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第1324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
四つのテスト唱和
�お誕生月記念記念品贈呈

　木村　恭之　７月17日
誕生日お祝いを受けて

木村　恭之
　今年７月17日で59歳になりま
す。還暦まであと１年となりま
した。今後、自分が、何をなす
べきか、何をしたいのか、をじっ
くりと考えていきたいと思います。ご指導よろし
くお願いいたします。
会長時間

　広島西南ロータリークラブの
第28期が、いよいよ本日よりス
タートをいたします。
　始めにあたり、一言申し上げ
たいと思います。
　昨年度は、宇田名誉会員、そ
して現役の田渕会員と大国会員が相次ぎ他界をさ
れ、我がクラブにとってかけがいの無い、大切な
会員を失うこととなりました、あらためて、皆様
のご冥福を心よりお祈り申し上げたいと思いま
す。そして、今年度は、全員が元気に、一年間活

動できますよう、心より祈り念じたいと思います。
　さて、今年度のRI国際ロータリーの、ゲイリー
C. K. ホァン会長のテーマは「ロータリーに輝きを」

（Light Up Rotary）です。ロータリーの奉仕活動を
通じ、会員基盤の強化を図ると共に、地域社会で
ロータリーデーを開催するなど、実践を通じ、ロー
タリーにそして地域に輝きをということです。
　そして、2710地区、金子ガバナーは「奉仕を学
びロータリーを楽しもう」との、ガバナー信条を
掲げられました。私は、今年度の会長スローガン
を「ロータリーの心を学び楽しく実践」とさせて
いただきました。
　ロータリーの原点は、創始者であるポールハリス
の、友愛と寛容の精神とアーサーＦシェルドンの経
営哲学に根差す、奉仕理念「最も良く奉仕するもの
最も多く報われる」（He profits most who serves 
best ）そして高潔な精神性に基づく「超我の奉仕」

（Service Above Self）がロータリーの原点、心であ
ろうと思います。私たちが真のロータリアンとなる
ためには、ロータリーの原点、心というものをしっ
かりと学び理解すること、そしてその学びを実践し、
活学とすることが大切だと思います。
　西南ロータリークラブは、まだ28期ですが、創
立会員の皆様の熱意と実践力、そして歴代の会長、
執行部の皆様のご努力で、ポールハリスの求めた、
アットホームなクラブに、そして活発な奉仕活動

め、国内外での様々な事業が計画されておりま
す。さらに今年度は、RI会長からのロータリー
デイの実施要請もあり、活発な活動が求められる
年となりますが、創立会員の皆様方から今日まで
受け継がれる、西南の団結力と実践力で、クラブ
の充実を図りながら、今年度計画されています全
ての事業が、無事達成できますよう願っておりま
す。
　今年度、会長として精一杯努力し務めさせてい
ただきます。会員の皆様のご協力を宜しくお願い
申し上げます。

　2014－2015年度、会長を務めさせていただきま
す林本正継です。
　会長ノミニーから今日まで、約一年半の会長準
備期間で、自分なりにロータリーと真剣に向き合
い、勉強してきたつもりですが、まだまだ足りな
い感じで私自身は不安で一杯ですが、堅実な室崎
幹事と明朗な久保副幹事、そしてロータリーを熟
知したパスト会長を含む、重厚な理事役員の皆様
と有能な各委員会の委員長で、万全の組織体制に
させていただくことができました。今年度も、昨
年に引き続き地区補助金を活用した奉仕事業を始

会長就任挨拶

� 林 本 正 継
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が実践できる、すばらしいクラブに発展してきて
おります。今年度も、昨年に引き続き、地区補助
金を活用した、心臓病の子供たちを守る会への、
奉仕事業がすでに決定をしております。２年後に
控える、我がクラブの大きな節目、30周年を記念
する、特別事業のプラン策定も本格化すると思い
ます。又、ロータリーデーの実施については、RI
会長からの要請であるだけに、クラブ全体で取り
組んでいく必要があると思います。各委員会での
GM等で、充分に会員間のコミュニケーションをは
かっていただきながら、今年度、計画されている
事業が全て無事達成でき、さらなる発展に向かう
ことができればと願っております。一年間、会長
として精一杯努力し、務めさせていただきます。
皆様のご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信・会員証・スマ
イルチケット配布の案内。／７月８日（火）第１回
クラブ協議会・７月26日（土）花火鑑賞家族例会・
８月９日〜 10日（土・日）宮島療育キャンプの各
案内を回覧。未回答者は回答を。／７月会費は７月
15日（火）予算決算報告後に発送。／８月会費で同
好会半期会費を請求するので、請求予定の同好会は
７月22日（火）迄に事務局へメンバー表を提出。／
例会変更。／例会終了後、４Ｆ写場で理事役員集合
写真を撮影、その後理事役員会開催。
�スマイルボックス

奥田實会員（10,000円）　このたび県の主催で、
“ひろしまらしい”「魅力ある建築」を選ぶための
「ひろしまたてものがたり」の募集がありました。
約500件を超える応募があり、その中から100件が
選ばれました。その中に私の設計した「広島市民
球場」と「宮島の岩惣」の２件が選ばれましたの
で出宝します。
田中茂樹前会長・林本正継前副会長・杉川聡前幹
事・岩田智博前副幹事・杉本清英前副幹事（50,000
円）　昨年一年間お世話になりました。皆様のご
協力に感謝いたします。
森田由美子会員・林暢也会員・遠崎秀一会員・藤
崎健次郎会員（4,000円）　スマイル委員会より、
出宝致します。皆様の○○の日に御協力をお願い
致します。
岩田智博会員（3,000円）　当社発行のメディサ
ポ安佐版の２号を無事発行出来ました。皆様の御
協力ありがとうございます。
久保慎太郎副幹事（1,000円）　今年度、副幹事
を仰せつかりました。前年度のお二人を見習い一

年間頑張りますので、よろしくお願いし、出宝さ
せていただきます。
田中茂樹会員（チケット一冊）　2013 〜 2014年度
は大変お世話になりました。皆様のおかげをもち
まして無事大役を終え、感謝申し上げておりま
す。本年度林本会長と皆様のご活躍を祈念いたし、
御礼申し上げます。
出席報告

