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第1411回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌斉唱　われらの生業
�お誕生月記念記念品贈呈
　佐藤　克則会員　６月１日
　平石　雅史会員　６月３日
　對馬　久子会員　６月10日
　谷口　公啓会員　６月12日
　宮㟢　　真会員　６月17日
　折本　　緑会員　６月23日
会長時間
本日は本年度の43回目の例会です。本日が、本
年度の最後の卓話時間となります。
本日の卓話はよねやま親善大使を勤めていらっ
しゃいます楊正平（ヤンシャオピン）さんから頂
戴いたします。ピースボアランティア活動を続け
ていらっしゃって、本日の卓話テーマは“広島か
ら世界へ”とされています。
今年の会長スローガン“世界平和にむけ、でき
ることを探していこう”にぴったりの今年度の最
終卓話です。
楊正平さんには、宇部で行われました地区大会
の場で、末廣幹事と共に卓話をお願いしておりま
した。楊正平さんのスケジュールが取れず、本日
の卓話となった次第です。

西南ロータリーには同好会・好漢クラブがあり
ます。米山奨学生たちと交流活動を続けて、約20
年になります。今後の、米山奨学生さんたちのご
活躍を願っております。
また、今週の土曜日にはICU国際基督教大学で、

世界平和フェローの年次セミナーに参加してまい
ります。曽里さん、伊藤さん、伊藤さんの息子さ
んとご一緒いたします。
来週は、委員長さん退任挨拶・最終例会は理事

役員退任挨拶となります。
本年度は、第４コーナーを回って、ゴールに近

づいています。
皆様のご協力に感謝しております。ありがとう

ございました。
�幹事報告
ロータリーの友誌・ガバナー月信・インターシ

ティーミーティング報告書配布の案内。／６月21
日（火）夜開催の最終夜間例会・10月30日（日）
開催の地区大会仮登録の案内を回覧。未回答者は
必ず回答を。／６月14日（火）例会プログラムは
委員長退任挨拶。当日準備ならびに月報掲載原稿
提出のこと。欠席者は代読につき、プログラム委
員会へ連絡のこと。／例会変更。／例会終了後、
理事役員会開催。／本日18：30よりホテルJALシ
ティ広島で新会員歓迎会開催。

法書士会全国会の専務理事をお勤めされながら
の、広島西南ＲＣの幹事職、さぞ、大変であった
と思います、週に２度の上京も珍しくなく、奔走
していただきました。誠に、申し訳なく思います
のと同時に深く感謝しております。末廣さんの未
来に多くの偉業達成を感じる本日であります。
30周年がいよいよ訪れます。良い状態でバトン

タッチできた、と思います。
来年度のご隆盛を祈念いたします。
これにて退任挨拶とさせていただきます。あり

がとうございました。
� （６月21日例会　退任挨拶より）

ホッと肩の荷が下りるような、ちょっと寂しい
ような、複雑な気分です。
浅学菲才な会長の元、会員の皆様に盛り立てて
いただき、今年度を無事に終えることができまし
たこと、誠にありがとうございました。感謝の言
葉しか、思いつきません。改めて、お礼申し上げ
ます。
今年度の楽しく和気あいあいの例会、各種行事
の盛り上がりを作っていただきました、理事役員、
委員長さん、会員の皆さん、また事務局の近松さ
んに、改めて、深く感謝申し上げます。
また特に、幹事の末廣さんにつきましては、司
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“世界平和”に向け、できることを探していこう
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�委員会報告
広報雑誌委員会（友誌を読む）
� 橋本　幸範理事

