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第1403回例会
12：00〜14：00　　　ホテル JALシティ広島

花見家族例会・懇親会
国歌斉唱・われらの生業
会長時間
本日はお花見家族例会です。
桜の花はほぼ満開です。
平和ですね。
私も、今日は孫を５名連れてきました。
今年の会長スローガンは

“世界平和に向けできることを探していこう”
ですが、２月28日に行われた、インターシティー
ミーティングの際に田中作次元ＲＩ会長様の御言
葉が、忘れられません。田中作次元ＲＩ会長の言
われるように、家庭の中に平和をまず築き、世界
平和に取り組まなければならないと思います。

今日は精一杯、家族と一緒に楽しみましょう！
�幹事報告

　会員手帳記載事項変更の連絡は事務局迄。／次
回例会は４月12日（火）。
出席報告

　会員数 65名　出　席 46名　欠　席 19名
　　　　　　　 来　客 39名

　　　　　　��裏表紙に写真掲載��　　　　　　
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第1404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
お誕生月記念記念品贈呈

　山本　　豊会員　４月１日 
　長谷川大助会員　４月10日
　石井　和彦会員　４月11日 
　仲田　淳嗣会員　４月13日
　山田　泰子会員　４月25日
　 萬歳　幸治会員　４月25日
　梶本　尚揮会員　４月26日
　 桒田　博正会員　４月29日
会長時間
今月のロータリー特別月間は母子の健康月間で

す。
2014年10月ＲＩ理事会は、重点分野である「母

子の健康月間」である４月を、５歳未満の幼児の
死亡率と罹患率の削減、妊婦の死亡率と罹患率の
削減、より多くの母子に対する基本的な医療サー

ビスの提供、保健従事者を対象とした研修、保健
ケアの提供、母子の健康に関連した仕事に従事す
ることを目指す専門職業人のための奨学金の支援
を強調する月間としました。

思い返せば、タイ・カンボジアのミッション、
ワットマイ子供の家建設お祝いの時に通った、あ
のパタヤビーチでのパラセーリング年齢制限事件
も、母子の健康にも、関わっているように思えます。

タイの平均寿命は74.1歳、方や日本は83.3歳。
平均寿命の差は9.2歳です。
タイの人から見れば、60歳以上の方は、かなり

の老人とみられても仕方ないのでしょう。おまけ
に、タイの人たちは、日本人以上に老人に対して
優しく敬意を払っているように見受けられました。

パタヤビーチの年齢制限事件は、平均寿命の差
と老人に対するタイのやさしさに起因したものと、
しておきたいと思います。我々は今、年齢制限の壁
を通り抜けることができる状態にあると思います。

さて、タイの後に訪れたカンボジアのワットマ
イ子供の家には５歳になる前の小さな子供も数人
いました。

セーブ・ザ・チルドレンのレポートを紹介します。
新生児の死亡率は世界的に減少傾向にあるもの

の、減少のスピードが非常に遅く、特にアフリカ
は他地域と比べて死亡率の削減が大幅に遅れてい
ることがわかりました。

新生児の死亡とは生後４週間以内に亡くなった
場合を指します。1990年の新生児死亡数は460万
人であったのに対し、2009年には330万人まで減
少しました。しかし、2000年以降、減少の勢いに
陰りが見えています。国連ミレニアム開発目標

（MDGs）が策定されて以来、お母さんと５歳未
満の子どもの生存率は、国際社会による女性や子
どもの保健医療への資金投入に比例して急速に向
上し、お母さんは年間2.3％、５歳未満の子ども
は同2.1％の成長が見られました。その一方で、
新生児の生存率は年間1.7％にとどまっているの
が現状です。

1990年は５歳未満の子どもの死亡率のうち、新
生児が占める割合は37％であったのに対し、2009
年は41％に増加しており、今後も増えると予想さ
れています。

ここでも、やはり貧困問題と平和が問われてい
ます。

会長時間を終わります。
�幹事報告

 ロータリーの友誌・ガバナー月信・優良従業員

（2） 2016年4月
“世界平和”に向け、できることを探していこう



推薦のお願い配布の案内。／米山梅吉記念館の館
報は受付まで。／例会変更。／例会終了後、理事
役員会開催。
委員会報告

広報雑誌委員会（友誌を読む）� 佐藤　二郎会員

�スマイルボックス
末廣浩一郎会員（10,000円）　先週土曜日に行
われた職業奉仕のGM、私の都合に合わせて日程
を組んでいただいたにもかかわらず、急な用事で
広島に帰れず欠席してしまいました。委員長をは
じめ出席者の方に申し訳なく、お詫びして出宝致
します。
田中茂樹会員（2,000円）　日曜日にTSSのそう
だったのかカンパニーに出演させて頂きました。
ふりかけ「旅行の友」が生誕100周年を迎え、皆
様のおかげと感謝申し上げます。今後ともよろし
くお願い致します。
出席報告

　会員数 65名　出　席 53名　欠　席 12名
　　　　 　　　来　客  1名　来　賓  1名
プログラム
外部講師卓話
「抜萃のつゞりについて」

� 熊平製作所　宮脇　保博氏

１．概略・変遷
　⑴　発行部数
　　 昭和６年発行の第１号は3000部、その後、発

行部数は増加の一途をたどり、現在は45万部
を印刷し、無償で配布している。

　⑵　ジャンル
　　７つの項目に分けて編集している。
２．編集手順と苦労する点
　⑴　新聞・雑誌の切り取り
　　 新聞は全国紙全てと中国新聞や中外新聞など

から選んでいる。雑誌については毎月20タイ
トルほどを読み、中には飛行機や新幹線で買
える限定的なものも含まれる。

　⑵　編集委員の評価
　　 集めた記事を社内にいる８人の編集委員が

S、A、B、Cの４段階で評価する。年３回記
事の評価を行い評価対象となる記事は300～
400になる。

　⑶　原稿の選定
　　 評価委員の評価を参考にして35点前後の記事

を選ぶ。
　　 選定のポイント：政治色がないこと。連続し

て同じ人が書いたものは避ける。内容が偏ら
ないようなるべく多くの新聞・雑誌から選定
する。ジャンルごとに３つ以上の記事を選ぶ。

　⑷　編集（割り付け）
　　 １つの記事は１行38文字、80行以内とする。

１ページ15行を目処とし、全128ページとす
る。ページの裏表は同じ行数にすることに特
に気を付ける。

　⑸　著者と出版社・新聞社からの了解
　　 著者が著作権者なのでこの了解を取り付ける

必要がある。昨今は「抜萃のつゞり」が浸透
してきたこともあり楽になってきたものの、
著者の住所を調べることが最も大変な作業。
新聞社や出版社が頼みの綱だが、教えてもら
えないこともある。また、掲載を断られるこ
とも年に数回ある。新聞社からの転載承諾は
比較的スムーズになった。

