これを三回繰り返します
ので宜しくお願い致します。
それでは、西南ロータリークラブと会員の皆様

のご多幸を祈念致しまして、万歳三唱致します。
万歳、万歳、万歳。有難うございました。

幹事　室㟢　雅宣
幹事退任にあたり、一言ご挨

拶申し上げます。
今年度、林本会長のもと久保

副幹事と事務局の近松さんのサ
ポートをいただきながら、幹事
職を務めてまいりました。ここにきて振り返って
みれば、一昨年の12月の総会で幹事の指名を受け
て以降、準備期間の半年を含めて都合１年半、あっ
という間に過ぎたような気が致します。
年度初めは、花火鑑賞例会、中止にこそなりま

したが宮島のキャンプの準備、例年よりも三ヶ月
早いガバナーの公式訪問等大きな事業が集中し、
また８月には、突然広島を土砂災害が襲いまし
た。こうして不慣れななかでの戸惑いながらのス
タートでしたが、お陰様で、本日の最終夜間例会
をもちまして、無事終了することができました。
行き届かないところは、多々あったことと思い

ますが、各理事、役員の皆様また各委員会の委員
長、委員の皆様の絶大なるご協力をいただき大過
なく事業を遂行できましたこと、まことに感謝に
堪えません。厚く御礼申し上げます。
私はこの９月で入会10年目になりますが、こう

して皆様とともに１年間活動を共にすることに
よって、私自身西南ロータリークラブをより理解
することができ、自分としても少しばかり成長で
きたのではないかと思っております。これからは
この経験を糧として、微力ながら西南ロータリー
クラブの発展の一助となれればと思っております
ので、どうかよろしくお願いいたします。
以上をもって、退任の挨拶に代えさせていただ

きます。この１年間皆様本当に有難うございました。

しかし、今年度の事業活動は、各委員長の皆様
や委員会の皆様の活発な活動により、例年の継続
事業に加え、ロータリーデーや地区補助金を活用
した奉仕事業、台北新東ロータリークラブの訪問
にベトナムの国際奉仕事業等、海外を含め多くの
事業を実施していただくことができました。同時
に、今年度は30周年特別事業委員会で計画された、
二つの記念事業の準備年度でもありました。台北
新東ロータリークラブと共同で実施する、カンボ
ジアの孤児の為のココンキッズロータリーハウス
の建設準備と、広島土砂災害地区の山田自治会集
会所の建設準備です。いずれも年度内に整えてい
ただき、30週年記念事業の準備年度としての責務
も無事果たすことができました。
2014－2015年度、広島西南ロータリークラブの
全てのロータリー活動を滞りなく無事終了させて
いただけますことに、心より感謝を申し上げ本年
度最後の会長時間とさせていただきます。
�幹事報告
７月プログラム配布の案内。７月卓話は、７月
７日理事役員就任挨拶・７月21日委員長就任挨拶
の予定。該当者は準備を。／７月７日夜の野球観
戦家族会の入場券を先週より配布中。参加者は本
日必ず事務局から入場券を受取りのこと。／次週
例会は休会、新年度は７月７日から例会スタート。
出席報告
　会員数�64名　出　席�57名　欠　席� 7名
　　　　�　　　ゲスト� 3名
プログラム
理事・役員退任挨拶
副会長　木村　恭之
　１年間、林本会長の元、副会
長を務めさせていただきました。
　貴重な体験を多くいただき、
感謝しております。
　過ぎ去りました１年間は、
もっぱら閉会の辞を唱える役周りでした。
　来年度は開会の言葉を発する役回りと変わります。
　皆様のご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

直前会長　田中　茂樹
皆さん、今晩は。直前会長の
田中でございます。林会長はじ
め、理事、役員、委員長、会員
の皆様、ご苦労様でございま
した。
会長経験者として本当に最終例会が大変うれし
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ただ残念なことに３名の退会者があり会員数は
±０の結果となりました。
ただひとえに私の力不足を痛感しているところ

です。
ただ本日次年度から入会されるお二人を迎えて

おり、さらにもう一人の候補者も上がっていると
のことですので、次年度の活躍に大きく期待した
いと思います。
ロータリー情報委員会では新しい試みとして、

入会３年未満の会員を３グループに分けてそれぞ
れに与えられたテーマについて纏めてグループご
とに発表して頂きました。自主的に勉強して頂い
て大きな効果がありました。