出席報告
　会員数�66名　出　席�59名　欠　席�� 7名
　　　　　　　�来　客�� 5名　来　賓�� 1名
プログラム
外部講師卓話
「�広島から世界へ」

　2015－16年度よねやま親善大使
� 楊　小平氏
こんにちは。
ただいま、紹介に預かりました初代よねやま親
善大使の楊小平です。広島西南クラブのみなさま
にお目にかかる機会を与えてくださったことに心
より感謝します。
2011年に、留学生の私は、米山奨学生に選ばれ、
2012年３月まで（１年間）の奨学金支援を受けま
した。みなさまからのご支援のおかげで、学業に
専念することができ、様々な社会活動に参加する
機会も増えました。世話クラブの第2710地区東広
島21RCのみなさんが、私のことを自分の子ども
のように親切に日常を世話して頂くこと、よねや
ま親善大使になって、地区大会やクラブにてス
ピーチの機会を通して、多くのロータリアンとお
目にかかる機会が得られることで、そのたびにお
いて、みなさまの人格に惹かれ、活動のひとつひ
とつが私の心の底に貯めていくばかりです。この
場を借りて、奨学生一同を代表し、改めてロータ
リアンのみなさまに感謝の意を申し上げます。
本日の話のテーマは「広島から世界へ」です。
このタイトルには、広島が世界に向かって平和発
信している意味と、私は広島に来て世界を見たと
いう意味もあります。本題に入る前に、先日よね
やま親善対して韓国で開催されたロータリー国際
大会をお報告します。米山奨学会は、５月28日か
ら６月１日奨学会の展示ベースを開き、多くの
ロータリアンや奨学生、学友との親交を広げ、深
まったほか、28日夜に米山学友合同懇親会を開催
し、300人以上の学友とロータリアンが参加して
くれた。また、30日に米山奨学会史上初、国際大
会での分科会開催し、参加者はのべ200人だった。
こうして、米山奨学会を通して、撒いた平和と国
際交流の種が国際大会の場で友情・友愛の花を咲

かせ、日本ロータリーの奉仕は国際的に成果が生
まれている。
さて、私は2006年に留学に来日してから、広島

で９年半の年月を過ごしました。最初、広島平和
記念資料館を訪ね、原爆の悲惨さに大きな衝撃を
受けました。一方で「なぜ、原爆に関することだ
けなのだろう？」という疑問も生まれました。原
爆の記憶を継承し、平和を記念するなら、長い歴
史の中で考える必要があると考えるからです。資
料館の展示を含めて、いったいヒロシマの人たち
はどのような思いを抱え、どのように戦争を伝え
ているのか。そこが知りたくて、2008年４月から
ヒロシマ　ピースボランティアに参加しました。
資料館内の展示や公園内の慰霊碑を来館者と一緒
に回り、解説を行うボランティアガイドのことで
す。これは、おそらく、文化人類学を学んできた
ためであり、調査対象の一員となって活動する
フィールドワークにこそ、新たな発見があるとい
う考えです。人に寄り添った視点で、日中間の戦
争の記憶と継承にチャレンジしていくことが、私
なりの相互理解だと考えています。
そして、実際、ガイドを通して、最も意外だっ

たのは、日本人自身が、原爆のことをあまり知ら
ないということです。若年層はもちろん、50代、
60代といった年齢層など、戦後世代と呼ばれる人
の多くが自国に起こった歴史をほとんど知らな
かったです。しかし、戦争の記憶がいかに継承さ
れているかということは、戦争に関わった国が、
歴史を乗り越えて相互理解をする上でとても重要
なことだと思います。これは私がボランティアガ
イドを希望した最も根底の理由です。戦争は互い
にとってつらい記憶です。でも、その記憶をいか
に継承するかという点に理解し合う材料が必ずあ
ります。そこで、活動を進めていく中、様々なこ
とを体験することとなり、平和への思いを改めま
した。原爆や戦争といったテーマを扱っていると、
どうしても政治やイデオロギーといった問題が付
いてきます。でも、ボランティアとして原爆の悲
惨さを伝えていると、政治やイデオロギーでは説
明できない、人間らしい反応をたくさん見ること
ができました。被爆者から直接話を聞き、または
親族や遺族と親交を深め、彼らが原爆また戦争と
平和への思いを聞くことが出来ました。一方で、
来館者から様々な感想を聞くことも出来ました。
資料館の展示を見て泣き出す中国人もいれば、手
を合わせて祈る若い中国人もいました。その一方
で自分たちだけが被害者なのかと憤る人もいれ
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ば、犠牲者はヒロシマだけじゃない、日本から被
害を受けられたアジアもたくさんいると悲しむ人
もいました。同じ中国人でも捉え方は千差万別で
す。その中、ボランティアの立場として見られた
ことは、私にとって大変意義深いことでした。ヒ
ロシマを通してアジアを見ること、戦争体験の継
承及び平和を考える機会となっています。そのひ
とつのかたちとして、2013年３月に広島大学に『広
島平和記念資料館における原爆体験の継承の在り
方とその変容』と題する博士論文を提出し、学位
を取得することとなりました。
このように、平和への理想を果たす方法を求め
続ける中、ロータリー精神との出会いに運命が導
かれました。米山奨学生は、月１回、クラブの例
会に参加する義務があります。毎回の例会の始ま
りで必ず「四つのテスト」を讃頌しますね。「真
実かどうか」「みんなに公平か」「好意と友情を深
めるか」「みんなのためになるかどうか」。素晴ら
しい言葉です。「四つのテスト」はまさに我々の
行いの規範であり、行いそのものでもあると覚え
ます。私は、初めてこの言葉を耳にしたその時、
感動と感激を覚えました。ここに臨席の皆様は
ロータリアンになってはじめて四つのテストを耳
にし、口で讃頌したときのご感想はいかがでしょ
うか。
最後となりますが、どうしても皆様にお伝えし
たいのは、留学生の我々は大学で専門知識・技能
を学びますが、日常の経験から日本の文化・日本
人の思想を理解し、日本から世界へつながってい
きます。その中、米山奨学制度は、留学生の学業
を支えるだけではなく、日本の「精神」を教えて
います。その恩恵を受けた者として、私は、一生、
肝に銘じてその精神を継承していくと誓います。
本日は、このようなたいへん貴重な時間をくだ
さり、誠にありがとうございました。
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第1412回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和
ご結婚記念月記念品贈呈
俵　　雅之会員　６月１日
先小山英夫会員　６月１日
岡本　倫明会員　６月４日
末廣浩一郎会員　６月８日
田中　和之会員　６月16日
遠崎　秀一会員　６月20日

