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第1369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
入会式
　戸田　泰弘会員
　（㈱スターローリー

代表取締役）
　推薦者：村尾　博司　会員
　　　　　木村　恭之　会員
　長谷川大助会員
　（アサヒプランニング㈱

代表取締役社長）
　推薦者：村尾　博司　会員
　　　　　木村　恭之　会員
お誕生月記念記念品贈呈
　木村　恭之　７月17日
会長時間
本年度、第一回の例会の会長
時間に初めて臨みます。
多くの緊張感を抱えながら、
初体験ゾーンに入ってまいりま
す。
本日は少し前にはやった言葉

“もってる”をキーワードとして使い、会長テーマ、
ガバナー信条、会長スローガンについて述べさせ
ていただきます。

早稲田大学時代のハンカチ王子斎藤佑樹投手の
ように、または、男気の黒田博樹投手のように何
か“もってる”人の集まりがロータリークラブで
はないかと個人的に思っています。
国際ロータリー K.R.ラビンドラン会長は“世

界へのプレゼントになろう”と会長テーマを策定
されました。“もってる”人たちは、限りある人
生の中、きちんと応分に世界のためになることを
していこうと言っておられるのだと思います。
東良輝地区ガバナーは“ロータリーの原点に立

ち戻り、輝かしい未来の礎を築こう”“もってる”
人たちが、その見識、良識、を見つめなおし、世
の中の役に立っていこう、と言っておられる気が
します。
“世界平和に、向け、できることを探していこう”
と私は会長スローガンを掲げました。“もってる”
人たちが、特に広島に生まれ、育ち、育まれてい
る私たちは、壮大なテーマである世界平和に向っ
て“もってる”才能を生かしていこう、こんな意
味であります。
実践、事業計画の昨年版には我がクラブの平均

年齢は59.74歳でした。
本年度は60.54歳となっています。
１年はやはり、１年のように流れていき、みん

な年を重ねていきます。
どうぞ、この一年が、我々にとって実りある集

いの１年であることを祈念しまして、会長時間と

を心に抱きながら、
“世界平和に向け、できることを探していこう”

をスローガンとして、みなさんと共に楽しく、逞
しく、１年を伴に歩んでまいりたいと念じており
ます。
そして、来年の西南ロータリークラブ創立30周

年に花を添える29期としていきたいと思っていま
す。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

西南RC29期がいよいよスタートいたしました。
この一年に臨む気持ちを、少々述べさせていた
だきます。

ラビンドランRI会長のテーマ
“世界へのプレゼントになろう”

東良輝地区ガバナーの信条
“ロータリーの原点に立ち戻り、輝かしい未来
の礎を築こう”

会長就任挨拶

� 木 村 恭 之
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させていただきます。
�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・７月28日（火）開催の歓送迎会
案内配布の案内。／地区より、９月４日（金）東
京開催の日韓親善会議の案内（受付に掲示）。／
７月会費は来週７月14日（火）予算決算報告後に
発送予定。／同好会半期会費を８月会費で請求予
定。請求予定の同好会は、７月21日（火）迄に事
務局にメンバー表を提出のこと。／例会変更。／
例会終了後、理事役員会開催。／本日18：00より
野球観戦家族会開催。申込者は入場チケットを持
参して参加のこと。
�スマイルボックス

林暢也会員　チュピコムでアナウンサー「川島宏
治のTHEひろしまプラスワン」に対談ゲストで
７/４～７/10まで出演します。
末廣浩一郎会員　２期４年の任期を終えて、広島
司法書士会と中国ブロックの両方の会長を退任致
しました。
　また、このたび、日本司法書士会連合会の役員
に選任されました。ロータリーも頑張ります。
　本年度もどうぞよろしくお願いします。
出席報告
　会員数�64名　出　席�59名　欠　席�� 5名
　　　　　　　�来　客� 3名　ゲスト�� 1名
プログラム
理事役員就任挨拶
�会長エレクト・副会長　杉川　　聡
　木村会長の下、副会長を務め
させて頂く杉川です。今年１年、
何卒宜しくお願い申し上げま
す。木村会長の「世界平和に向け、
出来ることを探していこう」と
言うスローガンに沿って運営されていく一年間を、
会長見習いとしてじっくりと学ばせて頂き、来年の
運営の参考とさせて頂ければと思っております。
　皆様と一緒により良き一年にしていく事を願い
まして、簡単ではございますが、副会長の挨拶と
させて頂きます。宜しくお願い致します。

� 直前会長　林本　正継
　昨年度は皆様に大変お世話に
なりました。皆様のご尽力ご協
力のお蔭によりまして、無事、
１年間、会長職を務めさせてい
ただくことができました。心よ

り御礼申し上げます。本年度は直前会長という
立場で少しでもクラブ運営の一助になれますよ
う、その役職をしっかり務めさせていただきた
いと思います。どうぞ宜しくお願い申し上げま
す。

� 幹事　末廣浩一郎
　このたび、幹事を拝命いたし
ました。木村会長の推薦でクラ
ブに入会した私ですから、木村
会長の年度にお手伝いをするこ
とは当然と思っておりました
が、想定を超えて幹事という重い職を担うことと
なり、身の引き締まる思いをしております。とも
あれ、１年間頑張りたいと思います。どうぞよろ
しくお願い致します。

理事（クラブ管理運営委員長）
� 山下　幸彦
　クラブ管理運営委員会の理事
を担当することになりました、
山下です。
　出席委員会は、萬歳委員長、
村尾副委員長、佐々木信幸委員の構成です。
　例会出席はもちろん、種々の会合や行事に積極
的に参加していただけるように働きかけます。
　親睦家族活動委員会は、幸村委員長、伊藤副委
員長、小川委員、山本恭瑚委員、水谷委員、田中
和之委員で運営していきますが、昨年度の親睦の
経験者がそろっており、楽しいいろいろな会を企
画開催しますのでどうかご期待ください。
　プログラム委員会は山下哲夫委員長と田村副委
員長で運営いたします。
　強力なメンバーで卓話等たいへん楽しいプログ
ラムを企画していきます。
　以上３つの委員会を運営してまいりますが、ど
うか皆様のご協力をいただきながら、この１年を
頑張って運営していきたいと思いますので、どう
かよろしくお願いいたします。

理事（クラブ広報委員長）
� 橋本　幸範
　今年度、クラブ広報委員長を
務めさせていただくことになり
ました橋本です。
　前々年度は広報雑誌委員会を
担当し、会報資料委員会の編集会議にも出席して
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いましたので、その経験を活かして、当クラブの
広報活動に努めたいと考えております。
　当委員会が機能的に活動するためには、各委員
会との連携が必要不可欠ですので、皆様のご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

