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第1328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
　佐々木信幸　８月９日
　池久保光治　８月11日
　林　　暢也　８月12日
　宮本　　昇　８月14日
　田中　茂樹　８月14日
　村尾　博司　８月18日
会長時間
　本日は、広島イノベーション推進機構の奈良澤
様に、卓話来賓としてお越しいただきました。後
程、有意義なお話が伺えるものと楽しみにしてお
ります。どうぞ宜しくお願いいたします。
　休会で少々間があいてしまいましたが、花火観
賞家族会では、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
ました。ありがとうございました。又、今週末８
月９日10日は、地区補助金を活用した心臓病を守
る会の療育キャンプがあります。多くの会員の皆
様の参加をいただけるようになっているのです
が、台風が近づいており天候が心配です。
　次週の例会には神辺ガバナー補佐がガバナー公
式訪問の事前調整の為、来訪され、クラブ協議会
が開催されます。そして26日はガバナー公式訪問
となっており例会の後フォーラムが開催されま
す。全員でお迎えすることがクラブとしてのマ
ナーだと思いますので、事前のスケジュール調整
をしていただき、全員の出席をいただけますよう
宜しくお願い致します。
　さて明日広島は、69回目の原爆の日を迎えま
す。明日の朝８時15分には皆様と共に、犠牲とな
り亡くなられた多くの皆様に哀悼の意を捧げたい
と思います。そして我々が今、こうして平和を享
受できていることに改めて感謝したいと思います。
　広島がそして世界中の人々が、平和を願う反面、
世界の紛争地域は現在およそ27ヶ国32の武力紛争
がおこっているそうです、又その紛争地域に居住す
る人々は世界人口の三分の一にあたる26億人ともい
われます。その紛争地域が障壁となり、ロータリー
の国際的奉仕活動であるポリオ撲滅も、あと一歩の
ところまできていながらその達成を阻まれているよ
うです。見方を変えればポリオ撲滅の達成は世界平
和が実現する時と言えるのではとも思います。私た
ちのロータリーを通じた奉仕活動の積み重ねが、世
界平和にもつながっているということを改めて認識

しながら、一日も早くその日が実現しポリオ罹患者
ゼロの日がくることを願って継続的な奉仕をしてい
くことが必要だと思います。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信・Ｂ５判会員名
簿・11月の台北新東RC訪問のお知らせ配布の案
内。／各種案内回覧、未回答者は回答を。／同好会
半期会費を８月会費で請求。同好会幹事は事務局迄
通帳を持参のこと。／例会変更。／例会終了後、理
事役員会開催。／８月９日（土）地区補助金事業の
宮島療育キャンプ開催。
�委員会報告

広報雑誌委員会
ロータリーの友８月号を読んで
� 山國　豊会員
　皆様、こんにちは！入会６ヶ
月に入りました、山國です！こ
の度私がロータリーの友８月号
の感想を発表させていただきます。
　まず、最初に目に留まったのはロータリー創設
者の弁護士ポール・ハリスさんの大きな写真でし
た。こんなにアップの写真は見たことがなかった
です。優しそうな感じの方に見えました。当時か
らこんなに全世界的に大きな組織になると思って
いたのかと思うと大変感心させられます。
　日本の話になりますが、福岡西ロータリーの博
多お座敷勉強会では、靴の脱ぎ方、座布団の座り
方、お箸の持ち方等私自身知らないことばかりで、
先輩方の見よう見まねです。
　ナイフやフォークの正しい使い方なども知らな
いので、機会があれば私も教えていただきたいで
す。
　また、宮崎県の高鍋ロータリーではロータリー
公園があるというのも知りました！
　社会奉仕ですね。
　私はまだ奉仕活動をあまり知らなくて活動も参
加できておりませんので、出来るだけの時間参加
して私なりに奉仕活動をお手伝いさせていただけ
ればと改めて思いました。
　まだまだわからない知らない事ばかりなので時
間をかけて習慣づけるように月刊誌、会報を読ん
で世界のロータリーのことも少しずつ勉強してい
こうと思います。
　貴重な経験、この場を与えていただきましてあ
りがとうございました。以上です！
�スマイルボックス

山國豊会員・佐古雄二会員・上田直治会員（2,000円）
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出席報告
　会員数�62名　出　席�56名　欠　席� 6名
　　　　　　　�来　賓� 1名
プログラム
外部講師卓話
「広島における
　　官民ファンドの役割」
�㈱ひろしまイノベーション推進機構
マネージング・ディレクター
� 奈良澤　芳則　氏
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第1329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
会長時間

　皆様こんにちは。
　本日は今月26日のガバナー公式訪問の事前調整
の為、神辺ガバナー補佐と田上ガバナー補佐幹事
にお忙しい中お越しいただいております。例会後
開催されますクラブ協議会にご出席いただきご助
言をいただけるようになっております。どうぞ宜
しくお願い申し上げます。
　そして本日は、卓話来賓として元ＲＣＣアナウ
ンサー世良洋子様をお迎えしております、後程楽
しいお話が聞かせていただけるものと思います、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　先週の８月９日10日で実施予定の心臓病を守る
会の療育キャンプが、台風11号の為中止となりま
した。事前準備も万端で二十数名と多くの会員の
皆様に参加していただくようになっていましただ
けに大変残念です。下川代表と協議し再調整を図
りたいと思います。
　さて、今月は会員増強及び拡大月間となってい
ます。会員増強委員会の徳納委員長を中心に、今
年度も頑張っていただけるものと思いますが、同
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時にクラブ全体の人間関係を駆使した、強力なマ
ンパワーで取り組んでいく必要があると思いま
す。
　私は以前たまたま見た東京の、とあるロータ
リークラブのホームページで、会長スローガンに
驚いたことがあります。それは「明るく、楽しく、
仲を良く」でした。ロータリークラブの会長スロー
ガンとはとても思えない、まるで昔の小学校の標
語のようでびっくりいたしました。しかしながら、
良く考えてみましたら、ロータリークラブは、様々
な分野でリーダー的立場で活躍をされている方々
が、社会的、ビジネス的緊張から解放され、ある
種の仮面や鎧をはずし、互いが信頼し素のままで
付き合える場であろうと思います。そういったこ
とを考えますと、誰にでも共通する子供心に通じ
た「明るく、楽しく、仲を良く」の純朴なスロー
ガンには、むしろ深い思いが感じられ、魅力ある
良いクラブにしていく為の本質をついているよう
にも思えました。
　ポールハリスも「ロータリーでは、会員は形式
主義を脱ぎ捨て、自然な態度に返るから、楽しい
集まりが持てるのだ」と言っています。
　私が入会させていただいた当時の西南ロータ
リーはアットホームを感じさせる雰囲気がありま
した。そして今もそうであると思っていますし近
年入会された方々からもそのような感想をお聞き
します。
　明るく、楽しく、仲が良いアットホームなクラ
ブを西南ロータリーのブランドにすることができ
れば、それ自体が強力な会員増強力になると思い
ますし、会員増強と共に退会者の出ない求心力と
魅力あるクラブに発展していくことが実現できる
と思います。
�幹事報告
　クラブ月報・９月９日（火）夜開催の創立28周
年記念夜間例会案内配布の案内。／各種案内を回
覧、未回答者は回答を。／例会終了後、クラブ協
議会開催。／次週８月19日（火）は休会、次回例
会は８月26日（火）ガバナー公式訪問例会。
�スマイルボックス

荒木攻会員（５枚）　去る８月10日、日曜日に「脳
とスポーツ」というテーマで市民公開講座を広島
国際会議場で開催しましたところ、約500名の会
場満席の参加者を得て無事盛会裡に終えることが
できました。広島西南ロータリークラブからも林
本会長、室崎幹事他、多数お越しいただきありが
とうございました。これに感謝し、出宝いたします。

折本緑会員（5,000円）　心臓病の子どもを守る
会・支援のキャンプは台風のため中止となりまし
た。子どもの安全を第一に考えると、決断は正しかっ
たと思いますが、台風がうらめしいです。準備に協
力して下さった方 、々当日のお手伝いにやる気マンマ
ンだった方 、々ご協力に感謝いたします。
出席報告