　⑹　校正
　　 毎回５回くらいは校正をする。原稿の差し替

えもここでしていく。個人さんの原稿につい
ては誤字脱字があれば修正するが、作家さん
の原稿についてはそのまま掲載する。

３．著者・読者からの反応
　　 著者の方が自身のブログで紹介してくれるこ

とがよくある。また、著者から感謝の手紙や
電話をもらうこともある。また、ラジオで紹
介された際には１週間会社の電話が鳴りやま
なかった。

　　 読者の人からも1200 ～ 1300通の礼状を頂く。
また、掲載した記事の内容についての問い合
わせを頂くこともある。

DONATIONDONATION
４  月 年度累計

ス マ イ ル 75,000 円 1,191,000 円
善 意 の 箱 11,817 円 132,931 円
100万ドル 60,858 円 483,966 円

1196号 （3）
母子の健康月間



４．今後の課題
　 近年、雑誌の廃刊が多く、新聞についてもエッ

セイが減っているため記事の収集が難しい。
　今後ともご愛読をよろしくお願いします。
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第1405回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
ご結婚記念月記念品贈呈
藤崎健次郎会員　４月12日
山下　幸彦会員　４月14日
仲田　淳嗣会員　４月20日
林本　正継会員　４月21日
徳納　武使会員　４月25日
岡本　文治会員　４月26日
萬歳　幸治会員　４月27日
会長時間
昨週より続く、熊本地震に対して、広島西南ロー

タリークラブとして、100万ドル基金から、一人
千円ずつの支出で65,000円を義援金として送りた
いと思います。

よろしくお願いたします。
本日の卓話時間は、佐藤克則会員のピンチヒッ

ターとして今田真吾様による“マイナンバーにつ
いて”となっています。

今田さん、後ほどよろしくお願いたします。
実は、今月の理事会にて広島西南ロータリーク

ラブの永久マイナンバーについて議論し、広島西
南ロータリークラブ永久マイナンバー導入が承認
されましたことをお伝えいたします。

会員名簿に記載されています、会員ナンバーは
年度ごとに少々変化しております。

ABC順でナンバーが割り当てられるため、会
員の移動によりまして、ナンバーも変化していく
わけです。

梶本パスト会長様、室崎ロータリー情報委員長
様の編纂によりまして、入会順につけた永久マイ
ナンバーで、当クラブに籍を置いた方が何名いる
かを確認できるようになりました。

東京ロータリークラブのマイナンバーを参考に
して編纂されたものです。

ロータリー情報委員会の勉強会では、すでに公
表されています。
　このたび、理事会で承認されましたので、これ以降、
順次名簿等に反映させていきたいと思っています。

因みに、私のナンバーは109番になっています。
マイナンバー１番は萬歳パスﾄ会長、マイナン

バー２番は濵田パスト会長、先月入会いただきま
した小野会員は197番。現在入会予定者がお二人
いらっしゃいます。

その方々は、198番、199番、となります。
また次の新会員さんは、栄えあるマイナンバー

200番となります。
どうぞよろしくお願いたします。
また、広島西南ロータリークラブのマイナン

バーは、税金の把握には一切関連のないことを申
し添えます。

本日の例会時間をおわります。
�幹事報告

　クラブ月報・新会員と細則改正についての案
内・会員名簿記載事項確認のお願い配布の案内。
／５月８日（日）開催　宮島桜を囲む会案内を回
覧。未回答者は回答を。／例会変更。／例会終了
後、次年度クラブ協議会開催。
スマイルボックス

末廣浩一郎会員（1,000円）　子供たちの稽古や
試合に付き合っているだけでは飽き足らず、妻と
二年前に剣道を始めました。先月の段級審査で私
と妻と長男の三人が初段に合格しました。ちなみ
に、男女とも私達夫婦がダントツの最高齢であっ
たことは言うまでもありません。優しい年下の先
生方に感謝です。
遠崎秀一会員（1,000円）　頸椎手術を３月末に
行い無事退院し、リハビリ中です。色々とご心配
をお掛けしましたが、またロータリー活動に仕事
に励みたいと思います。
遠崎秀一会員（1,000円）　熊本地震にて避難生活
を余儀なくされている皆様にお見舞い申し上げます
とともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に心
よりお悔やみ申し上げます。熊本の医療施設や介護
施設に物資の支援に週末伺う予定です。ご協力い
ただける方がいましたらよろしくお願い致します。
児玉栄威会員（5,000円）　息子がピカピカの一
年生になりました。
出席報告

　会員数 65名　出　席 55名　欠　席 10名
　　　　 　　　来　客  6名　来　賓  1名
プログラム

外部講師卓話
「マイナンバーについて」

　社会保険労務士法人サトー
今田　真吾氏

（4） 2016年4月
“世界平和”に向け、できることを探していこう
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4 業界別課題と対応 ①「建設業」