理事（会員組織委員長）　徳納　武使
　会員組織委員会の徳納です。
　昨年に引き続いて、会員増強に関わらさせて頂
きます。
　「あなたが所属する広島西南ロータリークラブ
を愛してますか？」
と問われた時、堂々と「YES」と言えるクラブに
したい。そのためには、質と量の会員増強は欠か
せません。
　会員全員に支えていただき、宮﨑会員増強委員
長が目標としている、数の目標、70名を達成させ
たいと思います。
　岡本俊雄委員長の職業分類委員会で、会員職業
を分析して、多くの異業種のリーダーが集うクラ
ブを目指します。
　室﨑委員長のロータリー情報委員会でロータリ
アンとしての質の向上を目指します。　　
　私達の広島西南ロータリークラブは、先輩諸兄
のご努力で、職業奉仕、社会奉仕長けたクラブに
成長しました。継続して、素晴らしい奉仕活動が
出来るクラブになるよう、質と量を重視した会員
増強に励みますので、ご協力を宜しくお願い申し
上げます。
　有難うございました。（代読）

理事（奉仕プロジェクト委員長）
� 岩田　智博
　この度、奉仕プロジェクト委
員長を拝命した岩田です。
　この委員会は職業奉仕、社会
奉仕、国際奉仕台北新東親善、
青少年奉仕、スマイルと５つの委員会から構成さ
れ、我がクラブ１番の大所帯です。すでに力不足
を感じております。
　各委員会の活動は会員皆さんの参加が無ければ
成り立たないので、皆さんのご協力をお願いしま
す。参加して良かったと思えるよう各委員長と各
委員皆で力を合わせてまいりますので１年間宜し
くお願いします。

理事（財団委員長）仲田　淳嗣
　財団委員会理事を担当するこ
とになりました仲田です。
　今年度は、ロータリー財団委
員会は荒木委員長、米山奨学委
員会は石井委員長と両名ともパ
スト会長で強力な体制で活動して参ります。
　会員の皆様にはロータリー財団、米山奨学の使
命、意義をご理解いただき、地区からの要請寄付
目標が達成できますよう、また地区補助金事業、
奨学生チャン・ティ・レーさんへの支援につきま
してもご協力をよろしくお願いいたします。

Ｓ.Ａ.Ａ.　平原　一彦
　今年度　ＳＡＡを担当します
平原です。新藤・藤崎両副委員
長と一年を務めます。
　ＳＡＡは会場監督と言われて
います。例会をはじめすべての
会議が楽しく秩序正しく運営されるように心を配
り、気品と風紀を守り、会合がその使命を発揮す
るよう環境整備に努めるのが責務です。
　そこで、皆様にお願いがあります。例会などで
スピーチがあるとき、私語がありますとスピーカー
に失礼であると同時に、他の会員の邪魔になります
ので私語は是非お控えいただきたいと思います。
　尚、席次や食事などは前年を踏襲していきたい
と思います。

会計　梶本　尚揮
　会計を拝命致しました梶本で
す。
　辞書には会計とは、「金銭や物
品の出入りを記録、勘定して管
理する。」とあります。会計は近
松さんが実務をして下さっているので、私は管理
の役目だと思っています。とは申しましても、皆様
から大切なお金を預かるのですから、不慣れです
がご指導・ご協力を頂きながら役目を果したいと思
いますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

副幹事　佐古　雄司
　今年度、副幹事を仰せつかり
ました　佐古です。
　今年度は桒田副幹事と二人体
制で進行させていただきます、
どうぞよろしくお願いします。
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　副幹事のおもな役割として
１、例会の運営
２、幹事の補佐
３、理事会、協議会、合同幹事会への出席及び
議事録の作成

が考えられます。
　例会等に関しまして、各委員会や会員さまのご
協力があって、初めて例会が成り立っていると考
えられます。
　今後例会を進めていくにあたり、行事ごとや挨
拶等、ご無理な依頼やお願いごとなどさせていた
だく事があると思いますが、皆さんに快くご協力
いただけるようお願いをしたいと思います。
　一年間どうぞよろしくお願いします。
　ありがとうございました。

副幹事　桒田　博正
　本年度副幹事を務めます桒田
です。
　本年度の副幹事は佐古副幹事
と私の２名体制です。
　例会の司会は佐古さんがメイ
ンで担当してくださるので、私はその他を担当す
ることになります。私はロータリー歴も浅く、不
安も多々ございますが、木村会長のもと、皆様の
ご指導をいただきならが任務を全うしたいと思い
ますので、何卒よろしくお願いいたします。
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第1370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
会員記念日（結婚記念日）スピーチ

　山國　　豊
　こんにちは、山國です。私は
記念日のスピーチなんてとんで
もないと思ったんですが、こん
な機会はないので、少しお話を
させて頂きます。18年前、平成９年10月の確か６
日に西区古江の三輪神社で式を挙げました。身内
だけで20人くらいの式だったのを覚えています。
それで記念日をあなたは忘れるでしょうからとい
うことで七夕の７月７日に籍を先に入れていまし
た。これで忘れることはないんですが、何回目か

は覚えてません（笑）。
　うちは娘が二人ですが、私が長男のような扱い
方をされています。夫やお父さんとなれるように
頑張っていきたいと思います。今日は貴重な時間
と記念品をどうもありがとうございました。
�ＲＩ認証バッチ贈呈

山本　春男会員
佐々木　宏会員（三宅陽一郎会員）
徳納　武使会員
桒田　博正会員（水谷　耕平会員）
谷口　公啓会員
林本　正継会員（田中　和之会員）

会長時間
　本日７月14日はフランス革命記念日です。（パ
リ祭）
　1789年パリ市民がバスティーユ監獄を襲撃・占
領しフランス革命の始まりとなった日です。226
年前のことです。
　また、７月14日はペリー上陸記念日となってい
ます。
　1853年浦賀沖にアメリカの蒸気船４隻が現れ、
“太平の眠りをさます上喜撰たった４はいで夜も
ねられず”と狂歌に読まれ江戸の町が大混乱と
なった時であります。
　162年前のことであります。
　７月は色々とあります。私の誕生日も７月17日
であります。
　また７月４日はアメリカ独立記念日（インデペ
ンデンスデイ・フォースオブジュライ）239年前
の1776年のことであります。
　1905年２月23日はロータリークラブの創始者
ポール・ハリスが友人３人と最初に会合を持った
日です。110年前のこととなります。
　この２月23日を祝う創立記念日は“世界理解と平
和週間”（World�Understanding�and�Peace�Day）
と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調することを
決議しています。
　本年度の会長スローガンとして“世界平和に向
け、できることを探していこう”を策定するきっ
かけとなったのが、“世界理解と平和週間”（World�
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タリーアットワークに親クラブの西ロータリーク
ラブの記事が掲載されています。２月にロータ
リーデーとして佐伯区のみずとりの浜公園で行わ
れたベンチの寄贈や植樹の様子が紹介されていま
した。当日は会員や地元の方々など130名が参加
して盛会だったようです。今後も親クラブと切磋
琢磨しながら広島のロータリークラブを盛り上げ
ていけたらよいと思いました。
　以上です。ありがとうございました。
�スマイルボックス