　会員数�62名　出　席�49名　欠　席�13名
　　　　　　　�来　賓� 3名
プログラム

外部講師卓話
「人との出会いは人生の財産」
� 元中国放送アナウンサー
� 世良　洋子　氏
講師紹介
1966年　株式会社中国RCC入
社。以来30年間アナウンサーと
して活躍。
エピソードとしては、中国放送の女性アナとして
初めて定年まで勤務されました。
尚、ご本人曰く永遠の28歳である。全くその通り
であります。

　アナウンサーになりまして、さっき30年とおっ
しゃいましたが40年・50年やったような気がする
んです。その間に出会ったのは何万人・何十万人
でございます。皆さんと触れ合って、その中で30
分でございますので簡単に。出会った中で忘れら
れない方沢山いらっしゃいます。その一人に山豊
さんもいらっしゃいます。会長さんと千曲社長さ
んに13年間私の番組にずっと提供についてもらっ
てたんです。以前ご挨拶に伺いました時に“あり
がとうございました”と申し上げると“出来たら
うちへどんなふうに漬物が出来るか見に来て下さ
い”と。参りまして、漬物博士と言われた今はも
ういらっしゃらないそうなんですが、その方に案
内をして頂いて、お漬物はこんな風にして作って
いるんですよと本当に熱心にご説明頂きました。
その時に社長の千曲さんが“僕は実はですね、世
良さんがまだ本当に若いころ世良さんの番組に投
稿してたんですよ”とおっしゃって。20歳でアナ
ウンサーになったんですけど、それこそ23 〜 4歳
位に深夜放送が全盛時代でその頃深夜の番組を
やっていたんです。その時に彼は高校生でござい
ましてね、その頃からのお付き合いでございま
す。こんなご縁があるんだなと本当にどこかで結
ばれているのかなとそんなことを感じました。
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日伺いました世良と申しますけど覚えて下さって
ますか？”って聞くと、たぶんあの綺麗な御嬢さ
んが来たかな？と思い出して下さるかもしれない
でしょ。それで、“今日ご気分はいかがですか？”
と聞くと今日は機嫌が良いとおっしゃる。それ
じゃ、“今度伺いたいのですがいつ参りましょう
か？”と聞くとじゃぁいついつ来いと言って下さ
るかもしれないじゃないですか。その時にはもう
話をしてやろうという気持ちで待ってて下さって
いるから話がスムーズにいくんです。ところが、
人間というものは勝手なものでございまして遠く
からわざわざ話を聞きに来たんだから話してくれ
たっていいじゃないかという気持ちで接するんで
すよね。でも本人とっても気分が悪くて話をする
状態じゃなかったんです。ですから、その時には
絶対に無理強いしてはいけないんです。ではどう
してそういうのが分かるのかというと、その人の
表情を見ながらです。見るとねいつも親しくして
いる人だったら特にそうですけど、ちょっと顔色
が悪そうだ、時々時計を見られる。あっ、今日は
急いでいらっしゃるんだな、じゃぁ今日はご遠慮
しましょう。そういう風に思うことによって初め
て言葉を映してお互いに親しくなれるんです。と
ころがなかなかそうはいかなくってせっかく来た
んだからちょっと会って話を聞いてくれていい
じゃないかという甘えがあるんですよね。そう
やって言葉を通じてお互い親しくなるっていうの
がだんだんと上手くいかなくなっていくんだと思
うんですね。そんな事を教えてもらったのが木江
のおばあちゃんなんです。私の前がだんだんとお
話を聞いてて、私の前がちょうどNHKさんだっ
たんですね、若い男性のアナウンサーでございま
す。NHKの若い男性がおばあちゃんのそばに行っ
て“お疲れのところすみません。NHKでござい
ますけどよろしくお願いします。”と言ってもお
ばあさんは相変わらずブスッとした顔をしてるん
です。で、近くに行ってメモを見ながら“ま〜そ
れにしても広島県で106歳おばあちゃんお一人で
すよ。お元気そうですね。”と声を掛けてもおば
あさん何も言わない。それでですね、“長生きの
秘訣がありましたら聞かせて下さい。”とにこや
かにおばあちゃんに話しかけました。“どうでしょ
うか？長生きの秘訣ございますでしょうか？”す
るとおばあさん“別にな〜い！！”とすっごい大
きな声で、向こうの山まで届くんではないかとい
うぐらい大きな声をされたんです。それはすごい
大きな声でしたよ。「別にない。」別にないってい

　それから、私はニュース６というニュースの
キャスターをやっていたんです。今もうちの看板
番組でやっておりますがスタートした時点から５
年間キャスターを勤めたんです。その時出会った
方が大崎上島にある木江に住んでいらっしゃる
106歳になるおばあちゃん。広島県で一番長寿の
方でございまして、取材に行って来いと言われま
して、あの当時ですから船に乗って遠くまで行っ
たような気がします。段々畑の上にその家があり
まして、取材に来ているのはうちだけではないん
です。広テレさんもNHKさんも中国新聞さんも
朝日・毎日、皆各社が来てるからものすごい人な
んです。私は一番最後の取材陣だったんです。段々
畑を登って行ったら人がばーっといてとても中に
入れなかったんです。しばらく外から見ていたら
おばあさんが仏壇の所に座ってらしてて色んな方
から質問を受けていらっしゃいました。その顔を
見たときにこれは駄目だと思ったんです。なぜか
というと普通人と話をする時にはその人の顔を見
たりしますよね、だいたい目を合わせながら全体
を見ながら話すでしょ？ところがその106歳のお
ばあちゃんは隣にインタビュアがいるんですが、
そっちを全然見ないんです。どこを見ているかと
いうと向こうの島をボーっとして顔でずっと見て
いるんです。全然質問している方の顔を見ないん
です。しかも本当に不機嫌といいますか、疲れて
らしてて嫌だったんでしょうね。あういう方はい
くらこちらが心を砕いて話をもっていっても絶対
ダメなんです。その時はどうするかというと帰る
んです。ただ黙って帰ったのでは来たっていうこ
とが分からないから一応お会いした時に名刺を渡
して、“実はお話をお伺いに来たのですけれども
なんだかとてもお疲れのご様子ですから又今度参
ります。その時には又お話を聞かせてください
ね。”と言って帰るんです。そうすると帰って次
の日くらいに電話をかけますでしょ、そしたら“先
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おばあさんが話をしている所が実現していたら遠
くからおばあさんを狙って下さい。もし駄目だっ
たらうちも草をむしってもらってそれを撮って帰
りましょう。”と言って私上がっていったんです。
座敷に入らないで庭から入って縁側に座ったんで
す。縁側でおばあさんの方に背中を向けたんで
す。おばあさんと同じ向こうの山を眺めてたんで
す。そしたらね、誰か来たんかいの？と思われる
んでしょうね、なんとなく視線を感じたんです。
そしたらお孫さんが“あらっ！ RCCさん今度あ
なたの番ですよ。どこ行ってたんですか？”と言
われたんでしまったな〜と思ったんですけど、聞
こえないふりをして“すみません。喉が渇いてい
るんでお茶を御馳走してもらえますか？おばあさ
んのもお願いします。”と言うとお孫さんがねお
茶を持ってきて下さったんです。私に座布団を出
して下さったから、おばあちゃんに座ってもらお
うと思うところに座布団をおいて、その横にお盆
と２つお茶を。で私はそのお茶をおばあさんに背
を向けたままで飲んでたんです。おばあさんがど
こから誰が来たんかの〜というのが耐えられない
んでしょうねフイッと私が振り向いたらおばあさ
んと目が合ったんです。“あっ！おばあさん！お
茶入ったお茶入った！”“あなた誰なん？”って
言われて“ちょっとね下の方から上がって来たん
じゃけど、喉が渇いたからお茶を御馳走になっと
るんです。おばあちゃん飲みませんか？”と言う
とね、ずーっと取材を受けていましたから、喉が
渇いてらしてたんでしょうね、立ち上がって来ら
れたんです。これで80％成功です。２人でお茶を
飲んでたんです。“あんた、見かけん顔じゃの。
この辺に来るの初めて？”なんて世間話をしてて、
さっきまでおばあさんがいらした仏間の所に写真
が飾ってあるんです。たぶん若いころのおじいさ
んの写真だと思います。それで、“あそこにいい
男さんがおってですね”と言うとおばあさんが“あ
れは、私の連れ合いのおじいさんの若いころの写
真じゃ”“ま〜なかなかえーお顔ですね。”と言う
と“顔も良かったが、心根のやさしい人での〜”
それからあれまでブスッとしてらしたおばあさん
が、しかもボーっと見てらしたあの目がちゃんと
二つの眼で私を捉えて下さっているんです。あっ
これで100％成功だと思いました。それからです。
106年の人生を淡々と話して下さいました。私も
ずっとおばあさんと話をする時広島弁で通しまし
た。本来ならば標準語で聞くべきなんですけれど
も、おばあちゃんは島からほとんど出たことがな