社会保険未加⼊対策とマイナンバー
 社会保険未加⼊対策・・・H24年から継続的な取組み実施

 国⼟交通省・・・建設業許可・更新時の加⼊状況確認、公共事業からの排除
 年⾦機構・・・・・ハローワークの雇⽤保険データとの突合

国交省との相互通報制度による未加⼊企業への⽂書勧奨
国税庁データにより未加⼊事業所への加⼊指導⽂書送付

⾏政機関を通じてのデータの突合作業に⼈員・時間がかかる→指導徹底し切れず

個人番号と法人番号を
活用した未加入対策

政府方針

例）
年金機構：
国税庁から法人番号を加えた
法人情報により、社会保険適用
事業所との紐付け

11

4 業界別課題と対応 ③「介護」

H27.12.15の〇〇省からの事務連絡

■「代理⼈」による申請の場合
①代理権の確認＋②代理⼈の⾝元確認＋
③本⼈の番号確認

■「代理⼈」以外による申請の場合
1) 本⼈が認知症等で意思表⽰能⼒が著

しく低下して、代理権授与が困難な場合
⇒申請書に個⼈番号を記載せずに、市町

村に提出すること
2) 代理権のない使者として申請する場合

・ 個⼈番号が⾒えないよう申請書を封筒
に⼊れて提出する(本⼈確認書類同封)

対 応

安易に 「代理⼈」にならない1

個⼈番号の収集・管理はしない2

コピーを他部⾨に使い回ししない3

「通知カード」を保管する場合は、
安全管理体制を強化

※利⽤者本⼈が保管困難
※家族等の代理⼈がいない

4
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4 業界別課題と対応 ①「建設業」
マイナンバーを活用した社会保険の未加入に対する指導強化

（出典） マイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関する検討について（第３回） 資料より

建設業界重要課題＝「担い手の確保・育成」
元請企業等による未加入指導も厳格化

企業基盤
強化の好機

3

※2015年8月
介護保険法改正、特定入所者サービス
費の支給にあたって「資産」追加

3 マイナンバーの今後

１．預⾦⼝座へのマイナンバー付番
「現役世代」で
支える社会保
障制度の限界

財源確保を、

「年齢別」から
「負担能力別」

へ

適正な「資産」
の把握で不平
等解消へ

２．医療等分野での拡充

2018年以降、

新規開設口座
を任意で付番

医療・介護の
基幹産業化
（日本再興戦略）

2020年までに
ICT化の徹底

推進

ビックデータの
活用で健康・
予防関連サー
ビスの活性化

予防接種や健
診結果のマイ
ナンバー管理

4

３ マイナンバーの今後

（出典） マイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関する検討について（第３回） 資料より

9

4 業界別課題と対応 ②「医療」

① 医療機関における保有資格の確認（オンラインによる資格確認により、
転記ミスや異動情報未確認による医療保険かご請求の削減を図る）

② 医療・介護等のサービスの質の向上等に資するもの
・健診情報、予防接種履歴の確認 ・乳幼児健診履歴の把握
・⾏政⼿続等における診断書添付省略
・保険証機能を搭載したＩＣカードに情報⼀元化

■マイナンバー利⽤が想定されている業務

① 患者：医療機関で個⼈番号カードを提⽰、登録に必要な基本情報を⽰して、
被保険者のオンライン資格確認をうける

② 医療機関：患者情報に含むマイナンバーを管理し、電⼦カルテ・レセプト等に
付加する

③ 医師：診療録や処⽅箋、紹介状にマイナンバーに関連づけられた医師資格
情報をリンクさせた署名をする

④ 調剤薬局：マイナンバー記載の電⼦処⽅箋で診療情報を共有。調剤業務の

■医療機関で想定される利⽤範囲

2

２ マイナンバーはどの様な場⾯で使うのか？

社会保険労務⼠法⼈サトー
今⽥ 真吾

業界別「マイナンバー」対応
＆

最新労務事情

1

１ マイナンバー制度とは？

⽬ 的

今までは縦割れ⾏政だったため、個⼈の紐づけが困難
でしたが、マイナンバー制度導⼊によって、どこから
でも個⼈を特定する事ができるようになります

●全国民に12桁の個人番号を付番し、個人を特定することを
可能とする

●「社会保障」 「税」 「災害対策」の分野で行政の効率化を図り、
国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する

5

３ マイナンバーの今後

（出典） ホームページ 内閣官房 社会保障・税番号制度 とくある質問ＦＡＱ 今後のスケジュールより

マイナンバーの利用は3年後を目途に検討 マイナンバーカードやマイナポータルは順次

10

4 業界別課題と対応 ③「介護」

H27.9⽉の総務省と厚労省の通知

①総務省
介護施設⼊所者の通知カードの送付先を
⼊所施設にするよう推奨
⇒施設が任意代理⼈として受領

②厚労省⽼健局⻑
介護保険⼿続き書類に個⼈番号が必要
指定24種類＋ ⾃治体独⾃の書類＋ ・・・

重要書類を安易に預かって良いのか？

利⽤者・家族・施設の事務負担増加

① 個⼈番号が必要な介護保険関係
書類の多さと頻繁な書式改正
⇒情報漏えいの危険性

②「困っている利⽤者のため」と安易な
「預かり」
⇒施設は利⽤者の個⼈番号収集
管理の義務と権利なし

③個⼈情報と特定個⼈情報の混同
利⽤者との特殊な信頼関係から、
⽇常の個⼈情報の取扱や保護に
対する意識が弱い傾向

問題点

現場の混乱

8

4 業界別課題と対応 ②「医療」

職員からの収集
・⼿渡しによる収集
・⾮常勤講師からの収集が煩雑
・各部⾨で収集後担当者へ（紙情報が多く、セキュリティ対策難）

情報管理 ・情報管理意識が⾼いのは、事務担当者（総務）
・管理すべき情報が膨⼤になり煩雑化してくる

課題 ・漏えいリスクに対する危機意識が弱い
・IT化の遅れからセキュリティ対策に難がある

病院のマイナンバー対応におけるよくある課題

取得 廃棄
収集
・

保管

利用
・

提供

□担当者 □収集⽅法とタイミング □職員への説明⽅法
□使⽤する書式等 □保管場所 □保管期限 □廃棄⽅法と時期

13

１ ⻑時間労働への監督指導強化

14

１ ⻑時間労働への監督指導強化

12

最新労務事情

1196号 （5）
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第1406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
地区大会のお願い

　地区大会幹事　　山野井秀樹　様
　地区大会副幹事　中野　忠昭　様

連続出席100%
　10年……三好　清隆会員
　９年……寺本　真司会員
　８年……杉本　清英会員
　６年……折本　　緑会員
　２年……上田　直治会員
　１年……田中　和之会員
会長時間
本日の会長時間は、先日、４月23日（土）に参加し