理事（奉仕プロジェクト委員長）
� 根石　英行
まず、職業奉仕委員会の岩田

委員長、社会奉仕員会の佐古委
員長、国際奉仕委員会の平石委
員長、青少年奉仕委員会の折本
委員長、スマイル委員会の森田委員長を始めとし
て、社会奉仕員会の委員の皆さまのご協力により、
無事予定していた事業、行事を行うことができま
したことにお礼申し上げます。
今年は、例年にない試みとして、心臓病の子ど

もたちの療育キャンプと、ロータリーデーという
二つの行事があり、折本委員長や佐古委員長など
の関係者の皆さまには本当にご苦労いただきまし
た。私自身は結構行き当たりばったりで計画性が
ないのですが、お二人だけでなく各委員会の委員
長の皆さんはそれぞれ企業家らしく、各事業につ
いて精緻な計画を立てて、しっかり綿密に準備し
て、現場では円滑に進めていただきました。
キャンプとロータリーデーで私が心配したのは

キャンプの時の天候と、野村前監督が時間通りに
来てくれるのか、という二つだけでした。子供の
頃の運動会や遠足の日の天気もこんなには気にし
ませんでした。いずれの事業にも入会年次の新し
い会員の皆さまにも多数ご参加いただいて、ロー
タリーの奉仕の心を実践で学ぶ良い機会になった
のではないかと思います。去年の今頃は、キャン
プがどうなるのか、一年間奉仕プロジェクトの事
業が無事終わるのか非常に不安でしたが、今は終
わってほっとしております。私個人としても良い
経験をさせていただきました。
本当にありがとうございました。

理事（クラブ管理運営委員長）�
� 先小山英夫
出席委員会・親睦家族活動委
員会・プログラム委員会、委員
長をはじめ委員各位の多大なる
ご協力を頂き任務を終えること
ができ感謝いたしております。
今回が二度目のクラブ管理運営委員会委員長で
したが前回を思うと比べるべくもなくスムーズな
活動だったと改めて会長・幹事・委員長と委員の
皆さんにお礼を申し上げます。

理事（クラブ広報委員長）
� 對馬　久子
クラブ広報委員会理事を一年
間させて頂きました對馬です。
素晴らしいロータリーの奉仕
活動を社会へ広報し、地域社会
の人々との相互理解を深める触媒となり、会員の
モチベーションを高めることを掲げ走り出しまし
たが果たして結果は…
３年余りのまだロータリーをよくわかっていな
い私が、会の為に、会員の皆様のために何ができ
たかといわれると自信がありませんが、広報雑誌
委員会の寺本委員長、会報資料委員会の桒田委員
長のおかげで何とか務めを終えることができま
した。
今この一年を振り返って思うことは、今までよ
り「ロータリー雑誌」を深く読むようになり、他
の地域での活動を知ることができ、ロータリアン
の素晴らしさを改めて感じました。
そして、毎月会報の発刊に携わることにより西
南ロータリーの会員さん方をより深く知ることが
でき、とても実のある充実した時間でした。
力不足で申し訳なく思っておりますが、私に
とっては大変勉強になり、一歩も二歩もロータ
リーの真髄へ入り込んだ気がしました。
一年間、本当に有難うございました。

理事（会員組織委員長）
� 佐々木　宏
本年度３名の素晴らしい仲間
を迎えることができました。
推薦してくださいました会
員の皆様そして会員増強委員
会　会員選考委員会　職業分類委員会の皆様に
改めて感謝申し上げます。
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DONATIONDONATION
６  月 年度累計

ス マ イ ル 60,000 円 968,000 円
善 意 の 箱 10,760 円 146,611 円
100万ドル 50,232 円 613,410 円

聞き苦しかった事をまずはお詫び申し上げます。
本年度長く感じましたが早いものであれから一

年、「この一年、任務を全うし、しっかり燃え尽
きます」と就任の挨拶をさせて頂きました。
この六月で私は副幹事を退任、そしてクラブを

退会させて頂く事と決めました。
決して林本会長の陰湿ないじめが遭ったのでは

なく、室﨑幹事に一人副幹事でこき使われ嫌に
なったわけでも、多くの優秀な新入会員が入会さ
れ私がやきもちを焼いたわけでもありません。
私の会社は、創業11年、社員が三人の小さな会

社です。小さいながらも元気だけはありますが、
もう一人、社員を入れる勇気はなく、今のメンバー
でやるには私は現場にはりつかないと、今の仕事
量ではこなせなくなっているのが現状です。
岩田会員の推薦で入会させて頂き、次年度で５