うのはですね本当にアナウンサーにとっては一番
嫌な答えなんですよね。取りつく島がないで
しょ？次の質問にいったんです。そしたら又それ
も別にないなんです。何を聞いても別にないなん
です。どういうことかっていうともう帰って欲し
かったんですね。本当に。でも帰ってくれとは言
えないから抵抗なさったんです。別にない…。そ
してディレクターがついて来てますからアナウン
サーを呼ぶんです。“別にないばかりじゃなく何
か言ってもらえ”と言うんです。“駄目です。あ
のおばあさん頑固だからね手に負えません。僕
じゃ駄目ですからあなたが聞いて下さい。”と、
そこで話がごちゃごちゃとなったんです。そして
“もうしようがない。おばあちゃんに話を聞いて
もたぶんあの人はしゃべらない。それにしても広
島県で一番長寿って人だけどブスッとした顔では
絵にならんよね。”とディレクターが言うわけで
す。ちょっと動いてもらおう。動いている所を撮
ろう！ということになったんです。お孫さんと一
緒に暮らしてらして、お孫さんがね“うちのおば
あちゃん日課として草むしりをよくするんです。”
畑もやられるんです。すっごく元気な方なんで
す。じゃぁちょっと今日は草をむしってもらおう
ということになって。じゃあ頼んでみます。“す
いませんおばあちゃん、あのお疲れのところ申し
訳ないんですがちょっと庭に出て草をむしって貰
えませんか？”と言ったら、“は〜朝からえっと
草はむしった！むしる草はな〜〜い！”とこうい
う風に。元気でしょ？そしたらお孫さんがいらし
て、“おばあちゃんそんな意地悪を言わないで草
をむしる格好だけでいいんじゃけんしてあげんさ
い”と言ってとりなしてくれたら、おばあさん立
ち上がってシャシャシャーーー！と庭に出てキッ
キッと草をむしられたんです。その素早いこと。
びっくりしました。それをNHKさんはカメラに
おさめて帰られたんです。で、その後わたくしで
す。私も最初から草をむしってもらおうかと思い
ました…。そしたら絵柄が一緒になるでしょ？ど
うしようかな〜と。本当どうしようかと思ったん
です。それで、どうしたかっていうと、とにかく
私は頭を冷やそうと思ってこの家からまず出よ
う！段々畑の下まで、荷物かついでずーっと下ま
で下りたんです。そしたらカメラマンが“どうす
るん？話を撮らんの？”って言うから“う〜ん
ちょっと待って。私ちょっと考えさせて…。”そ
れで、５分位経って、“私一人で上がって行きま
すから10分位経ったら上がって来て下さい。私と
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ろうか？”“草はむしってもらわんでええですよ、
おばあちゃんにしっかりお話を聞かせて貰いまし
たのでもうこれで十分でしたよ。”“ほうなぁ〜ほ
いじゃぁ気を付けて帰れよ。”と。私ね、新人の
頃失敗ばっかり多くてね、アナウンサーになって
初めて自分がものすごいあがり症だって気が付い
たんです。そういう失敗を繰り返した私がその木
江のおばあちゃんのインタビュー。撮って帰った
時初めて褒められたんです。いいインタビュー
だったねって言って。うれしかったですね〜。で、
その次の年107歳を前に実は亡くなられたんで
す。だからそのおばあちゃんとの出会いは時間に
すれば１〜２時間弱ですかね、それ位の短い時間
だったんですけど私にとっては本当に忘れられな
い出会いでした。言葉を通じて心を通わすってい
うのはなかなか難しいものだっていうことをその
頑固なおばあちゃんによってなんだか教えられた
ような気がするんです。じゃあ私はその人の為に、
言葉を通じて心を通わす為に私が出来る事はなん
だろう？そしたら今この人がして欲しいと思うこ
と、考えていらっしゃることそれを自分で思って
あげることだと思ったんです。無理強いしちゃい
けない。その人が話をしたくない早く帰って欲し
いと思われているんだったら早く帰ればいい。そ
れを教わりました。でも、その時の私は給料を貰っ
ている身なんですよ。９月15日は敬老の日決まっ
てたんです。行った日がね９月14日だったんで
す。だからまた参りますからねと言ったら敬老の
日が過ぎるんです。ですから黙って帰るか、その
企画を没にするか、無理強いして聞かしてもらう
かどっちかなんです。どうしようかな？と思った
んですけれども、まっ失敗してもいいからちょっ
と挑戦してみようと思って。それで私なりに考え
たんです。私もねNHKさんと同じように長生き
の秘訣を聞きたかったし、これまでの人生とか色
んなことをいっぱい聞きたかったんです。でもそ
うじゃなくて今おばあさんにしてあげられること
は疲れていらっしゃるのを一緒にお茶を飲んで
ちょっと世間話をして少しでも気が晴れるよう
だったらその表情を見てそれからお話を伺おうと
思ったんです。そんなことをね実はそんなことま
で考えたことなんかなかったんですよ私。今まで
マイクを持って行ったら大抵の方がねしゃべって
下さるんです。そういうのにね慣れていましたか
らね、まさか拒否されるというそういう場面に
合ったことがなかったんです。それで初めて人様
にマイクを向けるということは相手をとても緊張

いんですよ。それで一番木江弁に近いというとこ
の辺りだと広島弁だなと思って広島弁で通しまし
た。緊張なさらないようにと思いまして。そした
ら、いろんなお話をして下さいました。本当に淡々
としたお話でしたけどいいお話でした。で、話が
全部終わって、“ありがとうございました。実は私、
騙したわけではないんですがこういう者なんで
す。”と名刺を差し出したんです。“ほうじゃろう？
思うた通り、見かけん顔じゃ思うたわ”と。（実
はですね、お盆の横にマイクの風防を外して置い
てその上から洋服をかけその上に荷物を置いてマ
イクを隠してたんです。）そのことをおばあちゃ
んに“すみません。騙して悪かったですが今のお
話を実は収録させて貰いました。”と言ったら“ほ
うじゃろう思うた。荷物にしたらちっとも大きい
と思った。”“ここにマイクを〜”と言ったら、途
中から気が付いてらしたんですよね。おかしい
な？と思われたんでしょうね。でも、全く表情を
変えないで声の質もそれから話し方も全然、全く
変わらずに最後まで淡々と話して下さいました。
“実はですね、後ろの方で遠くからですがおばあ
ちゃまの姿をですねカメラにおさめさせてもらい
ました。”“ほうじゃろう思うた。見かけん男がちょ
ろちょろしよった。”“すみません。”と言って、
お話を終わってね本当にありがとうございました
と言って帰ったんです。そうそう、その時にね“来
年は107歳でおばあちゃまがやっぱり広島で一番
長寿な方ですから、そしたら今日私がお話を聞い
たように又たくさんの方が聞きにいらっしゃると
思いますが是非話をしてあげてくださいね。”と
言ったんです。そしたらね“あんたも来るか？”
とおっしゃったんです。私はその時ふっと考えた
らひょっとしたらこの番組を担当していないし、
担当していてもこの企画がないかもしれない。で
も、番組をやってなくても外れててもこの方には
もう一度お会いしたいと思ったんで、そこまで考
えたんですよ。うそついちゃいけないと思って。
で、そこまで考えて来ますよと言ったらおばあ
ちゃんが“そうか”と、しゅっとね手を、声も出
さずに約束して、それで失礼したんです。そして
私が“おばあちゃんお気をつけて本当にお元気で
いて下さいませね、又参りますからね”と言った
ら“ほいじゃぁ待っとるけぇの”とおっしゃって、
帰りかけたら“ちょっとちょっと”と又呼ばれる
んですよね。何か忘れ物したかな？と思って振り
返っておばあちゃんの傍に行ったら、何かという
と、“なんならの〜、庭へいって草をむしっちゃ
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第1330回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ROTARY
広島豪雨災害犠牲者へ黙祷
連続出席100％