　会員数 62名　出　席 52名　欠　席 10名
　　　　　　　 来　客  1名
プログラム

理事役員就任挨拶
� 会長エレクト・副会長
� 木村　恭之
　西南RCに入会させていただ
き、早17年が経過しようとして
います。
　沢山頂きましたご恩にお応え
していかなければならない１年が、もう少しで
やってまいります。
　何をなすべきか、何をしていきたいか、しっか
りと自問自答していく１年とさせていただきます。
　ご指導よろしくお願いいたします。

 直前会長　田中　茂樹
　一年間本当にお世話になりあ
りがとうございました。厚く御
礼申し上げます。又、今年も林
本会長以下、今年度の事業が始
まります。直前会長としてもう
一年、皆さんの前に立たせて頂く事もあろうかと
思いますが、出来るだけ立つ回数は少なくして頂
き努めたいと思います。宜しくお願い致します。

 幹事　室﨑　雅宣
　今年度幹事を拝命しました、
室﨑です。
　副幹事を務めたときより６年
ぶりに、この執行部席にもどっ
てまいりました。
　入会９年足らずですが、大役を仰せつかり身の
ひきしまる思いです。
　林本会長は特に例会、親睦会を重視されるとい
うことで、委員会の配属に腐心しましたが、入会
年次も新しく、また年齢も若い方が多く、そのパ
ワーを借りまして、楽しい例会、楽しいクラブに
なるよう頑張りたいと思います。
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　今年度のカラーは薄紫色ですが、赤と青をまぜて
できあがった高貴な紫色ですので、派手にならず、
地味にならず親睦と奉仕がうまくかみ合った、バラ
ンスのとれたクラブ運営ができたらと思っておりま
す。各委員会の皆様よろしくお願い致します。
　奇しくも西南幹事史上最年長の私と副幹事史上
最年少の久保さんが組むことになりましたが、二
人三脚で林本会長の手足となって、一年間運営し
ていきたいと思います。
　どうか会員の皆様よろしくお願いいたします。

 会計　白築　忠治
　会計担当の白築でございます。
　創立時に会計を担当したこと
が思いだされますが、当時の事
業計画書では、初年度は９月か
らの10 ヶ月間ではありました
が予算は約1,600万円スマイル特別会計は約70万
円となっております。
　あれから28年、今年度予算は約3,000万円スマ
イル特別会計は約160万円です。
　この１年間、適正な予算執行が行われますよう
に努めたいと思っておりますので、よろしくお願
いします。

�理事（クラブ管理運営委員長）
� 先小山英夫
　今年度２回目のクラブ管理運
営委員会理事を担当させて頂く
事になりました。
　会長方針を実践すると共に
ロータリー活動を通じ会員が楽しく有意義と感じ
られるクラブに近づける為に出席委員会・親睦家
族活動委員会・プログラム委員会の各委員会の方
針・計画が円滑に実行できるよう調整をしたいと
考えております。

� 理事（クラブ広報委員長）
� 對馬　久子
　今年度クラブ広報委員会を担
当させて頂きます對馬です。
　クラブ広報委員会の役割は、
ロータリーに関する情報を一般
の人々に伝え、クラブの奉仕活動を広報するため
の計画を立案、実行することです。
　効果的な広報を行うことによって地域社会や世界
のニーズに取り組むロータリーの活動を多くの人々

に知ってもらい、ロータリー・クラブに対して人々
が抱くイメージが好ましいものとなり、積極的に活
動しようという会員のモチベーションが高まるよう
支援する一助になれればと思っております。
　今年の10月でやっと丸３年のかけ出しですが、
一年間先輩諸氏の方々のご指導をいただきながら
努めてまいりたいと思っております。どうぞ宜し
くお願い致します。

� 理事（会員組織委員長）
� 佐々木　宏
　組織の活性化を図り、活力あ
るクラブ活動を維持していくた
めには常に新しい血の導入が不
可欠であります。
　だけどただ単なる人数合わせではなく、会員に
は人格や、職業上および社会的地位などにおいて
ロータリアンとしての適格性を備えてなければな
らないことは言うまでもないことであります。
　会員増強は会員ひとりひとりの責務でもありま
す。皆様とともに情報を共有しながら多くの素晴ら
しい会員が迎えられるように頑張ってまいります。
　入会した新会員が一日も早く戦力として活動し
てもらえるように、新会員を中心として丁寧な
ロータリー情報の提供をおこないます。

� 理事（奉仕プロジェクト委員長）
� 根石　英行
　奉仕プロジェクト委員会の理
事を仰せつかりました根石でご
ざいます。
　職業奉仕の岩田さん、社会奉
仕の佐古さん、国際奉仕の平石さん、青少年奉仕
の折本さん、スマイルの森田さんの各委員長さん
や副委員長、委員の皆さまの協力を得て、今年度
の活動に努めてまいります。
　これまで積み重ねてまいりましたたくさんの事
業、広域公園ウメ、宮島サクラの管理、水環境学
習支援、点字カレンダー作成、津田子どもの家支
援、ベトナム移動図書館寄贈、日本語教室支援、
東北大震災復興支援等を継続発展させると同時
に、30周年記念事業の準備に協力して行きます。
　また、地区補助金交付対象事業である「心臓病
の子どもたちとその保護者の療育キャンプ（宿泊
集団療育）」を実施いたします。キャンプについ
ては、ご案内のとおり８月９日、10日の土日に開
催を予定しております。
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　さらに、当クラブの活動に関する地域における
認知度を高め、地域と交流するロータリーデーに
ついても他部門と共に協力して実施します。
　職業奉仕については、職場訪問やGMの活動等
を通じて会員間における職業奉仕の意識の涵養に
努めるように。奉仕活動の財政的な基盤であるス
マイル委員会の活動については、楽しく出宝して
もらうように、それぞれ活動していただきます。
　林本会長スローガンは「ロータリーの心を学び
楽しく実践」です。各委員会の事業が、ロータリー
の心を学び、その実践の機会となるように運営し
ていきたいと思っております。そのためには、奉
仕プロジェクト委員会の委員を中心とするだけで
なく、他の会員皆さまにも広く参加を呼び掛け、
参加した会員にとっても有意義な活動となるよう
な奉仕活動になればと思います。皆様のご支援と
ご協力を是非ともお願いいたします。