年目になるところでした。
入会させて頂く前に、私はロータリーへの入会

を悩んでた時、社員は快く「社長入りたいんで
しょ、私らが儲けてきますから大丈夫ですよ」と
背中をぽっと押してくれました。月日が立ち、そ
の社員に「社長、多少私らを顧みて下さい」と言
われ目が飛び出しました。
また、本年度多くの先輩ロータリアンの影響を

受け、仕事のやる気が増しました。このような出
来事がありまして私は決意しました。
自分の居心地が良くなった我が広島西南ロータ

リークラブを去るのはつらい事です。
しかしながら、今は自分の会社の居場所を見つ

けなければならなくなりました。
どうか分かって頂きたく思います。
私の、ロータリアンであった期間は短かったで

すが、中身は濃く充実した期間だったと思ってい
ます。
これで私の退任、退会の挨拶とさせて頂きます。
長い間お世話になりありがとうございました。

理事（財団委員長）�末廣浩一郎
財団委員会の理事を務めさせ
ていただきました末廣です。
会員の皆様には財団の事業に
多大なご理解いただきまして、
誠に有り難うございます。
また、ポールハリスフェローやマルチプルフェ
ロー、米山功労者や準功労者になっていただきま
した会員には、心より御礼を申し上げます。
１年間の財団委員会の理事の役職は、ロータ
リーの現状を見ながら色々とロータリークラブに
ついて考える機会を与えていただいたようなもの
だと感じています。このような機会を与えてくだ
さったことに感謝いたします。本当に一年間、あ
りがとうございました。

S.�A.�A.　曽里　裕
本年度副S. A. Aの山國さん、
宮本晋一さんと共に担当致しま
したが、昨年末で宮本さんが退
会され、山國さんには大変お世
話になりました。
また本年に入り新会員ながら水谷さんに副
S. A. Aとして加わっていただきありがとうござ
いました。
特に品位ある例会を心がけてまいりましたが、
なかなか力及ばず不手際もありましたことをお詫
び申し上げます。例会はロータリーの基本ですか
ら、クラブ奉仕の精神に乗っ取って大切にしてい
ただきますことをお願いし、退任の挨拶と致し
ます。
一年間ありがとうございました。

会計　白築　忠治
この１年間、皆様のご協力の
おかげで予算執行が順調に推移
することができました。ありが
とうございました。
くわしいことは、７月の第２
例会で決算報告させていただきます。

副幹事　久保慎太郎
皆様、本年度副幹事を仰せ付
かりました久保でございます。
内気な性格で人前で話す事が
苦手な私なものですから、この
一年間の例会の司会進行は、お
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佐藤　克則　１日
平石　雅史　３日
對馬　久子　10日
谷口　公啓　12日
宮㟢　　真　17日
折本　　緑　23日