　先小山英夫会員（11年）
　佐藤　二郎会員（９年）
　佐藤　克則会員（８年）
　仲田　淳嗣会員・俵　　雅之会員（７年）
　濵田　公璽会員・児玉　栄威会員
　田村　英樹会員・幸村　憲治会員（１年）
会長時間

　皆様こんにちは。
　ご来訪の皆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。
　はじめに先週８月20日未明、安佐南区北区で大
規模土砂災害による甚大な被害が発生致しまし
た。被害に遭われた皆様方に心よりお見舞いを申
し上げます。そしてお亡くなりになられた皆様の
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。一日も早い
復旧を願いたいと思います。幸いに我がクラブの
会員には直接被害が無かったとお聞きしましたの
で安心いたしました。
　本日は金子ガバナーに公式訪問としてお越しを
いただきました。
　金子ガバナー本日はありがとうございます。宜
しくお願い申し上げます。
　そして浅利ガバナー随行幹事、グループ７神辺
ガバナー補佐、田上ガバナー補佐幹事にお越しい
ただいております。本日はお世話になります。宜
しくお願い申し上げます。
　本日の卓話は金子ガバナーにお話をいただける
ことになっております。ガバナーのお話を直接き
かせていただける貴重な機会ですしっかりとご清
聴いただきたいと思います。そして例会後はクラ
ブフォーラムが引き続き開催されますので全員参
加の程、宜しくお願い致します。
　本日の会長時間は一言だけとさせていただきます。
　私が会長エレクトの時に金子ガバナーにアメリ
カから絵葉書をいただきました。素敵な一行文が
書いてありました。「良い記憶を重ねる一年にし
ましょう。」会長へのプレッシャーが日々増して
きている時でもあり、正にそのような一年であり
たいと心に沁みる思いが致しました。金子ガバ
ナーありがとうございました。
　がしかし早速試練がやってまいりました。今年度
のメイン行事の地区補助金を活用した心臓病の子供

させることなんだな、じゃぁ私はその度に私が今
から話を伺うという方に私がして差し上げられる
ことは何かあるだろうか？ということを実は教え
てもらったんです。木江のおばあちゃんにね。こ
んな風にして人は親しくなるんだよこんな風にし
て言葉を交わすんだよ無理強いしちゃいけないよ
ということをねなんか教わったような気がするん
です。いい出会いを頂きました。今でもその方の
ことを忘れたことないですね。
　三次に取材に行った時、その方はねお坊さんな
んですけども80歳になった時に檀家を捨ててて家
族も捨てて地域も捨てて岡山県の閑谷っていうと
ころがあるんですけども、そこへ入られたんで
す。焼き物の焼いていらっしゃる内田泰秀さんと
いう方でございます。取材で焼き物の話を聞きに
行ったんです。結構有名な方でございましてね、
個展も何度かなさいました。でも私どうしてもね
あの年になっておやめになって誰も知れない全く
身一つで閑谷の方にいらしたのはどうしても聞き
たかったんですね。何故ですか？大体80歳になっ
たらね地域で皆で仲良く、孫の面倒を見たりとか
思うじゃないですか。で、聞いたんですよその話
を。“どうしてですか？”と言うとね、あと20年
生きても自分がやりたいなと思う焼き物を出来る
時間を計算してみたんだ、そしたら孫がいたら遊
んでやりたい檀家がいればその人達との付き合い
もある。そんな時を引いてみたんですって20年の
歳からね。自分が本当にしたいと思っていた焼き
物の時間が２〜３年しかないと思ったらすごく怖
くなった。それで申し訳なかったけど皆を捨てて
この閑谷にやってきたとおっしゃる。その執念た
るやすごいなと思います。矍鑠としていらっしゃ
いましたよ。あっこんな風なすごい生き方もある
んだなというのをその時知りました。
　時間になりまして、又今度呼んでください。聞
いて下さいまして本当にありがとうございました。
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きまして、心から感謝申し上げます。私は、この
１年間、皆さまと共にロータリーに邁進いたしま
すので、ご支援・ご協力の程、よろしくお願い申
し上げます。
Ⅰ、貴クラブの特色について述べます
Ⅱ、ＲＩ会長のテーマと強調事項
　さて、当地区で国際ロータリーの唯一の役員で
あるガバナーには、公式訪問の際に行うべき義務
事項があります。その一つが国際ロータリー会長
の掲げられたＲＩテーマおよび会長の強調事項の
伝達とその解説で
◆2014－15年度　ＲＩテーマ
　　“LIGHT�UP�ROTARY”
　　「ロータリーに輝きを」
　ゲイリー・ホァンＲＩ会長強調事項
　１．クラブの強化とロータリーの認知度向上
　２．�会員数130万人の達成（ロータリーデーの

開催）
　３．ポリオの撲滅
◆ＲＩ会長の戦略的優先項目
　１．クラブサポートの強化・会員増強
　２．人道的奉仕
　３．公共イメージの向上
　34,000を超えるクラブが、これら３つの戦略的
優先項目を、世界の各地域で達成し、ロータリー
を輝けるものにしましょう。
　以上の、ＲＩテーマおよびＲＩ会長強調事項、
戦略的優先項目を受けまして、
Ⅲ、2710地区ガバナーの信条、重点方針、目標
◆ガバナー信条
　「奉仕（Service）を学び、ロータリーを楽しもう」
◆重点方針
　１．�職業奉仕の学習と実践（真のロータリアン

の育成）
　２．�会員増強（各クラブ純増1名以上、純増達

成地区）
　３．積極的な奉仕活動
　４．�学び楽しむ地区大会（国際奉仕の時間を作る）
　５．東日本大震災被災地への継続支援
　６．�楽しいロータリーライフ（ロータリーデー

への参加・協力）
◆目標
　１．�会員増強（純増１名）　SAKUJI作戦の最

終年度
　２．ＲＩ会長賞へのチャレンジ
　　　�３部門（会員増強、積極的奉仕活動、ロータ

リーの公共イメージ向上・ロータリーデー）

達を守る会の宮島療育キャンプが台風11号の為中止
となりました。私たちも会の人たちもですが特に子
供さんがショックだったろうと思います。現在、10
月のデイキャンプ実施に向け再調整を図っていると
ころです。何とか工夫をして子供達に喜んでもらえ
る奉仕事業に、そして子供たちの笑顔が記憶に残る
デイキャンプにしたいと思っております。その節に
は皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。
�幹事報告
　広島豪雨災害義援金の募金箱を回覧。地区から
要請のあった支援義援金（広島市に送金予定）に
つきご協力を。／職業奉仕委員会GMの案内配布
の案内。／創立記念夜間例会の案内を回覧、未回
答者は記入を。／米山梅吉記念館管報の案内、詳
細は受付へ。／例会変更。／例会終了後、フォー
ラム開催（全会員対象）。
�スマイルボックス