ました西南の集い㏌松本のご報告を申し上げます。
全国の西南と名前の付くロータリークラブの集

いでした。
久々に訪れた松本の町は、長い歴史と近代化さ

れた文化の融合する、とても心地よい町であると
感じました。

松本西南RC・岡山西南RC・京都西南RC・熊
本西南RC・鹿児島西南RC・福知山西南RC・東
京西南RC・広島西南RCの集いであります。残念
なことに、熊本西南RCは今回の地震災害のため
参加できませんでした。我が広島西南RCからは、
曽里西南の集い親善委員長、新藤さん、児玉さん、
桒田さん、徳納さん、そして木村の参加となりま
した。伊藤さんは参加予定でしたが、熊本地震災
害支援のため、キャンピングカーを急遽、熊本に
搬送するため参加できませんでした。

総参加者は80名を超え、賑やかに懇親会が行わ
れました。

懇親会の前に、全国西南の集い会長幹事会が行
われました。

各RCの現状を報告しあいました。
全国西南RCの集いの中、我が西南RCは最も歴

史の浅いクラブです。
最も歴史の浅いクラブでありますが、会員数は

最も多いクラブとなっています。
また、会長幹事会の現状報告の時に、我がクラ

ブの事業報告の多彩で充実した内容を誇りに思え
ました。これは、平素からの広島西南RCの会員
の皆さんの地についた真面目な活動の賜物である
と思います。改めて感謝申し上げます。

地区の隔たり、環境の隔たりを超え、こうして
交流会をしていくことで、自分たちのクラブの活
動を新鮮に見直すことができる機会となっている
と感じました。

今は日本全国の西南RCの集いです。いつの日
か、世界中の西南、SOUTH-WESTの集いがで
きると、面白いだろうなと思いました。

会長時間を終わります。
�幹事報告

　４月29日（祝・金）広島14RC合同懇親ゴルフ
大会が広島CC西条コースにて開催。／５月８日

（日）11：00 ～宮島桜を囲む会開催（現地集合）。
／例会変更。／次回例会はGW明け５月10日（火）。
�スマイルボックス

宮﨑真会員（5,000円）　今年もフラワーフェス
ティバルに「安芸ん堂」として出展します。３～
５日花の塔近くです。遊びに来てください。
佐藤克則会員（10,000円）　息子が中国の女性
と結婚しました。先々週例会を休んで、中国で行っ
た結婚式に参列しました。山東省西部にある地方
都市です。日本での結婚式と違って、おおげさな
ところや、いいかげんなところがあり貴重な体験
をしました。２人は広島で生活しますが、末永い
幸せを祈るばかりです。

15

１ ⻑時間労働への監督指導強化

16

１ ⻑時間労働への監督指導強化

17

２ その他の動き

2016-04-07 「同⼀労働同⼀賃⾦」提⾔の原案が明らかに（⾃⺠党⇒政府）
・非正規労働者の賃金について正社員との格差を欧州並みにすること
・パート労働者の定期昇給を正社員並みにし、手当・福利厚生の格差も是正すべき
・最低賃金は2020年頃までに全国平均1,000円にする必要がある

2016-04-05 実質賃⾦４カ⽉ぶりにプラス 0.4％増 2⽉の「毎⽉勤労統計調査〈速報値）」
・物価変動を反映させた実質賃金指数が前年同月比0.4％増 （4ヵ月ぶりのプラス）
・パート含む労働者１人あたりの現金給与総額：平均26万2,558円（前年同月比0.9％増）
・ 2015年末支給の賞与額：平均37万367円（前年比0.3％減）

（6） 2016年4月
“世界平和”に向け、できることを探していこう



出席報告
　会員数 65名　出　席 59名　欠　席  6名
　　　　 　　　来　客  3名　来　賓  2名
プログラム
会員卓話
「職業奉仕について」

　伊藤　英彦会員

職業奉仕についての卓話の時
間をいただき、改めて勉強することが出来ました。

事前のミーティングまでご準備頂いた山下哲夫
会員に大変感謝いたします。

とても高尚なお題で自分みたいな未熟な者が皆
様の前でお話させて頂くのは大変恐縮ですが、出
来る限り理解できたことをお話させて頂きます。

まず、今回の卓話資料として皆様に配られてい
た09年の深川パストガバナーの資料ですが、内容
の理解が難しいとの話がありました。

今回事前に山下会員から04年にお話しされた資
料も頂いていたのですが、こちらはより分かり易く
話されており、また、この後に09年の資料を読む
と大変理解しやすく感じました。現在はネットでも
入手不可能とのことですので、大変貴重な資料で
す。一度読まれて見るのもよろしいかと思います。

職業奉仕についてですが、ロータリーに入って
いる意味、心を磨くことなど、とても勉強になる
色々な方面からの考え方を多く学ばせて頂きまし
た。山下会員が日ごろ言われている、会社を続け
ていくこと（潰さないこと）に繋がっていること
を改めて感じました。

職業奉仕が難しいとの内容も多々ありました
が、これに関しては分かり易くする為に自分なり
の解釈をしております。

職業→自分のための金儲け。奉仕→世の為人の
ために何かをすること。エネルギーの方向が全く
正反対とありましたが、他人が自分で出来ない事

（能力＆時間など）や、お金を払ってでもして貰
いたいことが他の人の職業になっており、職業=
奉仕とも考えられると思っています。そして職業
と奉仕がイコールであるには現状への満足と感謝
が必要だと思います。