� 理事（財団委員長）
� 末廣　浩一郎
　財団の理事を拝命しました、
末廣です。30周年の時にグロー
バル補助金の利用を考えている
のなら、おそらく今年度位から
準備に入らなければならないのではないかと考え
ています。今年度も地区の目標を達成すべく、財
団委員長や米山委員長からご寄付のお願いをさせ
ていただくことになりますので、どうぞ快くご協
力いただきますよう、お願いを致します。今年度
一年間、どうぞ宜しくお願い致します。

 S.�A.�A.　曽里　　裕
　本年度も節度ある和やかな例
会を実行できるよう、努めてま
いります。
　そのためには他への思いやり
の気持ちを大切にし、発表者に
は盛大な拍手を贈る。卓話中の私語の自粛と途中
退席の自粛を願い致します。

 副幹事　久保慎太郎
　本年度、副幹事という大役を
仰せつかりました久保でござい
ます。今年で４年目になるので
すが、前年度室崎幹事にくどか
れ、やらないといけないなと
思った時。

　私の胸の中で四つのテストを唱和しました。
１つ　真実かどうか
１つ　みんなに公平か
１つ　好意と友情を深めるか
１つ　 みんなのためになるか　どうか
　１つしかわかっていないなと自覚しました。
　この一年で分かるようになろうかと思います。
　若輩者でとくに不慣れな役目ではございます
が、林本会長のもと、ご指導を頂きながら任務を
全うし、しっかり燃え尽きますので、どうかよろ
しくお願い致します。
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第1325回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
ご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
　山國　　豊会員　７月７日
�PHF表彰

　橋本　幸範会員
　桒田　博正会員

�MPHF表彰
　徳納　武使会員

会長時間
ロータリー草創期と時代背景について
　1905（明治38）年２月23日、鉱山技師、ガスター
バス・ローア・石炭商シルベスター・シール、洋服
商ハイラム・ショーレー・弁護士ポール・ハリス、
シカゴの街でたった４人の会合からロータリーは始
まります。19世紀末から20世紀初頭にかけ、アメリ
カそしてシカゴは、資本家が政治・経済の主導権を
握り、私利私欲中心の拝金主義が横行し、貧富の差
の拡大による、スラム街が増加し、伝染病や犯罪の
温床となり商業倫理の欠如の上に、いたずらな繁栄
が築かれ、シカゴはまさに弱肉強食の街となってい
ました。社会秩序改善の為、1920年から1933年禁酒
法が施工されますが、皮肉にも闇営業の酒場が逆に
増加し、マフィアの資金源となりました。（シカゴ
の暗黒街のボスで有名なアルカポネが全盛を誇り、
FBIのエリオット・ネスとの戦いは映画やテレビで
有名です。）このような時に、中産階級の中から様々
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�幹事報告
　会員手帳配布の案内。／花火鑑賞家族例会の回
答期限は本日迄（各種案内と共に回覧）。欠席の
場合は要メークアップ。／例会変更。／例会終了
後、クラブ協議会開催。
�委員会報告

広報雑誌委員会（友誌を読む）
�スマイルボックス

林暢也会員（1,000円）　公益法人西日本不動産
流通機構（中国・四国・九州 24,000社）の副会長
に就任しました。
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当広島メープル法律事務所
との合同勉強会のご案内をお配りいたしました。８
月６日午後３時からで、テーマは「クレーマー対策の
コツ」です。興味のある方は是非ご参加下さい。
出席報告

　会員数 62名　出　席 51名　欠　席 11名
　　　　　　　 来　客  1名
プログラム

委員長就任挨拶
出席委員会� 委員長　石井　和彦
　本年度は副委員長の三好さん、委員の池久保さ
んの三人で努めさせて頂きます。
　会長方針「ロータリーの心を学び楽しく実践」
に基づき、ロータリーの心を学ぶ場である例会へ
の出席、実践する場である行事への参加の重要性
を再認識して、例会出席及び行事参加を促し、や
むを得ず出席出来ない時は事務局の近松さんから
メークアップについての情報提供を行います。
　S.A.A.と連携をとり、出席のあり方の検討も
考えております。
 例会の高出席率維持にはチームプレーが必要で、
出席率はクラブの指標でもあります。
 本年度も例会出席100％が継続出来ますよう、会
員の皆様のご協力を宜しくお願い致します。

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委員長を拝命した山下です。
　今年度は、幸村副委員長と小川さん、伊藤さん、
宮㟢さん、上田さんの委員で行います。今年の計
画としては、会員相互の親睦を深める例会運営活
動をし、かつ委員会メンバーが自由で斬新な意見
を出せる雰囲気を作っていきます。
　親睦家族活動委員会のメンバーは、私と小川さ
ん以外がまだ新会員なので、新会員がとけ込みや
すい明るい環境作りを整えていきます。