中脇令子会員（2,000円）　今期より東南ロータ
リーに入会しました。たびたびメーキャップにう
かがうと思いますが、宜しくお願い申し上げます。
末廣浩一郎会員（1,000円）　この度「広島経済
レポート」誌に、広島司法書士会の今年度の事業
計画の中から、各種相談会や市民向け講演会等の
年間予定が掲載されました。着実に実行して参り
ます。これ以外に、安佐南区・安佐北区の土砂災
害に対しては、現在、物理的作業やボランティア
センターの活動のために会員を派遣しています。
今後、日本司法書士連合会の災害対策本部を広島
司法書士会に設置し、被災者に対する支援活動を
本格化することとしています。
山本春男会員（10,000円）　株式会社ヤマユウが
ネットショップで販売しています、珪藻土バスマッ
トが楽天市場のバス用品のジャンルで上期一位と
なり、楽天から中国エリアでの成功のコンセプト
賞（仮説、実行、検証、仕組化）を受賞しました。
出席報告
　会員数�62名　出　席�55名　欠　席� 7名
　　　　　　　�来　客� 3名　来　賓� 4名
プログラム
公式訪問ガバナー卓話
� 国際ロータリー第2710地区
� 2014-15年度ガバナー
� 金子　克也　氏
　私は、本年度当地区ガバナー
の金子克也でございます。所属
は福山南ロータリークラブで
す。本日は、当クラブの皆さまに温かくお迎え頂
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　３．�翌日の山陽新聞には、「福山で若人らと語
る会」の見出しで掲載されロータリーの広
報にもなりました。

　４．�クラーク博士の掲げるフレイズ“人として
なすべきことのすべてに対して大志を抱
け”は、ロータリーの理念とも合致し、参
加者に深く強い感銘を与えました。

　５．�そして当年度には９名もの新入会員が生ま
れました。

　この楽しい集いは、ゲイリー・ホアンＲＩ会長
の提唱するロータリーデーの原型の一つと言えま
しょう。
　全世界で34,000を超えるクラブが、ロータリーで
の楽しく、貴重な経験をそれぞれ地域社会の人々
と分かち合えば、世界全体では、大きなインパク
トになるでしょう。当然、ロータリーの認知度も
上がり、会員は増加し、クラブ強化も可能でしょう。
　開かれたロータリーを掲げ、皆さまの地域で、
独自の“ロータリーデー”を開催し、成果を挙げ
られることを願っています。
Ⅴ、職業奉仕
　次は、地区重点方針を補足説明します。
　各クラブには、今年度特にこの職業奉仕に重点
を置いたプログラムを立て、実行して下さるよう
お願いいたします。
　ロータリークラブ定款第５条の２には、事業お
よび専門職務の道徳的水準を高め、とあります。
本年度は、“職業奉仕”の学習による人作り、ク
ラブ作りを願っています。職業奉仕なる言葉は、
他の団体にはみられない、ロータリーの先輩たち
が作ったロータリー独自の言葉です。これは、
1927年職業奉仕が社会奉仕、国際奉仕と分かれた
ときに出来た言葉で、職業を通じて役に立ちま
しょうという考えです。職業奉仕の主たる対象者
が比較的狭い範囲の個人であるのに対し、社会・
国際奉仕の対象者は日本国内、外国での広い地域
に住む人々であります。国際奉仕は、世界の平和
を目的にしています。
　生活の糧を得る職業を通じて社会に、より役立
つようにするにはどうしたらよいのか？具体策を
考えましょう。
　これにはまず第一に、職業奉仕を真剣に学習す
る場をクラブ内に作り、しっかり学習し、自分な
りに職業奉仕を説明できるようになりましょう。
　第２段階は、実例を見聞することです。
　例えば、“経営者会議あるいは座談会”などを
開き、“Ideal�of�service”を適用しながら、職業

　３．ロータリー財団支援
　　⑴　ポリオ・プラスへの支援
� 15ドル／人以上
　　⑵　年次基金� 150ドル／人以上
　　⑶　恒久基金
� ベネファクター　１人／クラブ以上
　　⑷　ロータリーカードへの協力
� 各クラブ担当者の決定
　４．米山記念奨学会支援� 16000円／人以上
　５．ＲＩ人頭分担金� 54ドル／人
　６．地区関係負担金� 25700円／人
Ⅳ、ロータリーデー
　ＲＩ会長の強調事項に掲げられている“ロータ
リーデー”とは、
　１．�地域の人々に楽しみながらロータリーのこ

とを理解してもらい、入会への関心を高め
て頂くような催しをしましょうということ
です。

　２．催しは
　　⑴　�参加型の奉仕活動を開催し、地域の人と

一緒に奉仕活動をしましょう
　　⑵　�屋外でのピクニック、バーベキュー大会、

スポーツ行事、コンサート
　　⑶　地元のお祭りやイベントに併せた催し
　　⑷　�チケット制のレセプションや夕食会な

ど、なんでもありです
　私は、福山南ＲＣ創立10周年記念誌を見ていま
したら、“若人と共に”の記事が目に入りました。
今から45年前、昭和44年３月16日、福山市民会館
で、中学生、高校生、25歳未満の青年男女による
器楽演奏、演劇、コーラス、米国からの留学生を
交えた座談会、写真、書道、絵画、彫刻などの展
示・発表が行われました。当日の参加者は、来場
者も含めて2,000名に達しました。
　出演者と来場者全員への記念品として、北海道
大学の校庭に立つ札幌農学校教授、クラーク博士
の銅像に刻まれている有名な一行のフレイズ
『Boys,�be�ambitious.』を含む全英文を刻んだ真
鍮銘板2000枚を贈呈しました。この日本語訳は、
「少年よ、大志を抱け。金銭あるいは個人的権力
に対する大志ではない。名声と呼ばれる儚いもの
に対する大志でもない。人間としてなすべきこと
のすべてを達成することに対して大志を抱け。」
となっています。
　この催しでは
　１．中学、高校、一般の青少年を対象とし
　２．地域の人が2000人も参加し
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Ⅵ、リーダーシップ
　最近リーダーシップという言葉をよく耳にする
ようになりました。ここで、リーダーシップにつ
いて考えてみましょう。
　1910年以来、ＲＩ理事会、ＲＩ国際大会、ＲＩ
規定審議会の決定事項のうち、現在も有効とされ
ているものを集めたものに、ロータリー章典があ
ります。その中には、ロータリークラブが、イン
ターアクト、ローターアクト、ロータリー指導者
養成プログラムに、具体的な支援と指導を行うよ
う推奨されています。
　インターアクトクラブは、学校や地域社会での
課題に取り組むために結束する12－18歳の青少年
のためのクラブです。
　ローターアクトクラブは、18－30歳の大学生お
よび若い成人のためのクラブです。
　そして、ロータリー青少年指導者養成プログラ
ム（ＲＹＬＡ）は、クラブ、地区、多地区合同で
組織されるリーダーシップ養成プログラムです。
これらには皆、リーダーシップの育成が求められ
ています。
　一方、国際ロータリーでは、創設百周年を経過
したころから、リーダーシップが盛んに言われる
ようになりました。
　ロータリーの先進国では、会員数が減少に転じ、
途上国の会員増加で、辛うじて会員数を維持して
いることから、危機感を覚えました。ＲＩは2004
年以降長期計画を提唱し、ＣＬＰ、ＤＬＰ、長期
計画などには、リーダーシップなる言葉が入って
きました。
　本年度サンデイエゴで開催された国際協議会会
場入り口には、
　“Enter�to�learn,�go�forth�to�serve”
　のスローガンに代わり、
　“Join�leaders,�exchange�ideas,actual�action”
　のスローガンに替わっていました。
　私なりに、リーダーシップについて考えてみま
した。リーダーシップの語源はリーダーでありま
す。リーダーの条件は、話すこと、書くこと、学
ぶこと、法令を順守すること、行動すること、危
機管理能力を備え説得力を持つことなどであると
思います。
　話すことは、ゆっくり、はっきり、会場の大き
さを考えて、自分の声を、自分の耳で確かめなが
ら話して下さい。世界で活躍するためには、外国
語も必要になります。
　書くことは、自分の考えていることを、たくさ