職業奉仕を本当に理解するには、まだまだ多く
の時間と経験が必要だと思います。

これからもご指導、よろしくお願いいたします。

　田村　英樹会員
「職業奉仕における個人と職業の
倫理」　伊丹RC　深川純一PG

1905年、ロータリーの創立後
25年間は素晴らしい魅力に満ち
たロータリーだった。

しかし、ここ100年のロータリーの歴史をみる
と、初期の理想を掲げ、それに燃えて行動したロー
タリーは衰退の一途である。

特に昨今、職業人の集まりにも拘らず、職業の
倫理が頽廃している。緊急の課題として職業奉仕
の中核である職業倫理を高めなければならない。

その為には（RIによって、廃止された）「一業
種一会員の原則」と「規則的例会出席の原則」の
再確認が必要。
「一業種一会員」「規則的例会出席」が廃止され

たことにより本来のクラブの親睦が図られていな
いからである。
１．ロータリーは倫理的な金儲けをすること

職業奉仕を言葉で考えると、職業とは金儲けの
手段で奉仕とは世のため人のために何かをすると
いうこと。

このエネルギーが反対方向の言葉を一つにドッ
キングさせて職業奉仕と言っているので判りにく
い。職業を営むこと、金儲けをすることが何故世
のため人のための奉仕となるのか？この一点がわ
からないと職業奉仕は永久に判らないのだ。

職業は金儲けの手段。それは自分のためであり
他人のためという考え方は存在しない。従って奉
仕にならない。奉仕をしようと思えば、職業奉仕
以外に頼らなければならない…例えば職業で得た
所得の一部を恵まれない人達に与えるとか、自分
の労力の一部を割いてボランティアをするとかし
て弱者保護をもって奉仕と考える。

ロータリーは社会福祉の範疇でこれを重視して
いるが職業の観点からは考えられない…他の奉仕
クラブはこの考え方である。（ライオンズクラブ等）

しかしロータリーは他の奉仕クラブと違い職業
を営む心も奉仕の心も同じと説く。一つの心で職
業を営み且つ奉仕する。金をもうけることが同時
に世のため人のためになると考える。言い換える
とロータリーは世のため人のために奉仕する心を
持って職業を営むべしと説く。

従ってこの考え方では必然的に職業を営むこと
即ち、金を儲けることに世のため人のためという
倫理性を要求せざるを得ない…倫理的な金儲けを
することである。
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あることに勉強になった。
　売上・利益を安定的に残していくためには、愛
情の世界が実践できるよう経営のレベルアップが
必要である。そうした経営ができるようになると
得られる信用によってお客様に支持され、結果的
に地域社会への貢献もでき、反射的効果として地
域社会も発展するということ。
　当社が現在進めているＣＳ活動（お客様満足）
にも生かせる考えである。また今100年企業とい
う言葉があるがこのような経営スタンスの上に成
り立つと思う。

　山下　哲夫会員
１．職業奉仕の位置づけ
　社会奉仕・国際奉仕との関係
　親睦との関係
　他の奉仕団体との違い
２．内容
　職業を倫理的に営む
　綱領の理解
　　有益な事業　職務の道徳的水準を高める
　　業務を通じて社会に奉仕する
　　業務を品位あらしめる
　私の理解
　 　社会に有益な仕事に従事しているロータリア

ンはその職業を高潔に営むことによって社会に
役立つ

３．具体的に
　シェルドン
　 　「自分の事業の永続性のある発展は、顧客や取

引先や従業員や下請けなど自分の周りにいる人
たちの幸福に配慮しながら、適正な利潤を確保
することによって､ 始めて得られるものである。」

　最近の理論でいうと
　　コンプライアンスは社会的要請に応える
　　内部統制はリスク管理
　　CSRは企業の社会的責任
　　コーポレイト・ガバナンス・コードは
　　　企業の持続的成長と中長期的企業価値の向上
４．最後に
　職業奉仕がわかればロータリーは卒業か
　人は初心を忘れるし、社会状況も変わる
　 そこで、誠実で頼りがいのある仲間と仕事や問題

や成功に関する情報を交換する機会として例会
　会社を苦境に陥らせることは絶対に避ける。
　親睦→社会奉仕→職業奉仕→親睦へというサイクル

倫理は職業奉仕の中核でもあり、倫理のない職業
奉仕は存在しない。

また当たり前ですが、企業が倫理的行動が実践で
きるのは企業のトップの考え次第なので、常にトッ
プがこの倫理を提唱し、経営の柱におくことが欠か
せないと感じる。

倫理がないと企業で働く人の人間的成長もできな
いし、人間的成長がないと企業の継続的発展はない
ので事業主は倫理について具体的な言葉で社内に浸
透させねばならない

そして企業で倫理を徹底していくためには、企業
で働く全員が仕事だけでなく、日常のすべての行動
にこの倫理性を持たなければならないということ。

コーポレートガバナンス・コンプライアンスを徹
底して、まっとうな経営を行うことが重要と思う。

２�．職業奉仕の根本原理は、愛情の世界の考え方
をもって打算の世界をコントロールしていこう
とする考え方である
※ 打算の世界は例えば１万円の商品と１万円の

貨幣の交換のように、売主・買主双方に利益
があるときに成立する。

愛情の世界は夫婦関係（仕入れ先、得意先等）
のように、人間関係が清算されないで常に人と人
とがあるものによって因縁づけられている世界、
いろいろな出会いがいつまでも尊重されていく世
界、そのような関係の中から尊敬と信頼が生まれ
てくる。実業家の場合は更に信用が生まれてくる。

従って長期的に安定した経営をすることができ
る。世の中に成功した実業家は必ず、愛情の世界
の原理をもって企業を経営している。

個々の取引が常に貸し借りなしに清算されてい
く打算の世界からは尊敬も信用も生まれない。

一つの売買であれば、売主と買主の間に商品と
貨幣の交換（目に見える世界）と同時に、感謝（売
主）と満足（買主）の交換（見えない世界）がな
ければならないとロータリーは説く。

ロータリーは倫理運動の立場から愛情の世界に
生きる心、即ち世のため人のための心を持って職
業を営む。結果として「信用」という保護膜に包
まれて長期的に安定した利潤を獲得する強靭な体
質の企業を作る。

打算的になりがちなところを愛情ある心の持ち方
でコントロールしていく教え。
　当社は小売業であるが、取引には見える世界（貨
幣と商品の交換＝打算の世界）だけではなく、見
えない世界（感謝と満足の交換＝愛情の世界）が

（8） 2016年4月
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1986 ～ 1987 1 萬歳　幸治