な社会改良運動が起こりました。まずセッツルメ
ント運動、これはスラム街に拠点を置き、そこで
貧民の厚生運動をするものです。又、貧民に無関
心であった教会も社会福音運動を展開し始めまし
た。YMCA、YWCAその他多くの慈善団体も現れ
ました。そのような社会情勢の中で、ロータリー
の会員もまた、資本主義の中で経営をしなければ
なりません、まずはその激烈な商業上の生存競争
に、勝利者とならなければなりません。そこでポー
ルハリス達は、ロータリーの、親睦の場であるク
ラブの例会に会員の企業上の問題を持ち込み、衆
知を集めてその改善策を練る等し、劣悪な資本家
との競争に打ち勝とうとしました。彼らはその競
争の手段として、あくまでも正直、勤勉を前提とし、
友愛を根本として企業経営を行い、商業道徳を高
めることに専念しました。そしてその結果、取引
先や顧客の信頼、信用を獲得し、やがて自己の企
業に利益をもたらし、モラル低下著しい資本主義
の世界で、勝利者となっていきました。アメリカ
人は出世物語が大好きです。その当時、ロータリー
運動は20世紀初頭の貧乏商人の出世物語ともいわ
れました。やがて1929年、フーバー大統領のとき
アメリカ経済は資本主義の過剰生産が原因で大恐
慌に見舞われ、その影響は世界中に及び、銀行の
とりつけ騒ぎや、倒産、破産は数知れず、多くの人々
が職も家も失いました。しかしそのような大恐慌
の中にあっても、ごく少数の人たちは何とか倒産
を免れ、仕事を続けていました。彼らに何故この
ような大変な時、企業経営を続けてこられたのか
と聞くと、自分たちはロータリアンであり、ロー
タリーの教えを守って商売をしている。その教え
とは「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる」
又「超我の奉仕」というモットーであり、他人に
対する思いやりの心ですと答えました。そのとき
のロータリアンが偉かったのは、不況の最中、自
分の企業を守ったばかりか、不況で倒れた同業者
の救済にも乗り出したのです。そればかりか32代
大統領ルーズベルトのニューディール政策にも企
業倫理基準高揚のため献身的に参加しました。そ
してこのときからロータリーの職業奉仕理念は、
不況に強い哲学だと評判になり、ロータリーへの
入会者が急増していきました。今はその頃から一
世紀以上経過し、時代は大きく変わりましたが生
存競争の厳しさは今も昔も変わりません、そして
人の心も又変わりません。温故知新、不易流行で
ロータリーの原点を見つめてみると成功と繁栄の
原点は時代に関係なく不変のように感じます。
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　職業分類においては、職業分類表に基づきバラ
ンスのとれた会員組織になるよう未充填部門を関
係委員会に情報提供するよう努めます。
　一年間、よろしくお願い申し上げます。

ロータリー情報委員会� 委員長　杉川　　聡
　ロータリー情報委員会の杉川です。
　今年は、谷口副委員長、萬歳会員と３名で、新
入会員、３年以内入会者を中心に会長スローガン
にある「ロータリーの心を学び」が実践出来るよ
う、年に３回のGMを開催致します。
　会員の皆様の積極的な参加を期待しております。
　何卒宜しくお願い致します。

職業奉仕委員会� 委員長　岩田　智博
　会員の皆さんが、積極的に職業奉仕の実践に取
り組んでいただけるよう、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、荒木会員より提供い

ただいた、2580地区の職業奉仕委員会作成
による「奉仕の思想の発生と成長」の
DVDを使用した卓話を実施します。

　２、 10月28日の例会を職場訪問例会とし、観音
マリーナホップを訪問します。

　３、 会員企業の企業内容の紹介と、その企業活
動が社会にどう役立っているかを学びあう
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。

　４、 会員企業から優秀社員を選抜し、５月26日
の例会卓話時間にて表彰を行います。

　５、 会員企業一覧表の更新を、６月末完成予定
で進めます。

　以上、皆様のご協力を得て、頑張っていきます。
よろしくお願いします。

社会奉仕委員会� 委員長　佐古　雄司
◎方針
　2014-2015年度のRIテーマ「ロータリーに輝き
を」を目指し、社会奉仕を通じて、地域社会にお
けるロータリークラブの役割を見出せるような事
業を展開していきます。
　これまでの事業をできるだけ継続し、一人でも
多くの会員に積極的に行事へ参加していただける
よう推進していきたいと考えています。また、会
長スローガンでもある「ロータリーの心を学び楽
しく実践」できるよう奉仕活動を通じて、少しで
も楽しく実践していけるよう心掛けます。

　皆様のご協力、ご参加をお願いいたします。

プログラム委員会� 委員長　橋本　幸範
　プログラム委員会の委員長という大役を仰せつ
かることになりました橋本です。
　前年度までは、毎週、楽しく卓話を聞かせてい
ただいておりましたが、毎週の卓話を計画し穴を
あけることなく実施することは非常に大変だと
思っていましたので、当初は大変不安でした。し
かし、何とかなりそうです。と言いますのも、皆
様にご協力をいただき、10月頃までのプログラム
はほぼ決まりました。
　当クラブの奉仕活動に役立ち、会員の皆様の親
睦を深める卓話を実施するため、引き続き、皆様
のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

広報雑誌委員会� 委員長　寺本　真司
　2007年に佐々木会員（宏）、杉川会員に推薦を頂
き入会しました寺本です。入会以来、様 な々委員会
で役職をさせて頂いてきておりましたが、この度の
広報雑誌の類は初めての経験です。いつも、原稿
が遅くなって担当委員長さんにはご迷惑をかけてき
ておりました私なのですが、今後はそのご苦労を身
をもって体験しながら頑張っていきたいと思います。

会報資料委員会� 委員長　桒田　博正
　会報資料委員会の桒田です。よりよい会報を目
指し、皆様のご意見をお伺いしながら、よりよい
会報を目指したいと思います。速やかな原稿の提
出をよろしくお願いいたします。

会員増強委員会� 委員長　徳納　武使
　本年度会員増強委員長を拝命いたしました。
　新藤副委員長、荒木ＰＧとともに佐々木理事の
指導力の下、一年間頑張ります。
　本年度は新入会員10名を目指します。
　そのための手段は委員会で考え、会員の総力で
目標達成を果たしたいと思います。
　ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