の倫理を高めるにはどうしたらよいのか？皆で職
場の悩み、成功例などを腹を割って話し合いま
しょう。必ず他の職場からの役に立つ事例があり
ましょう。
　私の例を挙げて恐縮ですが、職務を規定する文
言の中に、“利益を目的としてはいけない”とあ
りました。私は、これを誤解して、仕事をしなが
ら利益が上がることに、少し後ろめたい気分がし
ていました。あるロータリーの研修会で、高名な
講師の方が、ロータリーでは、利益を禁じてはい
ません。むしろ“Ideal�of�service”の適用により、
どんどん儲けて下さいとおっしゃいました。この
一言で、長年の後ろめたい気分は吹っ飛びまし
た。そうですね。よかれと思って行うことに、躊
躇は、不要ですよね。
　“One�profits�most�who�serves�best”
　私は、これを錦の御旗に、日々の職務では、次
のことを重視しています。
　１．職務に関連する法規等の順守
　２．職務の現代的レベルの把握と維持に努める
　３．新情報の伝達
　４．無料での健康相談、講話
　５．�対象者に、いささかの不利益となる行為も、

絶対に意図的にはしない誓いの順守
　６．公表通りの執務日、時間の順守
　この他にも、各職場からたくさんのよい事例が
発表されるでしょう。また、自分と同じ心配事を
抱えておられる人も見つかりましょう。仲間から、
励ましの言葉やアドバイスもいただけましょう。
今日の集いでこんないいことがあった。あの人も
同じ悩みを持っていたなど、いろいろな話題も出
ることでしょう。さらには第３段階、自分の職業
での実践に進みましょう。
　こうして得られたよい方策を長年実行し続けれ
ば、必ず顧客満足を得られ、自己の盛業に繋がる
と思います。これを長年行う人とそうでない人と
の間には大きな差が出てきます。ロータリアンの
皆さまは、ぜひロータリーのこの優れた機能を育
て、利用して下さい。
　自己の盛業が達成できれば、その喜びを持って、
他者への奉仕、社会・国際奉仕に邁進する事がで
き、日本経済・世界経済への貢献にも繋がるもの
と考えます。
　ここまで、ＲＩ会長のスローガンとそれに続く
ガバナー方針の補足説明を行いましたが、さらに
会員の意欲を高めることも、ガバナーに課せられ
た任務の一つです。
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す。
　ロータリーは人生道場とも言われています。個
人強化、人間作りの場です。一人一人がロータリー
的知・情・意（叡智、厚い情、強い意志）を体得
し、真のロータリアンを目指しましょう。そうい
う人達の集まりは、友愛の精神に満ち、和して同
せずの意識の強いクラブになりましょう。そのよ
うなロータリアンやクラブは、思わず近づきたく
なるような、温かみのある輝きを放つでしょう。
　人は一人では生きていけません。他の人がいる
から生きていけるのです。地域には、助けを必要
とする人が大勢います。改善すべき事もたくさん
あります。自分には到底何も出来ないと、座して
静観していても、なにも変わりません。
　人は全てのことは出来ないが、何かをする事が
できます。身の回りにある自分の出来ることから
行動を起こしましょう。あなたの内なる情熱に火
をつけましょう。
　一つ一つの灯火は繋がって線となり、一塊とな
り、やがて大きな炎となるでしょう。これまでの
研修で得た多くの知識・経験に加え、大勢の仲間
の協力を得て、全員が一致団結し、嬉々として奉
仕（service）の実践に邁進すれば、ロータリー
を煌々と輝かせる事も可能です。
　地区とクラブが協力し、価値ある楽しいロータ
リーライフの一年に致しましょう。
　頑張ってください。

んの人に伝える手段として必要です。話している
ことを、そのまま文章にすればよいわけですから、
パソコンのワード、オアシスなどで、練習すれば
可能と思います。以上のスキルをマスターし、説
得力を身につけましょう。
　学ぶことは、非常に大切です。総てのことに興
味を持ち、挑戦しましょう。何事も経験すれば、
身につくものと思います。
　法令順守は、指導者にとりまして、最重要課題
だと思います。世の中での評価が高くなるほど、
失敗は広く報道されます。
　行動することは、これから生きていく中で、常
に考える必要があります。失敗を恐れないで挑戦
することです。部下が失敗しても、咎めないこと
も肝要です。ただ、注意しなければならないこと
は、乗るか反るかの冒険は避けるべきです。倒産
も避けるべきです。これらの内で特に重要な事は、
危機管理能力です。リーダーたるもの、権限が大
きくなればなるほど、危機に対する対応策を事前
に考慮し、準備しておかなければなりません。
　我が国には、おもてなし、ゆずりあい、たすけ
あいという古来からの美徳と、高い技術力があり
ます。これらによって、若い人達が世界に貢献す
る時代が必ず到来するものと確信しています。
　クラブの例会では、若い会員のスピーチする機
会を多くしましょう。若い会員には、出来るだけ
あらゆる事に挑戦して下さるようお願いします。
クラブも会員個人も、
リーダーシップの育成
に努めましょう。
　以上、ＲＩ会長のお
願いと、それに沿った
地区ガバナーのお願い
を述べてまいりまし
た。個人の連携の上に
成り立つ組織は全て、
個人の強化即組織の強
化に繋がります。
Ⅶ、結び
　ＲＩは、ロータリー
クラブから成り、そし
てクラブは会員から成
り立っています。ロー
タリークラブの評価
は、どんなロータリア
ンを育てたかによって
決まると言われていま
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平成２６年８月２７日 

 
   広島西南ロータリークラブ 

会長 林 本 正 継 様 
幹事 室 崎 雅 宣 様 

 
                    岡山西南ロータリークラブ 
                       会長 古 南 倫 子 

                     幹事 松 下 典 裕 
   

１９日夜半から２０日未明にかけて襲ってきた集中豪雨に起因する、 

貴市・安佐北区、安佐南区の土砂災害につきましては、誠にお気の毒と、 

心からお見舞いを申し上げます。 

   私どもは、テレビや新聞を通じてのみの情報でしかございませんが、日 

ごとに厳しい現場の様子が伝えられて、信じ難い思いでおります。 

   一昨年来、京都西南ロータリークラブ様のお計らいにより、「西南の会」 

がスタートし、今年度は、私ども岡山西南ロータリークラブがお世話役を承

っており、貴クラブとのご縁もこれから深めて参ろうという矢先でございま

した。お隣の県都で起こったこと故、とても余所事とは思えません。今はた

だ、これ以上の被害とならないことをお祈りするばかりでございます。 

本来ならば、すぐにでも馳せ参じるべきところでございますが、果たせな

いままでおります。当クラブにおきまして、何かお手伝いさせて頂けること、

お役に立つことがございますれば、是非お聞かせ頂きたいと存じます。 

  末筆ながら、貴クラブの会員様方のご健勝をお祈り申し上げます。 

取り急ぎお見舞いを申し上げます。 
 

 
 
 
 

２０１４年８月２６日 

広島西南ロータリークラブ 

会  長   林本正継様 

幹  事   室﨑雅宣様 

京都西南ロータリークラブ 

会  長    鈴木英正 

幹  事    小川睦美 

 

前年度は、京都西南ロータリークラブ主催の「西南の集い」にお越しいただ

き、ありがとうございました。 

この度、広島に於いて起こりました土砂災害の甚大さをお聞きして、非常に 

心配しております。現在、広島西南ロータリークラブの会員の皆様方、また 

事務局の被害はいかがでしょうか。 

 取り急ぎになりますが、京都西南ロータリークラブを代表してお見舞い申し 

上げます。 

西南の集いのクラブから来たお見舞いの手紙
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２０１４-２０１５年度
広島西南ロータリークラブ