2 濵田　公璽

3 鼻岡　健次

4 平原　国男

5 廣高千歌夫

6 石井　和彦

7 石井　　裕

8 梶本　尚揮

9 川本　雅司

10 小松健太郎

11 栗原　健也

12 松林　敏雄

13 松島　道博

14 三島　正義

15 三戸　斌士

16 宮本　千歳

17 中村　哲也

18 猫本　幸雄

19 西本順次郎

20 野村　純孝

21 小笠原康夫

22 小川　雄三

23 小黒　常雄

24 岡田　国夫

25 岡本　文治

26 沖永　悦嗣

27 奥田　　實

28 大国　七蔵

29 佐々木　宏

30 白築　忠治

31 鈴川　　勲

32 玉川　　正

33 山本　　豊

34 山下　哲夫

1986 ～ 1987 35 柳田　忠英

36 菅野　光晴

37 城田　侑康

38 小野　和彦

39 天野　正彦

40 佐古　育司

41 植田　一郎

42 藤居　恒夫

1987 ～ 1988 43 栄花　治郎

44 岩村　隆文

45 木下　増人

46 小林　敏郎

47 内田　隆徳

1988 ～ 1989 48 岩崎孝一郎

49 山田　　等

50 久保田雅晴

51 和田　隆雅

52 定森　平治

53 土谷　啓二

54 杉山　　明

55 吉田　栄壮

1989 ～ 1990 56 山下　　進

57 浜本　隆彦

58 前田　英治

59 多家　芳郎

60 西山　敏幸

61 高田　和彰

62 田中　茂樹

63 佐々木照雄

64 曽我　政勝

65 菅原　寛貴

66 宇田　　誠

1990 ～ 1991 67 三谷　　満

68 平原　一彦

1990 ～ 1991 69 小川　裕通

70 藤坂　卓海

71 加藤　　寛

72 中山　忠之

73 三好　清隆

74 横山　忠司

75 井上　　茂

76 村尾　博司

1991 ～ 1992 77 高山　英彰

78 曽里　　裕

79 圓山　　廣

80 大野　　忠

1992 ～ 1993 81 比嘉　傳也

82 若山　安由

83 岡野　　彰

再入会 宇田　　誠

84 津藤　静雄

85 福間　英夫

86 金森　　清

1993 ～ 1994 87 古川　逸夫

88 宮野鼻治彦

1994 ～ 1995 89 小高　　棣

90 杉山　暢男

91 茶谷　　繁

92 小川　修示

1995 ～ 1996 93 高田　芳浩

94 今出　英雄

95 中黒　雅裕

96 佐々木典明

97 山内　　清

98 荒木　　攻

99 松井　隆章

1996 ～ 1997 100 小川　光博

101 桑原　英明

広島西南ロータリークラブ永久マイナンバー
2016年4月20日現在
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1996 ～ 1997 102 中村　富洋

103 三坂　　寛

1997 ～ 1998 104 林本　正継

105 塩見　剛太

106 谷川　　進

107 藤井　英雄

108 今井　　諭

109 木村　恭之

110 黑杭　昭夫

111 中西　正博

112 杉川　　聡

113 藤中　勝俊

1998 ～ 1999 114 青山　　裕

115 土本　重雄

116 奥田　実夫

117 谷口　公啓

118 宮本　　昇

1999 ～ 2000 119 大道　正昭

120 永井　　剛

121 後　　孝志

122 森　啓二郎

2000 ～ 2001 123 平石　雅史

124 山田　睦治

2001 ～ 2002 125 垣原　正紀

126 益井　快和

127 戸田　泰弘

128 山下　幸彦

2002 ～ 2003 129 江谷　孝明

130 廣瀬　　葵

131 石田　淑行

132 岡本　俊雄

133 萱野　照明

134 根石　英行

2003 ～ 2004 135 先小山英夫

136 木村　祭氏

137 田渕　昌孝

2003 ～ 2004 138 山本　春男

2004 ～ 2005 139 木村　　強

140 八島　　信

141 瀬戸　一清

2005 ～ 2006 142 佐藤　二郎

143 飯田　陽介

144 池久保光治

145 川﨑　　工

146 酒井　義正

147 上総　栄一

148 室﨑　雅宣

149 島崎　茂信

150 脇本　哲自

2006 ～ 2007 151 佐藤　克則

152 蔵本　　修

153 遠崎　秀一

154 小川　卓三

155 寺本　真司

2007 ～ 2008 156 仲田　淳嗣

157 俵　　雅之

158 山内　　晶

159 徳納　武使

160 杉本　清英

161 小林　純一

162 長谷川大助

2008 ～ 2009 163 片岡　純市

164 末廣浩一郎

165 松本　　智

166 山本　恭瑚

167 三浦　彰夫

2009 ～ 2010 168 石原　正人

169 岩田　智博

170 小林　史郎

171 佐々木信幸

172 森脇　幸也

173 折本　　緑

2009 ～ 2010 174 森田由美子

2010 ～ 2011 175 久保慎太郎

再入会 中村　富洋

再入会 瀬戸　一清

176 佐古　雄司

177 河野　　弘

2011 ～ 2012 178 橋本　幸範

179 桒田　博正

180 對馬　久子

再入会 松本　　智

181 新藤幸次郎

2012 ～ 2013 182 宮本　晋一

183 林　　暢也

2013 ～ 2014 再入会 濵田　公璽

184 児玉　栄威

185 田村　英樹

186 幸村　憲治

187 伊藤　英彦

188 田中　朋博

189 宮㟢　　真

190 山國　　豊

191 上田　直治

192 藤崎健次郎

2014 ～ 2015 193 三宅陽一郎

194 水谷　耕平

195 田中　和之

2015 ～ 2016 再入会 戸田　泰弘

再入会 長谷川大助

196 山田　泰子

197 小野　　誠

198

199

200

（10） 2016年4月
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カンボジア　ココンキッズロータリーハウス　事業完了報告
当事業に関しては平成28年３月27日に完成引渡式が現地で催され事業は無事