荒木攻会員　７月15日（水）広島ホームTVのＪ
ステーションに出演します。長時間番組のようで、
どこで映し出されるかわかりませんが、見れれば
ご覧下さい！！健康塾というコラムだそうです。
田中朋博会員　日本記念日協会で７月19日が「カー
プ黄金時代幕開けの日」に認定登録されました。
1975年７月19日に阪神甲子園球場で行われた
オールスターゲームで、山本浩二選手と衣笠祥雄
選手が二打席連続アベックホームランを放ち、こ
れを機にカープは初優勝へと突き進むことにな
りました。７月19日にCARP0719（書籍）を発売
します。
杉川聡会員　マリーナホップ３隻目の観光船「海
王」が７/20からマリーナホップ→宮島間に就航
します。定員は180名の船でゆったりクルージン
グをお楽しみいただけます。ご利用いただくのを
お願いし出宝させて頂きます。
幸村憲治会員　７月７日七夕野球観戦家族会
　皆様のお陰様で、雨にも降られず、黒田投手の
試合にもあたり、９回裏まで盛り上がることがで
きました。会場を取っていただきました徳納さん、
カープうどんを並ぶ事なく横からご提供いただき
ました林本直前会長、近松さん、そしてご参加い
ただきました会員とご家族の皆様に感謝申し上げ
ます。
出席報告

　会員数�64名　出　席�50名　欠　席�14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。 白築忠治

前年度会計
梶本尚揮
本年度会計

Understanding�and�Peace�Day）この言葉です。
　世界理解（World�Understanding）なしには平
和はあり得ないと思っています。
　さて本日は、ロータリー特別月間のことを取り
上げたいと思っています。
８月　　会員増強・拡大月間
９月　　基本的教育と識字率向上月間
10月　　経済と地域社会の発展月間
11月　　ロータリー財団月間
12月　　疾病予防と治療月間
１月　　職業奉仕月間
２月　　平和と紛争予防／紛争解決月間
３月　　水と衛生月間
４月　　母子の健康月間
５月　　青少年奉仕月間
６月　　ロータリー親睦活動月間
　クラブだけでなく、ロータリアン一人ひとりが、
ロータリーの活動に参加するよう強調するため、
国際ロータリー（RI）理事会が指定した月間です。
　以前と少し変わっています。
　ご理解よろしくお願いいたします。
　また、日本独自の強調月間として
９月　　ロータリーの友月間
10月　　米山月間
もあります。
　この特別月間に沿っての、意欲的で効果的
（Effective）な活動を本年も行ってまいりましょ
う。
　本日はこの辺りで会長時間を終わります。
　ご清聴ありがとうございました。
�幹事報告
　2015－16年度事業計画書・2014－15年度収支決
算書・８月４日早朝清掃例会案内・新月間案内配
布の案内。／７月28日夜開催の歓送迎会案内を回
覧。未回答者は回答を。／京都西南RC会報・地
区からの青少年交換留学生のポスターの案内（受
付に掲示）。／例会変更。／例会後、クラブ協議
会開催。／次週例会はバイキング形式、例会場は
12時開場。
�委員会報告

広報雑誌委員会（友誌を読む）杉本　清英　会員
　広報雑誌委員会の杉本です。今年度も毎月ロー
タリーの友が配られる第一週例会にロータリーの
友の気になった記事を紹介したいと思います。今
月は年度初めで時間がなかったため今日紹介させ
て頂きます。先週は西南ロータリークラブのロー
タリーデーの紹介がありましたが、縦組みのロー
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　　　　ロータリーの五得
　徹頭徹尾ロータリーのことを大事に考えている
廣畑パストガバナーの心が、伝わってきます。
　多くの会員の方々は、もうすでにお読みになっ
ておられると思います。
　昨年度のロータリー情報委員会のGMでも、こ
の本が新入会員の方々には配布されていると思い
ます。お受け取りの皆様は、もうすでにお読みの
ことと思いますが、事務局に「ロータリーの心と
原点」は７冊ほどストックがあります。
　またロータリーモザイクは３冊あります。雑費
より購入させていただきました。
　ガバナー公式訪問は８月25日です。お手元に本
がある会員はもう一度目を通していただければと
存じます。また、お手元にない会員の方は、積極
的に事務局のストックをご活用ください。
　よろしくお願いいたします。
�幹事報告

　広島県立美術館で開催される「戦争と平和展」
チケット配布の案内（８月11日例会卓話関連）。
／７月28日（火）夜開催の歓送迎会・８月４日（火）
早朝清掃例会・８月11日（火）第２回クラブ協議
会の各案内を回覧。未回答者は回答を。／同好会
半期会費請求用のメンバー表提出は本日迄。／例
会変更。
�スマイルボックス

林本正継会員　おかげ様で無事１年間会長職を務
めさせていただくことができました。皆様に感謝
とお礼の意を込め出宝させていただきます。
岡本俊雄会員　今期の木村新執行部の船出を祝っ
て、出宝いたします。
タイガーマスク会員　親睦家族活動委員会をよろ
しくお願いします。
出席報告

　会員数�64名　出　席�56名　欠　席� 8名
　　　　　　　�来　客� 3名
プログラム

委員長就任挨拶
出席委員会� 委員長　萬歳　幸治
　出席委員会の萬歳です。
　今年度は、副委員長の村尾さん、佐々木信幸さ
んと３人で活動いたします。
　方針として、例会出席はもちろん、クラブ行事
に積極的に参加していただけるよう働きかけをい
たします。
　又、例年通りメークアップの情報提供を事務局
の方の協力を得て行います。

７
� 21

第1371回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ROTARY
会長時間
　東良輝2710地区ガバナーはガバナー信条とし
て、「ロータリーの原点に立ち戻り、輝かしい未
来の礎を築こう」とされています。
　「ロータリーの原点」について書かれている本
があります。
　「ロータリーの心と原点」著者は廣畑富雄パス
トガバナー副題としてBack�to�Basics　基本に返
ろう。171ページにわたり
１．ロータリーの心　ポール・ハリスが目指し
たもの