ロータリー情報委員会 事業計画

ロータリー情報委員会

委員長 杉川 聡

副委員長 谷口 公啓
萬歳 幸治

①入会３年目以内の会員向け
ロータリー情報実施計画-1

狙い：

テキストを用いて、聞くだけのロータリー情報勉
強会から、自発的に、能動的に勉強をして頂け
るようになるよう仕掛けてみたい。

・チーム編成、チームテーマ、スケジュール
Ａチーム・・・児玉リーダー、上田、山國、林、橋本
テーマ：ロータリーの奉仕の理念について。
（アドバイザー：杉川）１１月発表予定。

Ｂチーム・・・田中リーダー、田村、幸村、宮本、桒田
テーマ：クラブ管理とは。
（アドバイザー：萬歳）２月発表予定。

Ｃチーム・・・宮崎リーダー、濵田、伊藤、藤崎、新藤、對馬
ロータリー財団とは。
（アドバイザー：谷口）５月発表予定。

①入会３年目以内の会員向け
ロータリー情報実施計画-4

・入会3年目以内のメンバーのロータリー理解が
深まる。

・友人・知人を勧誘する。 ・メンバーとの親交が深まる。

・会員が増える。 ・退会者が減る。

①入会３年目以内の会員向け
ロータリー情報実施の狙い

会員増強について

会員増強で
奉仕の仲間を増やす

運 営 内 容

①入会３年目以内の会員向け

⇒年４回ＧＭを開催します。

②新入会員向け

⇒入会の都度、推薦者同席の上実施します。

③全会員向け

⇒推薦者を中心に、全会員に向けＧＭの都度
参加を促します。

・入会３年目以内の会員を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、その発表を兼ねて推薦者と共に
出席して頂き、年に３回ＧＭを実施致します。

①入会３年目以内の会員向け
ロータリー情報実施計画-3

・具体的な運営方法

・各チーム毎に、アドバイザーの指導の下、テキスト
を使用し勉強会を開催。

・ＰＰを用いて、３０分ほどの内容の発表資料を作成。

・ＧＭにて、発表及び意見交換。

尚、日時の調整、会場設定は各自で行って頂きま
す。

⇒会議設営、運営方法を学習。

①入会３年目以内の会員向け
ロータリー情報実施計画-6

・3年目以内会員の研修結果発表を行うＧＭに

出席頂き、研修報告内容にコメントを頂くと同時
に交流も深めて頂きます。

③全会員向け
ロータリー情報実施計画

ロータリー活動への理解を高めると
同時に親睦を実施し、退会防止に
繋げて行きます！！

会員増強の活動（会員増強は平生往生）
地域社会・クラブ会員から信頼される西南ＲＣを目指す。

• 奉仕活動を常に地域社会にとって意義あるものにし、プロジェクトと奉仕活
動について地域社会に効果的に知らしめること。

• 奉仕活動を常に地域社会にとって意義あるものとし、会員の関心を絶えず
ひきつけるものとすること。

• 個々の会員を効果的に参加させ、その関心を絶えず引きつけるようなクラブ
活動を行うこと。

（ロータリ情報マニュアルから引用）

方 針

• ガバナー信条「奉仕を学び、ロータリーを楽し
もう！」、会長スローガン「ロータリーの心を学
び楽しく実践！」を基本に、新入会員・入会３
年目以内の会員を中心に、全会員に対して
ロータリー情報を提供し、研修を実施して行き
ます。

①入会３年目以内の会員向け
ロータリー情報実施計画-2

・年度初めにオリエンテーションを実施し、入会
３年目以内の会員に年間運営方針を伝えます。
（８月６日実施済み）

・参考資料

・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（ＲＩ第２６５０地区
ガバナー事務所発行）

・その他インターネット等

①入会３年目以内の会員向け
ロータリー情報実施計画-5

・ロータリー情報マニュアル（ＲＩ第２６５０地区
ガバナー事務所発行）を用いて、入会承認後速
やかに実施します。

・推薦者2名にも同席して頂きます。

②新入会員向け
ロータリー情報実施計画

会員の異動

年度 入会 退会 正会員

2009～2010年度 ７ ４ ６３

2010～2011年度 ５ ５ ６３

2011～2012年度 ５ ７ ６１

2012～2013年度 ２ ６ ５７

2013～2014年度 １０ ５ ６２

クラブフォーラム
８月26日（火）
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会員増強において
広島西南ロータリークラブの強みと弱み そして 対策

• 強み
社会奉仕活動が活発である。

梅林整備、宮島桜整備、水保全活動、展示カレンダー、青少年奉仕活動、国際奉仕(ベトナム・カンボジア)

・ 弱み
広島西南ＲＣの奉仕活動が地域社会で知られていない。

・会員増強を意識した奉仕活動を行う。

２０１４-２０１５年度
広島西南ロータリークラブ

地区補助金事業・事業計画

青少年奉仕委員会
委 員 長 折本 緑

副委員長 宮本 昇

台風１１号の接近により、
やむなく中止！！

何とかして出来ないか？？

場所

同様の施設は、半年前～三か月前

予約で、すでにいっぱい

日程

病児家族への周知までの時間不足

夏休み中の開催不可能

断念!!

もたらされる恩恵などは？

 校外での活動や、運動が行えない心臓病の子供
たちに、その機会が与えられ、子供たちの健全
な成長に資する。

 保護者や学校関係者に、心臓病の子どもの運動
について医師等から正確かつ最新の情報提供が
なされ、今後の日常生活、学校生活の状況がよ
り改善される。

子どもたちの笑顔がいっぱいあふれるよ
うに、良い汗を流しましょう

準備 現地下見 ７月２０日

広島西南ロータリークラブの 会員増強活動とは

• ロータリーの思想と広島西南ロータリークラブをＰＲする絶好のチャンスと考える。

• 会員が広島西南ロータリークラブの会員であることに誇りを持ち、増強活動を行う。

• 広島西南ロータリークラブ会員であることの魅力を創造する活動を意識する。

• 増強活動に必要なツールを開発する。

• 単年度での活動ではなく、継続的な増強活動を行う。

• ロータリー会員に相応しい人を勧誘する。

• ロータリー会員に相応しいメンバーに育てる。

本年度の具体的な目標

•入会者 １０人

•継続的な入会予定者名簿を作成する。

概要

目的と事業

校外での集団行動や宿泊集団療育の機会
を得られない心臓病を持つ病児たちに、
医師、看護師、教師等の支援により一泊
二日の療育キャンプを行う。

日時

２０１４年８月９日～１０日

場所

宮島包が浦自然公園

参加予定者

心臓病児 ２２名

病児家族 ２１家族

→ １２０名

医師・看護師・教師等ボランティア

→ １６名

ロータリアン

→ ２５名

今後は・・・

守る会を通して、心臓病の子どもたち
の希望を聞きながら、別の形での開催
を検討中

 キャンプの替わりにデイキャンプ

 人数 病児及び家族６０名程度

 医師や看護師も参加。相談会を開催
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佐々木信幸　９日
池久保光治　11日
林　　暢也　12日
宮本　　昇　14日
田中　茂樹　14日
村尾　博司　18日

会員誕生日

８月の会員記念日

パートナー誕生日入　会　月 創　業　月

伊藤英彦夫人　亜紀様　７日
吉田栄壮夫人　まゆみ様　９日
田中茂樹夫人　岳子様　13日
佐古雄司夫人　真弓様　16日
宮㟢　真夫人　敬子様　21日
末廣浩一郎夫人　香織様　22日
奥田　實夫人　紘子様　29日

池久保光治　Ｈ17年
遠崎　秀一　Ｈ18年

岩田　智博　㈱中国道路施設� Ｈ11年
三好　清隆　㈱ミヨシ� Ｓ25年
折本　　緑　ゆめみらい㈱� Ｓ49年
佐古　雄司　キョーリツコーポレーション㈱� Ｓ25年
山本　恭瑚　ステュディオ�グリオット㈲� Ｈ14年
藤崎健次郎　日本建設㈱広島支店�Ｓ30年