に完了いたしました。９月９日の創立30周年記念式典にはテプニメット寺院WAT 
TEPNIMITの僧侶の方をはじめ関係者数名をお招きする予定となっています。

≪支援規模≫
　広島西南RC 4,500,000円　
　台北新東RC 1,000,000円

【内訳】　　　　
　建築費 4,000,000円
　継続支援 1,500,000円（年500,000円×３年）

なお、移設のとき、銘板が黒ミカゲ石にかえられました。
ウ．平和の池・平和の灯
　【平和の池】昭和32年（1957年）８月３日建立。原
爆死没者慰霊碑を囲み、慰霊碑が浮かび上がるように
設計された池。幅17m、長さは70mあります。建設当
初は、慰霊碑の周囲三方を囲む、幅２mの池でしたが、
昭和39年（1964年）８月１日に「平和の灯」が設置さ
れた際、平和の灯設置委員会により、池の後方を幅
17m、長さ70mに拡張され、現在の形になりました。
　【平和の灯】昭和39年（1964年）８月１日建立。東京
大学教授（当時）丹下健三氏が設計したものです。台
座は、手首を合わせ、手のひらを大空にひろげた形を
表現しており、水を求めてやまなかった犠牲者を慰め、
核兵器廃絶と世界恒久平和への願いをこめています。
この火は、昭和39年（1964年）８月１日に点火されて
以来ずっと燃え続けており、「核兵器が地球上から姿を
消す日まで燃やし続けよう」という反核悲願の象徴と
なっています。平成６年（1994年）に広島市で開催さ
れたアジア競技大会の聖火に点火されるなど、各種行
事において平和のシンボルとして採火されています。
エ．平和記念像
　昭和52年（1977年）８月２日建立。全国の学童の募
金や広島商工会議所などの協力により建設されたもの
で、像は円鍔勝三氏の寄贈によります。ちょうど、原
爆死没者慰霊碑を見守る格好で、若い母親に抱かれた
子どもが平和のラッパを吹いています。製作者の円鍔
氏は除幕に際して「親から子どもへ、きのうよりもあ
すへ。三日月もやがて満月になる。新しい未来を求め
て、平和のラッパを鳴らしたい。」と意図を語りました。
オ．祈りの像
　昭和35年（1960年）８月15日建立。終戦15周年にあ
たり、「大東亜戦争」を始め幾多の困難に際して国に殉
じた犠牲者の慰霊と平和への祈りを込めた記念碑です。

　平和公園の案内看板寄付事業の今後のスケジュール
は以下の通りです。
　文化庁…………５月第３金曜日
　施工開始………６月～　　
　完成予定………６月下旬予定
　早朝清掃例会…８月２日（火）予定
　贈呈式…………９月９日創立30周年記念式典
　今月号では案内看板を設置する予定の石碑や像につ
いてご紹介します。
ア．鈴木三重吉文学碑
　昭和39年（1964年）６月、鈴木三重吉顕彰会により
建立されました。肩に鳩を乗せた三重吉の胸像の台座
は本を模しており、「赤い鳥」の文字と三重吉の好き
だった馬が彫られています。右側の少年と少女が座る
台座には三重吉の筆で「私は永久に夢を持つ。たゞ年
少時のごとく、ために悩むこと浅きのみ」の碑文があ
ります。円鍔勝三氏作。
イ．原民喜詩碑
　昭和26年11月、広島城跡に建てられていましたが、
陶板の碑面がいたんだため、昭和42年に、改装してこ
こに移設しました。
　詩人原民喜は、幟町の生家で被爆しましたが、その
前年に最愛の妻を失っていました。原爆は孤独な詩人
の心に大きな絶望感を与え、26年３月、東京で鉄路に
身を投げて、46歳の命を絶ちました。日本ペンクラブ、
広島文学協会は原民喜委員会を結成して、この碑を建
てました。碑は、東京工業大学教授の谷口吉郎氏の設
計で、表には陶芸家加藤唐九郎氏が、民喜の詩「遠き
日の石に刻み砂に影おち　崩れ墜つ天地のまなか　一
輪の花の幻」をきざんだ陶板がはめこまれています。
裏には、佐藤春夫の詩碑の記をきざんだ銅板がはめら
れています。妻を亡くし、原爆に打ちひしがれて人間の
愛を失った詩人の心に、訪れる人々は胸を打たれます。

可部山田自治会集会所　事業完了報告
当事業に関しては平成28年３月12日に竣工式

が催され事業は無事に完了いたしました。９月
９日の創立30周年記念式典には自治会長様をは
じめ数名をお招きする予定となっています。

≪支援規模≫
　　 • 広島西南ＲＣ 1,500,000円
　　 • 台北新東ＲＣ 1,500,000円
　　 • 2710地区豪雨災害支援 5,519,427円

■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　平和公園内案内看板寄付事業　

＝＝＝＝ 創立30周年記念事業　経過報告 ＝＝＝＝

■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　広島豪雨災害支援プロジェクト　

　今月の創立30周年記念事業の進捗状況を報告します。

■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　Koh Kong Kid's House Project　
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2015-2016年度　第10回理事・役員会　議事録

日　時：2016年４月12日　13時45分～ 15時00分
場　所：ＡＮＡクラウンプラザホテル４Ｆ会議室
出席者：木村、杉川、末廣、徳納、山下（幸）、
　　　　平原、梶本、仲田、岩田、佐古、桒田
会長挨拶
議事
　①合同事務局運営委員会報告
　　議事録のとおり報告。
　②創立30周年記念事業実行委員会報告
　　議事録のとおり報告。
　　・ カンボジア報告書は来週めど。最終的には

可部・平和公園と合わせて纏める。
　　・平和公園の設置は６月ぐらいか。
　③会費滞納・遅延会員への対応について（決定）
　　 ２か月滞納で、原則、理事会にて退会処理す

る内容の運用規定案を幹事が作成。
　④�新会員候補（岡本倫明氏・大内田民博氏）に

ついて（協議）
　　 承認。５月入会で準備。他にも１名候補者有

り。
　⑤�広島西南ロータリークラブの永久マイナン

バーについて
　　 入会順につけたナンバーで、当クラブに籍を

置いた方が何名いるかを確認できる。東京
ロータリーを参考にした。毎年の事業報告書
を参照し、会員手帳で修正をした。再入会し
ても前の番号をそのまま使用できる。承認。