２．日本で今もっとも必要なものは、ロータリー
の心です。

３．ロータリーの心　大先輩のガバナー月信よ
り

４．サーヴィス（奉仕？）と幸福　シェルドン
の考え

５．ロータリーと愛　ポール・ハリスの考え
６．ポール・ハリスが考える　寛容の精神とは
７．職業奉仕Vocational�Serviceとは何か
８．クラブ奉仕Club�service　とは何か
９．座談会：ロータリーの本質について
10．Back�to�Basics　基本に返ろう　ラクタル
さんの講和

11．ロータリーで大事なことが３点ある
12．講演：ロータリーの心と原点を大切にしよう
13．ロータリーの危機　急激な出席率低下と会
員の大幅な減少

14．ロータリーの外部活動
15．４つのテストとビジネスの繁栄
16．ポリオ根絶計画について　WHOとロータ
リー

17．欧米のロータリークラブ
18．ニース便り　海外で思うこと
19．ガンディカーのロータリー通解
20．結び：魅力あるロータリー
21．４つのテスト　改訳試案
22．ロータリーの綱領　ロータリーの目的に変
えよう　改訳試案

23．米山梅吉さんが訳した４大奉仕（４大サー
ヴィス）

後記：国際ロータリーへ要望したいこと
　　クラブ・リーダーシップ・プランの基本

　　　　会長の選考
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ています。少しでもロータリーの理解を深める役
割ができたらいいと考えています。今年は外部卓
話と共に会員の卓話を通じて職業奉仕について理
解を深めることができるようプログラムを計画し
ています。会員皆さんのご協力をお願いします。

広報雑誌委員会� 委員長　杉本　清英
　広報雑誌委員会の杉本です。今年度は副委員長
の佐藤二郎会員と二人で活動していきます。
　昨年に引き続き会員の方へ「ロータリーの友」に
興味を持って頂けるよう、毎月第一例会で記事の
紹介を行います。今月は私が行いましたが来月か
らは入会３年未満の方を中心にお願いしたいと思
います。依頼を受けた方は快く引き受けて下さい。
　また「ロータリーの友」への投稿も積極的に行っ
ていきます。広島西南ロータリークラブが実施す
る社会奉仕活動を広報し、一般の方や他クラブの
方に幅広く認識し、理解して頂けるよう努めます。
　先週のクラブ協議会ではガバナー公式訪問の活
動報告にクラブ広報が選ばれてしまいました。他
人事のように聞いていたのですが、よく考えると
広報と名が付くのは広報雑誌委員会しかありませ
ん。新年度早々ハードルがあがってしまい困って
います。昨年も広報雑誌委員会に所属し、今年も
平穏な日々がおくれると思っていましたが大間違
いです。
　ホームページの活用も言われていますので、で
きることから一つずつつぶしていきたいと思いま
す。皆様ご協力お願い致します。

会報資料委員会� 委員長　児玉　栄威
　会報資料委員会です。今年度は奥田さん、山國
さん、私児玉と３人で力を合わせて、会報作りを
頑張っていきたいと思っております。私自身、昨
年度もここで会報とは何たるかを学ばせて頂きま
して、２年目になります。愛すべきカメラと今年度
も一緒に仕事ができまして嬉しく思っております。
　当委員会の大きな目標は２つありまして、一つ
は事業計画に書いております通り、クラブの活動
を最大限記録に残し、欠席された場合でも会報を
読めば何があったのかすぐわかるようにすること
で皆さんの連帯感をさらに向上させること、もう
一つは後々のクラブ活動に役立つ保存資料を作る
ということです。
　会報は皆様の善意のご寄稿で成り立っていま
す。このような崇高な目的の下、「原稿下さい」
をモットーに３人で力を合わせて頑張って行きた

　「ｅクラブ」へのメークアップの仕方を会員名簿
の６項に記載してありますので、ご利用ください。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。

親睦家族活動委員会� 委員長　幸村　憲治
　Ladies�and�gentlemen!
　Boys�and�girls!
　只今ご紹介に預かりました、会員番号18番、入
会三年目の今期親睦家族活動委員長を仰せつかり
ました、幸村でございます。
　昨年度は、山下現理事の委員長の下副委員長と
してやって参りましたので、本年度も基本方針は
昨年度の方針を踏襲し、やって参りたいと思います。
　メンバーは伊藤副委員長、ベテランのバンド担
当小川会員、紅一点料理担当の山本恭瑚会員、昨
年入会の水谷会員と昨年度入会で第三の男と呼ば
れています田中和之会員という布陣で盛り上げて
参ります。
　主な行事と致しましては、既に日にちが決まっ
ています行事と致しまして。
　７月７日（火）七夕野球観戦家族会は既に盛り
上がり済ですが。
　７月28日（火）は戸田会員の歓迎と、久保さん
森田さんの送別会を三井ガーデンホテルで、行い
ます。
　９月９日（火）は創立29周年夜間例会
　12月22日（火）クリスマス家族例会
年が明けまして
　４月３日（日）花見家族例会
　６月21日（火）最終夜間例会
となっておりますので、ご予定のほどお願い申し
上げます。
　また、その間に７月28日とは別に２回ほど歓送
迎会を予定しております。
　昨年もやって参りましたが、毎月の親睦家族活
動委員会のGMを、今年も行います。
　他委員会との合同GMも多々考えておりますし、
親睦家族活動委員会のGMに参加ご希望の方がい
らっしゃいましたら、お気軽にお声掛け下さい。
　今年度も皆さんの御期待に応えられます様、ま
た毎週火曜日が待ち遠しくなります様、親睦家族
活動委員会一同で一生懸命盛り上げて参りますの
で、何卒よろしくお願い申し上げます。

プログラム委員会� 委員長　山下　哲夫
　田村副委員長と担当させて頂きます。
　卓話はロータリー活動の中で大きな時間を頂い
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員とともにこの１年間情報委員会を運営してまい
ります。
　細則にありますように、情報委員会の役目は、
全会員にあらゆるレベルのロータリーの情報を提
供して、会員の知識を向上させることに力を注ぐ
こと、とありますので、特に新入会員の方にはしっ
かりオリエンテーションを実施して、１日も早く
西南ロータリークラブにふさわしいロータリアン
になってもらうように努めたいと思っております。
　会員候補者にも情報提供をすることになってい
ますので、我々委員会の出番が回ってきますよう
に、会員増強委員会ともしっかり協力していきた
いと思っています。
　もちろん、３年未満の会員には、ロータリアン
としてより成長してもらうように、引き続き情報
提供の場を設けたいと思っておりますので、どう
かよろしくお願い致します。