会員選考・職業分類委員会� 委員長　平原　一彦
　今年度会員選考・職業分類委員会委員長を仰せ
つかった平原です。
　岡本副委員長とともに一年間努めてまいります。
　会員選考においては、推薦された会員候補者の
ロータリアンとしての適格性を公正に判断し、選
考結果を理事会に報告します。
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グと食事マナーの研修を兼ねた食事会を行います。
毎年行っていて子どもたちも楽しみにしている行事
ですが、より充実させ、さらに楽しめる行事へと進
化させるよう工夫していきます。ここの子ども達は、
親を亡くした子どもたちが入所していると考えてい
たのですが、よく調べますと、今は時代背景が変わ
り、親から育てることを放棄された子ども達が入所
しているのが大半だそうです。そんな子どもたちの
生活の実態を知り、ロータリーとしての役割を再認
識していければいいなと思っています。
　さて、いよいよ心臓病の子ども達との療育キャ
ンプが８月９日、10日で行われます。イベントを
一か月後に控え、現在、急ピッチで準備を進めて
いるところです。
　心臓病の子どもたちは、みんなと一緒に運動が
出来なかったり、お友達だけでは宿泊が出来なかっ
たりというハンディキャップを負っています。こ
の療育キャンプでは、ドクター立会いの下、安心
して海水浴が楽しめ、さらにみんなで一緒にお泊
りキャンプが出来ますから、子どもたちにとって
大変うれしいイベントになること間違いなしです。
　最近、何かで知ったのですが、人はいろいろな喜
びを感じながら生活しています。喜びには、お金儲
けをする喜び、趣味を楽しむ喜び、などなどたくさ
んありますが、喜びの中で一番大きく感じるのは、
自分が何かをしたことによって相手が喜ぶことだそ
うです。この事業は、ロータリー事業の中でも、子
どもたちが楽しみ喜ぶ姿を『直接』見ることが出来
る数少ない事業の一つです。皆さまのご参加をお願
いするとともに、子どもたちの笑顔がいっぱい溢れ
る様な、そんな事業になるよう頑張りますので、皆
さまのご協力をお願いいたします。

スマイル委員会� 委員長　森田由美子
　今年度スマイル委員長を仰せつかりました森田
由美子です。
　林委員、遠崎委員、藤崎委員のお力を借りて務
めさせていただきます。
　会員の皆さんが、それぞれのお喜びごとや伝えたい
情報を積極的に発信でき、スマイルの時間を会員相互
で喜びを分かち合える時間と場にしていきたいと、４人
でいろいろと案を練っています。連携がとれた委員会
になると私も期待しておりますので、みなさんもスマイ
ルの時間を楽しみにしていただけると嬉しく思います。
　その結果、奉仕プロジェクトの活動資金に資す
る浄財の目標額を達成し、社会に還元できるよう
にしたいと考えています。

◎計画
　① 当クラブの記念樹（広域公園の梅、宮島の桜）

の植樹及びメンテナンス　⇒　２月、４月
　② 水保全プロジェクトとして、「水環境に関す

る学習」の支援　⇒　９月
　③ 弱者に対する奉仕プロジェクトとして点字カ

レンダーの作成支援　⇒　12月
　④ 30周年事業委員会と協力しながら東北支援を

検討していく　⇒　９月
　⑤ロータリーデーの開催　⇒　２月
　初めて携わる奉仕委員会の担当をさせていただ
く、委員長の佐古です
　一つ一つの事業の意味・目的を考えながら、田
中（朋）副委員長と協力をし、楽しみながら一年
活動していきたいと思っています。
　また、会員のご協力を頂いたうえで、初めて成
り立つ事業だと思っていますので、まずは会員に
楽しく参加していただけるよう、お声がけをして
いきたいと思います。
　どうぞ一年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　平石　雅史
　今年度、国際奉仕および台北新東RC親善委員
会の委員長を勤めさせて頂くこととなりました。
　一年間、よろしくお願いいたします。
　例年の奉仕事業であります、広島国際センター
日本語教室への支援、世界理解月間でプログラム
の実施、ベトナムへの移動図書館の寄贈等の活動
を予定しています。
　また今年度は台北を訪問し30周年記念事業を協
議しその準備にかかります。
　皆さん是非一緒に台北に行きましょう。

青少年奉仕委員会� 委員長　折本　　緑
　青少年奉仕委員会では、例年のとおり「心臓病
の子供を守る会」への支援と「津田子どもの家」
との交流を行います。本年度は、より工夫を加え
て、奉仕をする側と奉仕される側が一緒に楽しめ
る活動として進化させ、みなさんのロータリー活
動を、魅力的で興味をそそるものにしていきます。
　まず一つ目には、「心臓病の子供を守る会」の
協力のもと、校外での集団行動や宿泊集団療育の
機会を得られない病児たちと、宮島の包ヶ浦で１
泊２日の療育キャンプを行ないます。これは、地
区補助金申請事業となります。
　そして「津田子供の家」の子ども達と、ボウリン
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事務局管理委員会� 委員長　杉川　　聡
　事務局管理委員会は、例年通り事務局と連携を
保ちながら運営をして行きたい。

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、荒木会員と三人で努めさせて頂きます。
　会員が例会出席及び様々なプログラムへ参加す
る為には健康であることが第一であります。健康
であって初めて奉仕活動へのモチベーションが向
上します。
　平素より随時会員の健康相談に応じ、例年通り
５月のクラブ健康管理月間には、会員及びご家族
を含め希望者に、癌、脳卒中、心臓病の検診案内
を実施し、健康に関する卓話も企画しております。
　一年間よろしくお願い致します。

西南の集い親善委員会� 委員長　曽里　　裕
　昨年度京都西南ロータリークラブより参加依頼が
あり、理事会で承認を頂き私が担当委員長として対
応することとなり、今年４月に京都で第一回の会合
が開催されました。東京、松本、福知山、京都、大
阪、岡山、広島、熊本、鹿児島の各西南ロータリー
クラブが参加し大変有意義な会となりましたので、
継続的に対応するため特別委員会として発足させて
頂きました。基本的に創立順にお世話役となり年１
回開催されることとなり、来年は岡山西南ロータ
リークラブのお世話で開催される予定ですので、詳
細が決まりましたら皆様にご案内します。尚、当ク
ラブは今回参加した中で一番新しいクラブでしたの
でお世話役は８年後の予定です。

７
� 15

第1326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（９年）
　林本　正継会員（９年）
　森田由美子会員（４年）
　林　　暢也会員（１年）
会長時間

　皆様は、運とかツキとかを、研究されてる西田
文郎さんをご存じでしょうか、ツキの大原則とい
う本を十数年前に出され、この本は今でも売れ続
け大ベストセラーになっています、又、講演も各
地でされてますので、ご存じの方もいらっしゃる
と思いますが、西田さんは大脳生理学と心理学を