掲　示　板

❖�９月20日（土）９：30 〜
　RLI研修パートⅢ� ホテルグランヴィア

10月行事予定
❖�10月19日（日）９：30 〜
　地区大会� ふくやまリーデンローズ
❖10月28日（火）
　職場訪問例会� 広島マリーナホップ

９月行事予定
❖�９月２日（火）13：45 〜
　第３回理事役員会� ANAホテル4Ｆ
❖�９月12日（金）９：00 〜
　本川小学校「水環境に関する学習」支援
　雨天順延（９月29日）、環境護岸で開催
❖�９月18日（木）18：30 〜
　職業奉仕委員会GM� ホテルJALシティ広島

西南の集い親善委員会� 曽里　裕
　京都西南ロータリークラブより会報を送って頂くこととなりました。
　週報で行事記録及び予定が掲載されており、特にニコニコ箱の他ロータリー財団箱、米山奨学会箱、健
康感謝出席箱、ロータリー希望の風奨学金、ローターアクト活動支援金という６つの寄付箱があることや、
例会変更の情報を兼ね京都市内及び近隣ＲＣ例会スピーチ予定が掲載されており、大変参考になります。
今後皆様に回覧致します。尚当クラブの会報も京都西南ロータリークラブに送り、情報交換の一助にした
いと思います。また本年度の西南の集いは来年４月18日に岡山西南ロータリークラブのお世話で倉敷にて
開催されます。追ってご案内を致します。

「西南の集い in 岡山」開催予定
１．開 催 日　　平成27年４月18日（土）
２．開催時間　　14時頃「倉敷国際ホテル」に集合
３．開催内容　　・倉敷美観地区周辺の散策
　　　　　　　　　（美観地区、森田酒造、民芸館等）
　　　　　　　　・大原美術館ナイトツアー
　　　　　　　　　（貸切で絵画の説明とカクテルパーティ）
　　　　　　　　・倉敷アイビースクエアでの夕食会

世話クラブ：岡山西南ロータリークラブ

委 員 会 報 告
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　2014年８月６日、18：30より三井ガーデンホテル広島にて、ロータリー情報委員会の本年度の
第１回目のＧＭが開催されました。
　参加者は入会３年未満の会員16名のうち12名と、ロータリー情報委員３名、副会長、幹事、会
員組織委員会理事の総勢18名でした。
　本年度の運営方針と運営内容が説明され、それに対する質疑応答が行われました。
　具体的には、入会３年未満の会員の方々が３つのグループに分かれ、それぞれのテーマに沿っ
て、情報収集・研究・学習が行われ、その成果を発表（プレゼンテーション）するというものです。
　アドバイザーとして、ロータリー情報委員が１名ずつつきます。
　情報収集・研究・学習・成果発表・その他の方法は、すべてグループ内で自由に決定する事が
できます。
　どのような成果発表が行われるか、とても楽しみです。
　例年よりも、更に活発な活動が期待できますね。
� 2014-2015年度　ロータリー情報委員会　副委員長：谷口公啓

ロータリー情報委員会ＧＭ
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DONATIONDONATION
８  月 年度累計

ス マ イ ル 104,000 円 216,000 円
善 意 の 箱 7,963 円 20,761 円
100万ドル 51,198 円 104,328 円

日　時：2014年８月５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・田中（茂）・末廣・
　　　　先小山・曽里・佐々木（宏）・對馬・
　　　　白築・山下（哲）・平石・久保

・林本会長挨拶
　８月は集中して行事がある、慎重に協議しお願
いしたい。

議題
・創立30周年記念事業について
　大きく分けて海外と国内、案としてのカンボジ
アは西南単独で、身寄りの無い子供達の住居を寺
院に建設。東北支援は台北新東RCと共に。予算
は20周年を参考としているが、まだよく精査し予
算を検討する。
・合同幹事会報告
　110周年記念事業案
　広島港湾振興事務所に公園の整備事業用として
寄付。
　原爆ドーム保存基金に寄付。
・2016-17年度ガバナー補佐選出要請について
　当該年度ガバナー補佐の選出は中央RC。同年
度中央RCからガバナーが選出される、同じ年に
補佐は出来ない為、次の年度の西南に要請され交
代をお受けする。
・ガバナー公式訪問とクラブ協議会について
　会長は、会長方針説明。幹事は、クラブ概要説
明。各理事、事業計画説明。
　補助金申請の質問。ロータリーデーの質問。情
報委員会の活動話。
・８月23日地区指導者育成セミナーについて
　林本会長、増強委員会から佐々木宏理事、財団
委員会から仲田委員長の出席。
・９月プログラムについて
　予定通り進行。
・９月９日創立28周年記念例会について
　会費は、全員登録とする。アトラクションは再考。
・療育キャンプ進捗状況報告等について
　予算は、61万。
　天候不良等の中止時ケビンなど、キャンセル料
が発生した場合西南負担とする。
・９月12日水保全プロジェクトについて
　佐古委員長、田中朋博副委員長が最後まで参加

する。
　天候不良の場合29日の予定。
・７月度会計報告
　順調に立ち上がってきて、収支とも推移してい
る。
・各理事役員報告
佐々木宏理事　会員組織委員会
　入会案内の冊子の作成を進めている意見を聞き
ながら進めて行く。
末廣浩一郎理事　財団委員会
　寄付について働きかけていく。
先小山英夫理事　クラブ管理運営委員会
　プログラム順調に進んでいる。外部卓話を重点
に進めて行く。
曽里裕S.�A.�A.
　皆様のご協力のもと進められている。
對馬久子理事　クラブ広報委員会
　クラブで良い事をやっている内容を一般の皆様
に伝えたい。
　療育キャンプについては、市役所の記者クラブ
に広報した。
・その他
　米山梅吉記念館寄付一人500円。
　国連訓練調査研究所（ユニタール）広島事務所
のアフガニスタン写真展寄付5,000円。
　広島国際映画祭2014例年通り後援する。

・閉会の挨拶
　木村副会長
　30周年記念事業の展開も見えてきた、それに事
業計画も順調に進んでいる。
　ロータリーの広報活動を今後じっくり議論が出
来れば良いと思う。
　西南ロータリークラブの進むべき道も論議でき
れば素晴らしい。

2014-2015年度　第２回理事・役員会　議事録
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編集
後記

広島西南RC　７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 1 8 15 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 宮本　晋一 ○ △ ○ ○ 100％

26 宮㟢　　真 ○ ○ ○ ○ 100％

27 根石　英行 ○ ○ ○ △ 100％

28 仲田　淳嗣 ○ ○ ○ ○ 100％

29 岡本　文治 ○ ○ ○ × ��75％

30 奥田　　實 ○ △ ○ △ 100％

31 小川　光博 ○ △ ○ ○ 100％

氏　名 1 8 15 26 出席率

32 岡本　俊雄 △ △ △ △ 100％

33 折本　　緑 ○ ○ ○ ○ 100％

34 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100％

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
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編　集　会報資料委員会

　今年の夏は雨が多く、クラブが計画
していた心臓病の子どもを守る会の宮
島キャンプが中止になりました。会報

に大きく掲載する予定でしたので非常に残念で
す。個人的にはそうめん流しで使う竹を加工した
のにお披露目できなかったのが心残りでした。月
末には大雨が降り多くの方が苦労されています。
豪雨災害・土砂災害で被災された方に心から御見
舞い申し上げます。� （杉本）
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2014年８月26日、金子克也ガバナー（福山南RC）
の公式訪問例会後、ガバナー、浅利清随行幹事、
神辺眞之グループ７ガバナー補佐、田上克彦ガバ
ナー補佐付幹事を交え、クラブフォーラムが開催
されました。
・社会奉仕委員会
・ロータリー情報委員会
・会員増強委員会
・青少年奉仕委員会
の各委員会の活動方針・活動内容・活動報告などが行
われ、ガバナーの講評・アドバイスなどを頂きました。
� （P14〜15に資料掲載）

ガバナー公式訪問

会長幹事懇談会