職業奉仕委員会� 委員長　林　　暢也
　今年度職業奉仕委員長を拝命いたしました林で
す。
　副委員長に平石会員、佐々木宏会員を師匠とし
て活動いたします。
　職業奉仕はロータリーの原点でもあります。
　とても奥深く私自身、日々勉強の毎日となります
が、第一のミッションとして会員相互の認識を深
め、学びあい、その結果を会員の所属する企業に
おいて積極的に実践できるよう支援して参ります。
　まずはグループミーティングを年３回開催し会
員企業の企業内容の紹介と企業活動が社会にどう
役立っているかを学びます。
　また10月には「職場訪問例会」を実施し濵田会
員が名誉住職を勤める大師寺を訪問します。
　５月には会員企業から優良社員を選択し表彰し
ます。
　今年度も職業奉仕委員会をよろしくお願いいた
します。

社会奉仕委員会� 委員長　田中　朋博
　みなさん、こんにちは。社会奉仕委員長の田中
です。今年度は、三宅会員、長谷川会員、山本豊
会員の４名で社会奉仕活動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。木村会長の「世界平和に
向けできることを探していこう」という運営方針
にのっとり、当クラブの記念樹・梅＆桜、水保全
プロジェクト、点字カレンダーのこれまでの事業

いと思いますので、皆さんの応援・ご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

会員増強委員会� 委員長　宮㟢　　真
　会員増強委員会委員長の宮㟢です。委員会は副
委員長に上田会員、委員に佐藤会員の３人です。
　事業計画にも書いていますが、会員増強は会の
柱であり会員全員で取り組むという意識で活動し
ます。その為に今年度は例会でバナーを用意して
います。このバナーをごらんください「増員魂」
の中にはUとPが隠されています。是非全員で今
年の目標70名をみんなで達成しましょう。どうか
一年間宜しくお願い致します。

会員選考・職業分類委員会� 委員長　岡本　俊雄
　この度、会員選考・職業分類委員会の委員長を
仰せつかりました岡本俊雄です。
　平成14年９月９日に入会し、すでに13年が経過
しようとしていますが、この委員会は初めての経
験です。大ベテランであります岡本文治会員の助
言を受けながら、委員長の大任を果たしたいと思っ
ております。ホーム例会の常時出席もままならな
い状況ではありますが、精いっぱい頑張ります。
　本来、委員会の目的としましては、より多様な
職種からの候補者が推薦されることが望ましく、
また、委員会の役割として「会員に推薦されたす
べての人を、個人的な面から検討して、その人格、
一般的な適格性を徹底的に調査しなければならな
い。そしてすべての申し込み対する、委員会の見
解を理事会に報告しなければならない」とロータ
リーの手引きにうたわれておりますが、委員会の
現状は受け身的立場の委員会になっております。
現実には、あらかじめ作成された職業分類表にし
たがって会員増強を図るのではなく、入会した会
員を職業分類に当てはめるという、本末転倒とも
いえる状況が続いているのが現状です。その主た
る要因は社会の変化が多様化しているというこ
と、人口減少が続いているということが原因と考
えられます。このような社会環境の変化に対応し
ながら、委員会の今期の目標を推進していく所存
でございます。
　皆様のご支援とご協力をお願いし、挨拶とさせ
ていただきます。

ロータリー情報委員会� 委員長　室㟢　雅宣
　ロータリー情報委員会の委員長を拝命しました
室﨑です。副委員長の先小山会員、委員の曽里会
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クスへ、自主申告の封筒を入れさせていただきま
した。
　会員の皆さんが、会員の企業が、そして所属す
る地域が、それぞれの喜びごとや、伝えたい幸せ
な情報を積極的に発信する場となるよう、積極的
な自己申告をお願いいたします。
　例えば、お子様の進学、ご結婚、ご卒業などな
ど、またマスコミに掲載された、行事があった時
の各担当委員長さま、ボックスへ配布物を入れる
会員、歓迎会を行ってもらった新入会員さん、新
聞や経済レポートなどで黒字決算の発表があった
など、自主申告ネタは身近にあふれています。
　スマイル委員会全員で盛り上げ、スマイルの時
間を愉しい時間としていきますので、皆さま、どう
ぞよろしく。是非ともご協力をお願いいたします。

ロータリー財団委員会� 委員長　荒木　　攻
　この度、ロータリー財団委員会委員長を仰せつ
かった荒木です。
　今年度は昨年度と比較して大きな計画の変化は
ありません。
　時間がありませんので、詳細につきましては今
年度の事業計画をご参照ください。

米山奨学委員会� 委員長　石井　和彦
　米山奨学委員会の石井でございます。
　吉田会員と三好会員と３人で担当させて頂きま
すので、宜しくお願い致します。
　米山奨学委員会の任務は米山奨学事業の使命、
活動を会員の皆様にご理解頂き、支援をお願いす
ることです。具体的には寄付金を集めることと、
受け入れた奨学生のお世話をすることです。
　計画としましては
１．特別寄付、普通寄付により、16,000円以上
／人の目標を達成する。

２．本年度は前期４月より広島ＹＭＣＡ専門学
校のベトナム人留学生TRAN�THI�LE（チャ
ン・ティ・レー）さんを受け入れ、カウンセ
ラーは山下幸彦会員に引き受けて頂いた。

３．米山月間に米山奨学生の卓話を行う。（10
月13日）

４．引き続き、新規米山奨学生の受け入れとカ
ウンセラーの推薦を行う等です。

　寄付金の内訳は普通寄付の4,000円（年2,000円
×２）を会費請求し、残りの特別寄付の12,000円
は例年通り100万ドル基金と準米山功労者及び米
山功労者等の寄付でまかなおうと思っております

継続に加え、被爆70年であることを踏まえた新し
い奉仕事業「平和記念公園の早朝清掃」や、地区
補助金事業・津田子供の家のみなさんを迎えての
「ミニミニ外国の開催」など、年間６本の事業（２
ケ月に１回ペースで）を計画しております。一人
でも多くの会員の方々にご参加していただき、事
業を行っていきますので、今年度もどうぞよろし
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　俵　　雅之
　この度、委員長を拝命いたしました俵です。
　本年度は台北新東RCとの30周年共同事業の準
備のため中国語講座を計画しております。毎月１
回好漢クラブの会合にて予定しております。（詳
しくは後日例会にてご案内いたします。）
　１年間何卒よろしくお願いいたします。