　皆さんとともに喜びや笑顔を創りだせる時間にした
いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ロータリー財団委員会� 委員長　仲田　淳嗣
　ロータリー財団委員長の命を受けました仲田です。
　ロータリー財団のことは正直、あまり関心はあ
りませんでしたので今、にわか勉強していますが

「クラブ会員からの寄付を通じ、人々の健康状態
の改善、教育の支援そして貧困の救済により世界
の平和、親善などへの貢献」とあります。少しで
も役に立ちますよう努めて参ります。
　幸いにも、メンバーが副委員長に梶本会員、そして
岡本文治会員と大変、経験豊富な大先輩であり、ま
た財団委員会理事が前委員長の末葊会員であります
ので少 、々気持は楽になっています。会員の皆様から
の温かなご支援とご協力をよろしくお願いします。

米山奨学委員会� 委員長　佐藤　二郎
　米山奨学委員長の佐藤二郎です。俵雅之副委員
長、我がクラブの重鎮山本豊会員の３名で担当致
します。
　米山奨学会は1952年にスタートした日本のロー
タリークラブ独自の奨学会で我が国の大学等に在
籍する外国人に対し奨学金を支給し、国際理解、
親善と平和に寄与することを目的にしています。
　今年度も普通寄付と特別寄付を合わせた地区目
標の一人当たり16,000円の達成を最重点に取組み
ます。皆様に特別寄付として米山功労者、準米山
功労者になって頂くべくご協力をお願いすること
になりますので宜しくお願いします。
　又、今年度は当クラブでは奨学生の受け入れは
ありませんが、米山月間での卓話や奨学生OBと
の交流等を通じ会員の皆さんへ米山奨学会の理解
を深めて頂けるよう活動したいと考えていますの
で宜しくお願いします。

長期計画委員会� 委員長　佐々木　宏
　長期計画はクラブの基本的な理念や目標を表し、
それを達成すための行動指針を表したものです。
　長期計画を会員の皆様によく理解してもらうこと。
　クラブの現状を調査して長期計画の達成具合を
把握してクラブの活動、委員会活動の指針とする
ことにつとめること。
　そして本年度は各委員会GMに出席させて頂き
各委員会の事業に対する取組具合、問題点など聞
かせてもらいたいと思っています。
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ないとのことです、西田さんの場合は、指をなら
してなしとつぶやくようにされているということ
です。ゴルフをされる方はOBやミスショットした
時等、なし、とつぶやいてみる等、簡単なことか
ら試してみられてはいかがでしょうか。
�幹事報告

　2014-2015年度事業計画書・クラブ月報・2013-
2014年度収支決算報告書配布の案内。／次週７月
22日例会は休会、７月29日例会は７月26日（土）
花火鑑賞夜間例会に変更。参加者はANAホテル
前17：30集合（17：40バス出発）。バスを利用せ
ず現地直行の方は必ず事務局迄。／８月12日第２
回クラブ協議会の案内を回覧。未回答者は記入
を。／例会変更。／例会終了後、月報編集会議開催。
出席報告

　会員数 62名　出　席 53名　欠　席  9名
　　　　　　　 来　客  1名
プログラム

予算・決算報告
　前年度の会計
決算ならびに今
年 度 会 計 予 算
が、新旧会計理
事より報告され
ました。

宮島療育キャンプ案内
　８月９・10日に開催される「心臓病の子供を守
る会」のサマーキャンプへの協力活動に関しての
概要説明が行われました。

７
� 26

第1327回例会
18：30〜21：00　広島グランドプリンスホテル

花火観賞家族例会
それでこそロータリー
会長時間

　本日は昨年大変好評だった花火鑑賞家族会を本
年度も引き続き実施させていただく為、運営上の

石井和彦
前年度会計

白築忠治
本年度会計

利用して、脳の機能にアプローチする画期的で科
学的なメンタルマネージメントシステムによって、
ビジネス界やスポーツ界教育界等の指導で、活躍
されているメンタルトレーニングの国内の第一人
者です。大脳辺縁系という感情脳を快（心地よく）
にする訓練によって誰でも最強の運を身につけら
れるという西田理論を、分かり易い西田語録でご
紹介したいと思います。［西田語録その①人間は誰
でも生まれたときは超ポジティブ思考］人間は生
まれてきたと時は、どんな人でも超ポジティブ思
考でした。ハイハイしている赤ちゃんは積極性の
かたまりです。消極的な赤ちゃんは見たことがあ
りません。何度ひっくり返っても立つという目標
を諦めません。100回ひっくり返ったから「これは
難しいかも」と諦める赤ちゃんはいません。どん
なに苦しくても、最後には目標を達成します。人
間は生まれたときには何でもできると思うプラス
思考です。［その②肯定的な錯覚をする］人間は、
自分の将来について「肯定的な錯覚をしている人」

「否定的な錯覚をしている人」のふたつに分かれま
す。長年にわたって、経営者やビジネスマンの能
力開発に携わってきた経験からいうと、一代で上
場企業をつくったような成功者は、ほぼ例外なく
肯定的な錯覚をしています。常識で考えて無理だ
と思うようなことも、「俺ならできる」と思い込ん
で本当に実現してしまいます。また、失敗も失敗
と思わないのです。因みに私自身、身近にこのタ
イプの方を２名存じていますがまさにそのとおり
です。又以前、ある講演会のお世話で西田さんに
お会いした時に、経営者の会でアホの会というの
があるのですがよかったらどうぞと言われびっく
りしたことがありますが、アホの意味は肯定的錯
覚ができる人になるということなのだと思いま
す。［その③理屈だけでは心をコントロールできな
い］従来の能力開発理論は、イメージと思考を中
心に組み立てられてきました。イメージや思考を
司るのは大脳新皮質にある右脳と左脳ですが、私
はその内側にある大脳辺縁系、いわゆる感情脳に
着目したアプローチを行っています。イメージや
思考という理屈だけでは、心をコントロールでき
ません。より深いところにある感情脳が人を動か
すのです。等々、ここでは一部のみの紹介しかで
きませんが、こうした脳の仕組みを理解するとこ
こにいらっしゃる方々は元々強運を持っておられ
る方々ばかりですから更に強化することができる
のではと思います。そして悪いことやいやなこと
があった場合は、即忘れ決して引きずってはいけ
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木村　恭之　17日