俵　　雅之　１日
先小山英夫　１日
末廣浩一郎　８日

久保慎太郎　10日
田中　和之　16日
遠崎　秀一　20日

会員誕生日

６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

藤崎健次郎夫人　弘�美様　２日
濵田　公璽夫人　節�子様　17日
新藤幸次郎夫人　有�香様　27日
田中　和之夫人　恵�子様　27日

宮本　　昇　Ｈ11年
森田由美子　Ｈ22年
林　　暢也　Ｈ25年

桒田　博正　広島シティ法律事務所� Ｈ20年
宮㟢　　真　㈱ニシキプリント� Ｓ42年

仲田　淳嗣　㈱ハイエレコン� Ｓ57年
寺本　真司　㈱寺本緑化建設� Ｓ37年

５月26日の例会で報告があったカンボジア訪
問ついては、当クラブのウェブサイト（2015
年５月の記事）に詳しく掲載されていますの
で、ご参照ください。

日　時：2015年６月２日　13時45分～14時45分
場　所：ＡＮＡクラウンプラザ広島
出席者：村本・木村・室崎・根石・曽里
　　　　佐々木（宏）・對馬・先小山・末廣・白築
　　　　山下（哲）・杉川・平石・岩田・久保
・林本会長挨拶
最終の理事役員会をこのように向かえさせて頂
く事を嬉しく思う。一年間支えて頂いた皆様のご
尽力のお陰と感謝申し上げる。
・創立30周年記念事業特別委員会報告
式典は合同例会的に開催しない。西南ＲＣと台
北新東ＲＣ。西ＲＣ、廿日市ＲＣは会長幹事のみ
出席。支援事業関係者各２名招待予定。
カンボジア支援、まもなく工事着工。来年２月
か３月予定の竣工式に伺う。
広島豪雨災害支援の予算1200万から1500万に増
額。増額部分は、地区の拠出金で賄う。
議題
・廿日市ＲＣ創立20周年記念式典報告
５月15日、山本豊特別代表、林本会長以下含め
21名式典に出席。
・地区研修・協議会報告
５月17日、西南ＲＣより岩田智博会員、国際奉
仕について講演。
MY�ROTARY活用の案内、次年度説明の場を設ける。
・新旧引継正副会長幹事会報告
５月25日広島サンプラザで引継会、103名の出
席、西南ＲＣは全員出席。
・事業報告進捗状況について（確認）
多少出て来ている。期限までに取りまとめて頂きたい。
・新会員候補について（協議）
戸田泰弘、長谷川大助元会員の再入会承認。推
薦者村尾会員、入会は次年度。
・退会会員の承認
久保会員退会承認。
・５月度会計報告
未収金がある。
・各理事役員報告
奉仕プロジェクト委員会　理事　根石英行
梅林の散水栓の設置は現場の状況により次年度
に相談、申し送る。
投稿していた今年度事業ロータリーデーがロー
タリーの友に次年度掲載される。

ＳＡＡ　曽里裕　理事
目標とした例会での拍手、定着出来た。早期退席、
私語は残念ながら見受けられた。会員に例会を
大切にする自覚をして頂き、次年度に申し送る。
例会場に設置してあるバナーの撤去。一年間位
は保管する。
会員組織委員会　理事　佐々木宏
新会員３名、退会者２名。力及ばず申し訳ない。
ロータリー情報では、新しい試みで３年未満の
会員３グループに分け発表、皆が勉強出来た。
クラブ広報委員会　理事　對馬久子
ロータリーの友７月号に掲載される記事案内を
次年度、對馬理事より発表。
クラブ管理運営委員会　理事　先小山英夫
新会員候補二人の最終夜間例会のゲスト招待承認。
財団委員会　理事　末廣浩一郎
米山、財団とも、まとめて幹事に提出。

・その他
合同事務局人頭分担金、次年度も同額1000円で

承認。
６月27日、広島豪雨災害支援報告会、室﨑幹事出席。
・閉会の挨拶　木村副会長
カウントダウンが近づき本年度から来年度になる、

色々な思いはあるが何分にも本年ご苦労様でした。
また来年度も今年度の経験を基にご助言を頂きたい。

７月行事予定
❖�７月７日（火）13：45 ～
　第１回理事役員会� ANAホテル4Ｆ
　（集合写真撮影）
　　　　　　　　18：00 ～
　野球観戦家族会� マツダスタジアム
❖�７月14日（火）13：45 ～
　第１回クラブ協議会� ANAホテル4Ｆ

掲　示　板

2014-2015年度　第12回理事・役員会　議事録

（14）� 2015年６月
ロータリーの心を学び楽しく実践



編集
後記

広島西南RC　５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 5（休会） 12 19 26 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 宮崎　　真 ○ ○ △ 100％
26 根石　英行 ○ ○ ○ 100％
27 仲田　淳嗣 ○ ○ ○ 100％
28 岡本　文治 × ○ ○ � 67％
29 奥田　　實 ○ ○ △ 100％
30 小川　光博 △ ○ ○ 100％
31 岡本　俊雄 ○ ○ ○ 100％
32 折本　　緑 ○ △ ○ 100％

氏　名 5（休会） 12 19 26 出席率
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％
63 水谷　耕平 △ ○ △ 100％
64 田中　和之 ○ △ ○ 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７月28日

発　行　広島西南ロータリークラブ
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編　集　会報資料委員会

　最終号が漸くできました。皆様のご
協力により原稿の集まりもよく、順調
に発行することができました。ありが

とうございました。
　会報資料委員長としては本号が最後ですが、次
号からも副幹事として編集会議に出席いたしま
す。編集会議に出席するのは３年目になります。
　今後ともよろしくお願いいたします。
� （桒田　博正）

1186号� （15）
2014-2015年度 最終号



最終夜間例会 2015. 6. 23

2014〜2015年度 広島西南ロータリークラブ 理事役員

１年間お
つかれさまでした