青少年奉仕委員会� 委員長　寺本　真司
　青少年奉仕委員会の寺本です。本年度は宮本昇
副委員長と谷口会員と３人で活動して参ります。
事業計画にありますように、今年度も「水辺の学
習」、「心臓病の子供を守る会」の支援を継続して
いきます。また「津田子どもの家」の支援につい
ては変更した形で行うことを計画しています。
　当委員会の方針のひとつである「30歳までの青
少年世代の多様なニーズを認識し、その基本的
ニーズ、健康、人間の価値、教育、自己啓発など
を支援するプロジェクトを計画し実践すること」
に向けて着実に奉仕活動を進めていきたいと考え
ています。当委員会へのご協力、特に奉仕活動へ
のご参加をよろしくお願いいたします。

スマイル委員会� 委員長　折本　　緑
　スマイル委員会では、例年のとおり奉仕プロ
ジェクトの各委員会の活動資金として、会員の皆
様からの浄財を募ります。その目標額は、なんと
近年最高の170万円です。
　スマイルボックスチケット、会員と会員パート
ナー誕生日、創業月、入会月、結婚記念日等の紹
介は、絶対浄財として継続実施いたします。
　冷静になって計算してみますと、絶対浄財以外
に、例会一回当たり１万８千円の出宝を集めなく
てはなりません。その実現には会員の皆様のお力
が必要です。
　今年度に最低一度はお願いしたいという委員会
メンバーの切実なる願いを込めて、皆さまのボッ
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第1372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％

　田中　茂樹会員（10年）
　林本　正継会員（10年）
　林　　暢也会員（２年）
会長時間

　先週の会長時間は、東良輝RI第2710地区ガバ
ナーの「ロータリーの原点に立ち戻り、輝かしい
未来の礎を築こう」とされるガバナー信条を取り
上げました。
　本日は廣畑富雄パストガバナーの「ロータリー
の心と原点」でも取り上げられている“寛容”に
ついてスポットライトを当ててみたいと思います。
　“寛容”英語では“Torelation”
　“Torelation”の和訳は“寛容。黙認。堪忍。（国
家が許す）信教の自由。”
とあります。
　廣畑富雄パストガバナーの「ロータリーの心と
原点」の第６章に“ポール・ハリスが考える　寛
容の精神とは”があります。
　ここから「ロータリーの心と原点」の本文を引
用させていただきます。
　寛容の精神については、彼は面白いことを述べ
ています。国際ロータリーの雑誌、今は、“The�
Rotarian”ですが、スタートした時は“The�National�
Rotarian”と言っていました。その第一号に彼は、
巻頭の論文を書いている。
　広大なコロシウム（円形劇場）の座席が、ロー
タリアンで埋め尽くされている。中央にポール・ハ
リスが立つ、そして何か一言ロータリアンの大衆に
向かって叫んでほしいと言われれば、瞬時の躊躇
もなく大声で“寛容Toleration”と叫ぶだろうと述べ
ています。“寛容”は彼にとって、本当に重要な、ロー
タリーの心なのです。現在、毎年RI会長が、その
年度のモットーを提示します。ポール・ハリスの頃
は、そういう慣習はなかったが、彼のモットーは間
違いなく“寛容”であった事でしょう。では彼の言
う寛容の精神はどういうものなのでしょうか。彼は
ヴァーモント州ウォリングフォードで育ちます。そ
こに住む人々は、宗教的にまた政治的に、寛容で
あったと彼は言います。英国から宗教上の迫害を
受け、米国に苦労して移り住んだ清教徒（ピュー
リタン）の子孫です。おそらく、そこから寛容の精
神が出てきたのでしょう。考えてみるとロータリア
ンは、皆が友達になり平和に暮らすことを望んでい

ので、会員の皆様方の暖かいご支援をお願いし、
就任のごあいさつとさせて頂きます。

長期計画委員会� 委員長　佐々木　宏
　長期計画はクラブの運営や各委員会の活動の基
本的な理念や行動指針を定めたものです。
　会員に長期計画を深く理解してもらい、その目
標が達成できるように努めます。
　卓話で皆さんにより深く長期計画を理解して頂
く。
　クラブフォーラムを実施し、クラブの現状につ
いて討議して長期計画の達成度を分析する。
　今後の取進めの指針とする。

事務局管理委員会� 委員長　室﨑　雅宣
　現在、皆様のご協力をいただいているおかげで、
事務局の運営はたいへんスムーズに、問題なく推
移しております。
　これからも、このままの調子で引き続き皆様の
ご協力をいただいて、順調に運営されることを期
待しております。どうかよろしくお願いいたします。

健康管理委員会� 委員長　荒木　　攻
　会員の健康を守り、奉仕活動へのモチベーショ
ンの向上に寄与する。

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、松本西南ロータリーク
ラブのお世話により来年４～５月に長野県にて開
催される予定です。予定が決まりましたら皆様に
ご案内致しますので奮ってご参加をお願い致しま
す。また、９月８日には提唱クラブである京都西
南ロータリークラブへ表敬訪問を兼ねメークアッ
プする予定です。皆様のご協力をよろしくお願い
致します。

DONATIONDONATION
７  月 年度累計

ス マ イ ル 155,000 円 155,000 円
善 意 の 箱 15,822 円 15,822 円
100万ドル 50,232 円 50,232 円
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ます。どうしたらそういう状態がくるのか、彼は政
治的宗教的に寛容であることが何より重要だと考
えるのです。戦争は、お互いに寛容でないために
起こる。それだけではないにしても、確かに重要な
一要素でしょう。信仰が違う人々が、カトリック・
プロテスタント・ユダヤ教・など宗教が違う人々が
ロータリーで、同じテーブルにつくことができたら、
どんなに素晴らしいことだろうと、述べています。
ポール・ハリスの考える寛容は、そういう人間社会
の基本に関わる事であり、平和への道なのです。
　“平和”という言葉がたくさん出てきました。
　世界平和に向けて、我々ができることは、多く
の人が“寛容”の精神を持てる環境を作って行く
ことではないかと、今、思っています。
　本日の会長時間を終わります。
�幹事報告
　2014－15年度事業報告書・クラブ月報・B５判
会員名簿配布の案内。／次回８月４日（火）の早
朝清掃例会の回答は本日迄。未回答者は回答を。
また、食事準備の都合上、出欠変更は事前に事務
局迄連絡のこと。／例会変更。／例会終了後、月
報編集会議開催。／次週例会は７時に原爆ドーム
正面広場（広島電鉄　原爆ドーム前電停側）集合。
作業後メルパルク広島８Fへ移動し、８：15 ～
９：00例会（会場での着替えも可能）。
スマイルボックス