橋本　幸範　２日
梶本　尚揮　６日
山國　　豊　７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
児玉　栄威　Ｈ25年
濵田　公璽　Ｈ25年
田村　英樹　Ｈ25年
幸村　憲治　Ｈ25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
杉本清英　㈱第一ビルサービス Ｓ38年
児玉栄威　㈱児玉鑑定 Ｈ19年
田中朋博　㈱ザメディアジョン Ｈ２年

DONATIONDONATION
７  月 年度累計

ス マ イ ル 112,000 円 112,000 円
善 意 の 箱 12,798 円 12,798 円
100万ドル 53,130 円 53,130 円

間毎日花火が打ち上げられ浮世絵にも描かれる
程、大変な人気と人出だったようです。両花火師
の花火が打ち上げられる度に、其々の贔屓筋から
応援のかけ声が玉屋あー鍵屋あーとかけられるよ
うになり昭和の時代まで花火大会での玉屋あーの
かけ声は続いていたように思います。鍵屋は現在、
15代目に引き継がれ花火師としての伝統を守って
いるそうです。数百年に渡り、多くの皆様に喜ん
で楽しんでもらう為の花火造りを天職として、
代々技術伝承とたゆまぬ進化を目指し、今日にま
で至る花火師の鍵屋はロータリーの職業奉仕の鑑
ともいえる実例の一つであろうと思います。
�幹事報告

　８月５日（火）例会前開催の宮島療育キャンプ
GM・８月６日（水）夜開催のロータリー情報GM
の案内を対象者に案内。未回答者は回答を。／ 10
月19日（日）福山開催の地区大会本登録の案内。
仮登録から変更のある方は事務局迄。／次回例会
は８月５日（火）。
出席報告

　会員数 62名　出　席 41名　欠　席 21名
　　　　　　　 ゲスト 31名

裏表紙に記事掲載

都合で例会を本日に特別に変更をさせていただき
ました。
　今月20日、中国地方が梅雨明けとなり、７月23
日には二十四節気でいう一年で最も暑いとされる
大暑を迎え、これからいよいよ夏本番となります
が、今年は５年ぶりにエルニーニョ現象が発生す
る可能性が高いとのことで日本は冷夏の予想との
ことですが、北日本は気温低めで西日本は高めの
予想が出されており、単純ではなさそうです。予
想どおりであれば広島はこれから猛暑日が続くと
思われます、充分な暑さ対策、熱中症対策が必要
となりそうです。
　さて、この時期に日本中で開催される花火大会
は、どれくらいあるかと調べますと、その数なん
と1000カ所あるそうです。そして世界一の花火大
会はどこかと調べてみましたらドバイで2014年の
新年を祝う花火が50万発打ち上げられたそうで、
それまでのクウエートの７万８千発のギネス記録
を更新したそうです。しかしながら日本の花火は
情緒に富む色や形、美しさでは世界一だと思いま
す。実際に一個の花火で世界最大の打ち上げ花火
は日本の四尺玉で直径１メートル20センチ重量
420キロで800メートルの上空で800メートルの直
径に開く花火だそうです。新潟県の片貝町で、昭
和60年に打ち上げに成功し、以後、毎年打ち上げ
られ、片貝町の名物となっている花火が世界最大、
世界一の打ち上げ花火としてギネス記録となって
いるそうです。世界トップレベルの日本の花火技
術は、江戸時代に技術を競った鍵屋と玉屋の二大
花火師の功績が大きく影響しているといわれてい
ます。江戸時代には、大川（隅田川）にかかる両
国橋を境に、上流が玉屋、下流を鍵屋が受け持ち
当時の豪商たちがスポンサーとなり、夏の一定期
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掲　示　板

❖８月９日（土）〜 10日（日）
　宮島包ヶ浦自然公園　療育キャンプ支援
　 地区補助金事業（心臓病の子どもとご家族が参加）
　９日昼食を中心にRC会員がお手伝い予定
❖８月12日（火）13：40 〜
　第２回クラブ協議会 ANAホテル4F
❖８月26日（火）13：40 〜
　公式訪問フォーラム ANAホテル3F

８月行事予定
❖ ８月５日（火）
　11：00 〜　 療育キャンプ説明会（新世代奉仕

委員会） ANAホテル4Ｆ
　13：45 〜　第２回理事役員会 ANAホテル4Ｆ
❖８月６日（水）18：30 〜
　第１回ロータリー情報委員会GM
　対象者（近年入会者他）には別途案内

日　時：2014年７月１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・室崎・木村・田中（茂）・末廣・
　　　　根石・先小山・曽里・佐々木（宏）・
　　　　對馬・白築・久保
・林本会長挨拶
　いよいよ、今年度がスタート致します。色々な
事業が前半集中していますが、しっかりと情報を
共有して頂き宜しくお願いをしたいと思います。
議題
・合同幹事会報告
　ガバナー公式訪問記念品として、能面の作成を
元西RC会員野村氏に依頼済である事。G6、G7の
最終ガバナー訪問の（11/12）安芸RC会長からガ
バナーへ贈呈の予定。
　ロータリー創立記念110周年事業は、大きな事
業は出来ない。寄付をするような事業で、全員登
録、金額5,000円以内登録の規模で行う予定。（具
体的には未定）
・ひろしま国際平和マラソン後援等報告
　例年通り実施。
・８月度プログラム及び花火鑑賞家族例会について
プログラム
８／５　 ㈱ひろしまイノベーション推進機構　奈