　⑥５・６月プログラムについて（協議）
　　 年度内の予定は決定した。細則一部改正実施

日を５月31日の例会時（会員卓話前）とする
ことに決定。会費滞納の話も同日に行う。

　⑦３月度会計報告
　　 資料のとおり報告。米山奨学会寄付に不足あ

り、100万ドル・スマイルボックスから埋め
合わせすることで決定。スマイルボックスは

目標を超えた。
　⑧各理事役員報告
　　・ 社会奉仕：５月８日宮島桜の整備、食事の

予算を事前に決めておいた方がよい。
　　・ 財団：米山が例年不足するので、100万ド

ル会計等から埋め合わせる。
　　・ SAA：米山学友会賛助会員が当クラブは

１名のみ。クラブ内へ広報した方が良い。
　⑨その他
　　 復興交流館モンドラゴン建設協力依頼につい

ては寄付しないものとする。
次回開催日の予定
　５月10日（火）13：45 ～ 15：00
閉会の挨拶　杉川副会長

４月の会員記念日

山本　　豊　１日
長谷川大助　10日
石井　和彦　11日
仲田　淳嗣　13日
山田　泰子　25日
萬歳　幸治　25日
梶本　尚揮　26日
桒田　博正　29日

会員誕生日

藤崎健次郎　12日
山下　幸彦　14日
仲田　淳嗣　20日
林本　正継　21日
徳納　武使　25日
岡本　文治　26日
萬歳　幸治　27日

結婚記念日

創　業　月

パートナー誕生日
杉本　清英夫人　明　子様　３日
山下　哲夫夫人　千　春様　３日
佐々木信幸夫人　香代子様　８日
岡本　俊雄夫人　美智子様　15日
遠崎　秀一夫人　真紀子様　20日
三好　清隆夫人　淳　子様　22日

佐藤　二郎夫人　美知子様　25日
根石　英行夫人　み　さ様　25日
長谷川大助夫人　美由紀様　26日
先小山英夫夫人　和　子様　27日
幸村　憲治夫人　雅　美様　28日
三宅陽一郎夫人　久　美様　29日

萬歳　幸治　㈱萬歳経営 Ｓ44年
木村　恭之　㈱キムラ Ｓ４年
水谷　耕平　水谷・木村法律事務所 Ｈ20年
白築　忠治　㈱白築鑑定事務所 Ｓ47年
末廣浩一郎　スエヒロサガ国際事務所 Ｈ10年

入　会　月
吉田　栄壮　H１年
佐古　雄司　H23年
藤崎健次郎　H26年

田中　茂樹　田中食品㈱ Ｍ34年
山本　　豊　㈱山豊 Ｓ37年
吉田　栄壮　広島オフィスセンター Ｓ21年
山下　幸彦　広島畳材㈱ Ｈ元年
山本　春男　㈱ヤマユウ Ｈ３年

掲　示　板

５月行事予定
❖ ５月８日（日）11：00 ～
　宮島桜を囲む会 宮島包ヶ浦現地集合
❖５月10日（火）13：45 ～
　第11回理事役員会 ANAホテル４F
❖５月15日（日）13：00 ～
　地区研修・協議会 広島国際会議場他
❖５月17日（火）13：45 ～
　現次合同クラブ協議会 ANAホテル４F
❖５月24日（火）13：40 ～
　月報編集会議 ANAホテル３F例会場前
　　　　　　　　13：45 ～
　創立30周年実行委員会GM ANAホテル４F
❖５月31日（火）13：45 ～
　次年度理事役員会 ANAホテル４F

（12） 2016年4月
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広島西南RC　３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）

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

2016年5月24日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　木村恭之　幹事　末廣浩一郎
　　　　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

　４歳になった息子は武将が大好きで、

今は「安芸ひろしま武将隊」（広島城の

観光PR武将隊、歌も歌う）に夢中です。

毎朝、朝食後はiPadを操作して武将隊の動画を見

ています。話しかけても返事をしません。先日は

武将隊の歌のＣＤを購入しました。

 （桒田博正）

氏　名 1 8 15 29 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 桒田　博正 ○ ○ ○ ○ 100％
17 児玉　栄威 ○ ○ ○ ○ 100％
18 幸村　憲治 ○ ○ △ ○ 100％
19 三好　清隆 ○ ○ ○ △ 100％
20 村尾　博司 ○ ○ ○ ○ 100％
21 宮本　　昇 ○ ○ ○ ○ 100％
22 室﨑　雅宣 ○ ○ △ ○ 100％
23 宮﨑　　真 △ △ ○ ○ 100％
24 三宅陽一郎 ○ ○ △ ○ 100％
25 水谷　耕平 ○ ○ ○ △ 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％
33 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100％

氏　名 1 8 15 29 出席率
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 田中　和之 ○ ○ ○ ○ 100％
55 上田　直治 × × ○ ○ 50％
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％
63 戸田　泰弘 ○ ○ ○ △ 100％
64 長谷川大助 ○ △ ○ ○ 100％
65 山田　泰子 △ ○ ○ △ 100％
66 小野　　誠 ○ ○ ○ ○ 100％

1196号 （13）
母子の健康月間



花見家族例会・懇親会

「西南の集い in 松本」に参加して

「西南の集い」 親善委員長　曽里　裕

参加者全員で記念撮影

木村会長ご挨拶

会長幹事会

　第３回「西南の集い」が４月23日松本西南ＲＣをホストに長野県松本市内のホ
テルモンターニュで開催されました。
　全国から会員・家族含め80余名が参加し、当クラブからは木村会長をはじめ６
名で参加しました。
　懇親会に先立ち、午後５時から会長・幹事会が開催され各クラブの奉仕事業に
ついて情報交換が行われる等、有意義な会となりましたが、先般発生した熊本の地
震で熊本西南ＲＣは参加できず被害状況も心配される中、当面参加者から募金を
募りお見舞金を贈ることとなりました。一日も早い復興をお祈りするばかりです。
　懇親会では顔なじみになったメンバーも増え、松本西南ＲＣのユニークな企画
も相まって終始和やかな雰囲気のもと進行し、午後８時30分来年の再会を誓って
散会となりました。
　次年度の世話クラブは鹿児島西南ＲＣに依頼することとなりました。
　次年度も皆様のご参加をよろしくお願い致します。

４月３日