佐々木宏会員　７月19日の芝楽会の取切戦で優勝
しました。また、この日でもって１年間の代表幹
事の役目を無事終えることができました。あわせ
て出宝します。
長谷川大助会員　本日、歓迎会に出席できずごめ
んなさい。
奉仕プロジェクト委員会　昨日GMを行いまし
た。熱い議論の夜となりました。会費を集めた端
数を出宝いたします。８月４日早朝清掃例会にご
協力をお願いします。
田中朋博会員　７月23日の中国新聞に「けんほく
レストラン」が紹介されました。朝一、折本さんか
らのメールで知らされました！！広島県内には、庄
原・三次・北広島などにも都会からの移住など、こ
だわりのお店がいっぱいです。27件載ってます！
山本春男会員　先週の例会中、スマホが鳴りまし
た。出宝します。
出席報告
　会員数�64名　出　席�46名　欠　席�18名
　　　　　　　�来　客�� 2名　来　賓�� 1名
　　　　　　　�ゲスト�� 1名

プログラム
外部講師卓話
「平和を願う」桜プロジェクト
in　ボスニア・ヘルツェゴビナ

イピル・イピルの会　代表
� 伊藤登志子　氏
1985年よりフィリピンのバギオ市にあるイース

タースクールの教育支援をマニラで始める。
1986年より東京の大岡山ルーテル幼稚園の母親

有志により、フィリピンに自生する「イピル・イ
ピル」の木にあやかり「イピル・イピルの会」と
して受け継がれ、手作りケーキ販売バザーを行う
奉仕活動により奨学資金を作って支援を続けまし
た。又、フィリピン、ルワンダ、ボスニアの為の
チャリティーコンサートをも開催し、震災支援、
人道的支援や機材支援など多岐に亘り支援を行っ
ています。ボスニア紛争後の1998年サラエボの脳
性麻痺身体障害者協会への車寄贈によりボスニ
ア・ヘルツェゴビナへの支援に移行し2002年より
内戦で亡くなられた方々を悼み、心の癒しと三民
族が平和的に共存し復興に向う事を願うと共に
「平和の大切さ」を伝えたいと思い「平和のシン
ボル」として桜を寄贈する桜プロジェクトをボス
ニア外務省の協力を得て開始しました。
サラエボの記念碑には紛争地サラエボからいつ

の日か世界へ桜を通し平和を訴えるように「桜」
サラエボから世界へ「平和との共存」と刻みまし
た。当初はサラエボのみの寄贈予定でしたが、駐
日大使の要請を受け2010年まで５回に亘り計
1,750本の桜を三民族の主要都市サラエボ、ツズ
ラ、モスタル、バニャルカ、ビハチ、ビエリナの
６市に寄贈し、将来を担う子供達と植樹をして来
ました。
2006年以降は毎年、造園専門家を同行し管理指

導を行った結果、根付いた桜は各市で立派に成長
し人々の心を癒すまでになっています。その桜の
成長を祝い2012年には寄贈10周年記念式典をサラ
エボ市と行う事が出来、2014年からは桜が「平和
のシンボル」として贈られた事を子供達に伝える
為に桜が開花する時期の４月に「平和」を課題に
した子供絵画コンクールを開催し、入賞作品を「サ
ラエボの子供達からの平和へのメッセージ」とし
て日本国内で展示しています。
このコンクールにはイピル賞、サラエボ市長賞、

日本大使賞、JICA賞など設けていますが戦争を
体験し被爆した国民として「ヒロシマ・ナガサキ」
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掲　示　板

❖８月11日（火）
　11：00 ～　第２回理事役員会�ANAホテル4F
　13：40 ～　第２回クラブ協議会（AGを迎えて）
❖８月25日（火）13：40 ～
　公式訪問フォーラム� ANAホテル4F

８月行事予定
❖�８月４日（火）
　７：00 ～　�早朝清掃　平和記念公園内原爆

ドーム正面集合
　８：15 ～　�例会　メルパルク広島８Ｆ

「ブルートパーズ」
　11：30 ～　�創立30周年事業特別委員会

三井ガーデン「八雲」

からも平和へのメッセージを伝えたく、今年は貴
ロータリークラブのご支援により「広島平和賞」
を設立する事が出来、有難く思っています。この
賞はイピル賞と共に伝え続けて行きたいと願って

おります。
どうぞ、皆様の末永いご支援を賜りますようお

願いを申し上げる次第です。

７月28日18：30より、三井ガーデンホテル３階白鳳において、
2015－2016年度第１回歓送迎会が盛大に開催されました。
戸田会員の歓迎、そして退会される久保元会員・森田元会員の送
別とお二人のカムバックを祈念する大変有意義な時間となりました。
多くの会員の皆様にご出席を頂き、滞りなく歓送迎会が開催でき
ましたことを感謝申し上げます。次回もよろしくお願いいたします。

歓送迎会  2015.７.28（火）18：30～ 三井ガーデンホテル広島

2015-2016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
2015年７月14日

第１回 クラブ協議会

　2015－2016年度第一回クラブ協議会が、
2015年７月14日、ANAクラウンプラザホ
テルにて開催されました。
　理事・役員・役員補佐・各委員長・入
会３年未満の会員が出席いたしました。
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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㈱� Ｈ25年
児玉栄威　㈱児玉鑑定� Ｈ19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
田中朋博　㈱ザメディアジョン� Ｈ２年

日　時：2015年７月７日　13時45分～ 15時00分
場　所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島４Ｆ

「アマリリス」
出席者：木村・杉川・林本・末廣・山下（幸）・
　　　　橋本・岩田・仲田・平原・平石・佐古・
　　　　桒田
１．会長挨拶　木村会長より挨拶あり。
２．議　　事
①　創立30周年記念事業内容と予算について（協議）
　平石会員より説明あり。２本柱は、土砂災害
の可部の集会所、カンボジアの子供の寄宿舎建
設。
　カンボジア支援の予算は西南450万、台北100
万。内訳は建設費400万、自立支援金50万×３
年分。建設に取りかかっている。建築費を３万
ドルほど送金したい。
　集会所について、500万円が市から補助（３
月末）、2710地区の義援金552万円、西南と台北
が各150万円、自治会100万円を出す。
　記念事業積立から1000万円拠出し、特別事業
基金（西本初代会長が寄付）から100万円拠出
することにつき、審議されたい。特別事業基金
の残は約390万円。20年事業でも使用した。
→予算につき、記念事業積立てから1000万円拠出
し、カンボジア支援事業につき、約400万円を
ドルで送金することを決定。特別事業基金の使
途は検討。
②　合同幹事会報告（報告）
　　合同幹事会議事録のとおり。
③　ひろしま国際平和マラソン後援等について（協議）
　マラソンは後援名義使用を認めることに決定。
　手をつなぐ育成会：在広か個々に後援するの
かを会へ確認中。合同幹事会で検討。