良澤芳則氏（佐藤克会員の紹介）
８／ 12　 元中国放送アナウンサー・世良洋子氏

（山本豊会員の紹介）
８／ 26　 ガバナー公式訪問　ガバナー卓話
花火鑑賞例会
　ピアノ及びサックス奏者手配済み。
　料理内容の調整。
・７月・８月の事業予定について
　心臓病の子供を守る会療育キャンプでは１日目
の昼に重点を置く。役割分担を決めて行く。
　８月12日ガバナー補佐訪問。クラブ協議会での
内容として、補助金事業の心臓病の子供を守る会
療育キャンプの結果発表、ロータリーデーの開催、
これについては問いかけになる。
　会員増強については、我がクラブ、他のクラブ
でも毎年出ている内容。
　ロータリー情報委員会や職業奉仕委員会などの
活動報告などを進めていく。
・各理事役員報告
　入会案内の資料の製作を調整もしながら進めて
行く。 （会員組織佐々木理事）
・閉会の挨拶� （木村副会長）
　盛りだくさんの行事があります。協力してスムー
ズな船出となりますように頑張って参りましょう。

2014-2015年度　第１回理事・役員会　議事録

2014-2015年度
広島西南ロータリークラブ

於：ANAクラウンプラザ広島
2014年７月８日

第１回 クラブ協議会
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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１ヶ月前を掲載しております）

氏　名 3 10 17 24 出席率

1 荒木　　攻 △ ○ ○ ○ 100％

2 萬歳　幸治 ○ △ △ ○ 100％

3 平原　一彦 ○ ○ ○ ○ 100％

4 林本　正継 ○ ○ ○ ○ 100％

5 平石　雅史 ○ △ △ △ 100％

6 橋本　幸範 ○ △ ○ ○ 100％

7 林　　暢也 ○ ○ ○ ○ 100％

8 石井　和彦 ○ ○ ○ ○ 100％

9 池久保光治 ○ △ ○ ○ 100％

10 岩田　智博 ○ ○ ○ ○ 100％

11 梶本　尚揮 ○ ○ ○ ○ 100％

12 木村　恭之 △ ○ ○ ○ 100％

13 久保慎太郎 ○ ○ ○ ○ 100％

14 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 森田由美子 ○ ○ ○ ○ 100％

20 宮本　晋一 ○ ○ ○ △ 100％

21 根石　英行 △ ○ △ ○ 100％

22 仲田　淳嗣 ○ ○ ○ ○ 100％

23 岡本　文治 ○ ○ ○ ○ 100％

24 奥田　　實 ○ ○ ○ ○ 100％

25 小川　光博 ○ ○ △ ○ 100％

26 岡本　俊雄 △ △ △ ○ 100％

27 折本　　緑 ○ ○ ○ △ 100％

28 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100％

29 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100％

30 曽里　　裕 ○ △ ○ ○ 100％

31 杉川　　聡 ○ ○ ○ ○ 100％

氏　名 3 10 17 24 出席率

32 先小山英夫 ○ △ △ ○ 100％

33 佐藤　二郎 ○ ○ ○ ○ 100％

34 佐藤　克則 △ ○ △ ○ 100％

35 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100％

36 末廣浩一郎 △ ○ △ ○ 100％

37 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100％

38 佐古　雄司 ○ ○ ○ ○ 100％

39 新藤幸次郎 ○ △ ○ ○ 100％

40 田中　茂樹 ○ △ ○ ○ 100％

41 谷口　公啓 ○ ○ ○ ○ 100％

42 遠崎　秀一 △ △ ○ ○ 100％

43 寺本　真司 ○ ○ △ ○ 100％

44 俵　　雅之 △ ○ △ ○ 100％

45 徳納　武使 ○ △ ○ △ 100％

46 對馬　久子 ○ △ ○ ○ 100％

47 山本　　豊 ○ ○ ○ ○ 100％

48 山下　哲夫 ○ ○ ○ ○ 100％

49 吉田　栄壮 ○ ○ ○ ○ 100％

50 山下　幸彦 △ ○ ○ ○ 100％

51 山本　春男 △ ○ ○ ○ 100％

52 山本　恭瑚 ○ ○ △ ○ 100％

53 濵田　公璽 ○ ○ △ △ 100％

54 児玉　栄威 ○ △ ○ ○ 100％

55 田村　英樹 ○ △ ○ ○ 100％

56 幸村　憲治 ○ △ ○ △ 100％

57 伊藤　英彦 ○ ○ ○ ○ 100％

58 田中　朋博 ○ ○ ○ ○ 100％

59 宮㟢　　真 ○ ○ △ △ 100％

60 山國　　豊 ○ ○ ○ ○ 100％

61 上田　直治 ○ ○ ○ ○ 100％

62 藤崎健次郎 ○ ○ ○ ○ 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

2014年８月12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

　暑い日が続きますが、いかがお過ご

しでしょうか。何とか本年度第１号を

発行することができました。原稿集め

など慣れないことも多く、苦労しております。皆

様のご意見を拝聴しながら、よりよい会報を目指

したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

 （桒田）
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　皆様今晩は。本日の花火観賞家族会に、奥様方そしてご家族の皆様方にたくさんご出席いただき誠にありがとうございま
した。そして、これよりの懇親会を担当していただきます、親睦家族活動委員会の山下幸彦委員長をはじめ委員会の皆様に
は大変お世話になります。どうぞ宜しくお願い致します。
　昨年に引き続いての花火観賞家族会となりますが、今年は昨年とは趣を変えた設営にしていただいているものと思います。
又、部屋も窓が横に長くなっていますので全体的に花火が見やすくなっていると思います。
　本日の広島みなと花火大会では、広島県下で唯一の花火師牛尾煙火店が広島出身のミュージシャン奥田民夫の曲に合わ
せた花火を打ち上げるそうです、最近の花火は点火のタイミングをコンピュータ制御し、音楽とシンクロしながら花火が打ち
上げられるようになっているそうです。全国から集まった12の花火師の人達による花火の競演を多いに楽しめればと思います。
　今年度、国際ロータリーのゲイリー・ホァン会長テーマはライトアップロータリーとなっております。本日、広島のみなとの
空を美しく照らす花火の輝きが、私達西南ロータリー家族の心に、ライトアップされますようそして素敵な記憶となる時間と
なりますよう、心より願い開会のあいさつとさせていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。 会長　林本　正継
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