④　８月度プログラム及び８/４早朝清掃例会に
ついて（協議）
　８／４、平和公園で清掃し、例会スタートは
８：15、メルパルクで開催し、例会変更するこ
とを決定。
　駐車場等、詳細は委員会で決める。

⑤　７月・８月の行事予定について（確認）
⑥　ガバナー公式訪問について（協議）
　テーマは会員増強、広報（公共イメージと認
知度の向上）、社会奉仕とし、３つのセクショ
ンで掘り下げることに決定。

⑦　2016－17年度ガバナー補佐推薦について（協
議）曽里会員を推薦することに決定

⑧　各理事役員報告
　クラブ管理：９月創立例会は米山・米山学
友、元財団奨学生、元会員にも案内する。どの
辺りまで声を掛けるか調整する。
　財団：米山からクラブに補助金４万円あり。
　Ｓ．Ａ．Ａ：100万ドルの頻度はどうするか。
→月１回に決定。
　（会長）第１例会はワイン、ジュースの両方
出すということで配慮されたい。
　クラブ広報：ＨＰについてリアルタイムに更
新することなどを検討。権限をどうするか。

⑨　その他
・今年度予算：特に問題なし
・RYAは青少年委員会で対応お願いします。
・クリスマス家族例会会場はANAホテルに決
定（バンドのスペースなどから委員会より希
望あり）

・青少年交換派遣学生募集は例会で案内
３．次回開催日の予定　８/11�例会前11：00 ～
４．閉会の挨拶　杉川副会長

2015-2016年度　第1回理事・役員会　議事録
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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 2 9 16 23 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 ○ ○ ○ ○ 100％
29 奥田　　實 ○ ○ △ ○ 100％
30 小川　光博 △ ○ ○ ○ 100％
31 岡本　俊雄 ○ △ △ ○ 100％
32 折本　　緑 ○ △ ○ ○ 100％

氏　名 2 9 16 23 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％
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編　集　会報資料委員会

　今年度初のクラブ会報が無事に発行
出来上がりました。プログラムの中に
理事・役員、委員長就任挨拶がありま
したので、多くの会員の皆様に原稿を

作成していただきました。お忙しいところ、たく
さんのご協力を頂き誠にありがとうございまし
た。この場を借りてお礼申し上げます。今年度、
あと11回の発行が残っておりますが、無事に発行
できるのか身が細る思いでおります。引き続き、
皆様から熱いご支援・原稿をいただけますよう、
よろしくお願い申し上げます。� （児玉）
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　去る2015年７月７日（火）広島西南ロータリークラブ七夕野球観戦家族会を開催。
　マツダスタジアムのパーティールーム２ブロックを借り切って約70名参加の家族会となった。
　木村年度となって第一回の例会日にそのままいきなりの夜の行事である。
　新親睦メンバーも気合が入る！
　当日は昼の例会前から天気は雨。当日の試合開催が危ぶまれたが、天気予報では夕方から雨は止
む予報であった。これもやはり新年度幹部の皆様の日頃の行いの賜物か！
　その上この日の予告先発は我らが広島のヒーロー元大リーガーの黒田博樹投手（背番号15番）
の中六日のローテーションにバッチリ当てはまり、一週間前の巨人戦に完封目前でサヨナラを打た
れ、敗戦投手となった悔しさを胸に抱え、試合前の練習から、遠投をしながらも、受けるキャッチャー
のミットが“バシッ！”と音を立てる。返すキャッチャーはワンバンドで黒田に返球するのが精いっ
ぱい。黒田の気迫がみなぎっている。
　巨人戦で負けた黒田はスポーツ紙に、「くやしさは忘れることができない。それを次に繋げる。
今までもそうして来た。」とコメントしている。
　また、この日のカープは４連勝、この試合に勝てばAクラス入り、そして借金を返し、勝率５分
になるという重要な試合。最近は投打もかみ合って来ている。
　しかも相手は落ち目のDeNAだ！
　この試合はオールスター前の最後のマツダスタジアムでの試合となる。
　家族会は18時開始予定であったが、５分前の角川博（広島県出身、私立広陵高校野球部出身）
の国歌斉唱終了後に木村会長のご挨拶により、家族会が開始された。
　そして18時にプレーボール！

　途中、林本直前会長の会社であるカープうどんが振る舞われた。
　やはり球場に行くと無性に食べたくなる、名物のうどん！やはり行列ができているが、直前会長の
ご厚意により、横から特別に数十杯のうどんを出して頂き、うどんを食べたメンバーもいよいよ応援
の熱が入る。

　試合は息詰まる投手戦。
　黒田も打線も気迫が空回りをしている印象ではあったが…。
　ところが、黒田は途中で降板。翌日右腓骨筋腱周囲炎と診断され、選手登録抹消で戦線を離脱。
肩の痛みをこらえて投げ抜いていたのだ。投手陣は３点以内に守り、反撃の打撃の奮起を待つ。そ
れにしても初回の２点が重くのしかかる。

　７回表に名物ジェット風船を用意。
　流石に酔っ払いに風船吹きはきついが、一人の血管破裂者も出さずに、すべての風船の準備がで
きた！そしていよいよ７回裏、カープのラッキーセブン。
　“それ行けカープ”の一番を全員で大声で歌った後、カープの反撃の期待を込めて風船を飛ばす！

　実は、当初のシナリオでは、大差をつけたカープの試合で、８回には杉川副会長のご挨拶で一旦
中締めをする予定になっていた。（杉川副会長、出番が作れず、申し訳ありませんでした。）
　しかし、最後まで２点差を何とか返すのではないかという期待の下、９回裏まで全員で声を限り
に応援をする事となった。

　残念ながら、試合は３－１で敗れたが、ハラハラドキドキの良い試合であった。
　そして、みんなで一つになって我らがカープを応援した親睦家族会も大いに盛り上がった。

　最初にスタジアムのパーティールームを取って頂いた徳納さんに感謝申し上げます。
　そして、スタジアムとの交渉、当日の準備にご尽力いただきました近松さんに感謝申し上げます。
　また、おいしいカープうどんを並ばずにご提供いただきました、カープうどん林本直前会長に感
謝申し上げます。（あの味は忘れられません！）
　天気を持たせて頂きました幹部の皆様に感謝を申し上げます。
　そして、ご参加頂き大きな声でカープの応援を頂きました、会員各位とご家族に感謝申し上げます。
　最後に、酔っぱらいながらも汗だくでお手伝いいただきました親睦メンバーに感謝申し上げます。

　黒田よ！今回もあなたの男気に元気をもらいました！あなたの遠投は忘れられません！

　今期のカープの優勝を信じつつ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幸村
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