会長時間
先週の土曜日、６月11日にICU国際基督教大学

で、世界平和フェローの年次セミナーに参加して
まいりました。曽里さん、伊藤さん、伊藤さんの
息子さんとご一緒いたしました。
以前、我がクラブで卓話していただきましたロ

ベルタさんは、体調を崩しブラジルに帰っておら
れますが、今はすっかり元気回復されているよう
です。来年は、卒論を仕上げるために、再来日さ
れるとのことです。
ＩＣＵのキャンパスは、茂った緑が夏の日差し

をオブラートに包み、青春の息吹を随所に感じさ
せてくれていました。午後１時から始まった、世
界平和フェローの年次セミナーは７名の研究発表
が午後５時まで、ビッシリと続きました。
ダイアローグの重要性・エンパワーメントの捉

え方・ジェンダーの意味するところ、内容は少し、
抽象的で、難解なものでした。また、世界フェロー
が広島訪問をして、被爆者との直接対話をした感
想を述べられていました。ダイアローグ（対話）
の重要性、当事者の相互視点の確認、第３者行為
の役割の重要性、過去の過ちを繰り返さない為の
歴史保存の重要性を心から感じました。
また、本日ボックスに配布しましたイピルイピ

ルの会の絵画コンクール作品展示のご案内があり
ます。ご案内が遅くなり申し訳ありませんが、今
週金曜日までの開催となっています。どうぞお運
びください。
来年度の話になりますが、ボスニアヘルツェコ

ビナから絵画コンクールの受賞者の子供達に７月
５日の例会に来ていただきます。よろしくお願い
いたします。

�幹事報告
クラブ月報・イピル・イピルの会絵画コンクー

ル作品展示会案内配布の案内。／受付に設置の各
種案内について、未回答者は回答を。／今月は期

新垣平和センター長のご挨拶
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末につき、会費は必ず月内に振込のこと。／例会
終了後、月報編集会議・次年度理事役員会開催。
／次週６月21日（火）は18：30 ～最終夜間例会
開催。
�スマイルボックス

幸村憲治会員（2,000円）　先日は弊社の梶山が
優秀社員表賞を頂きありがとうございました。ま
た、先週の岡本会員の歓迎会が無事盛り上がりま
したことに感謝申し上げます。
徳納武使会員（10,000円）　ココンキッズロー
タリーハウスの件ですが、経済レポートと中国新
聞に掲載されました。これにつきましては委員会
報告させて頂きます。皆様のご協力のおかげと感
謝しております。ありがとうございました。
　現在、沖縄から北海道まで全国10か所でコンク
リートの補修について講演中で例会に参加できな
い状況です。SNSで状況報告しています。
　会員増強目標70名を達成できませんでした。責
任を感じて、一昨日、散髪屋で坊主にしてくれと
言ったのですが、「これだったら坊主頭に見える
から」と言われました。これで許してください。
１年間ご協力ありがとうございました。
スマイル委員会（14,136円）　６/７岡本倫明さ
ん歓迎会で、たばこを吸う方々からの善意が集ま
りました。
出席報告
　会員数�66名　出　席�55名　欠　席�11名
　　　　�　　　来　客�� 4名　ゲスト�� 3名
プログラム
各委員長退任挨拶
出席委員会
� 委員長　萬歳　幸治
　出席委員会は、村尾副委員長、
佐々木（信）委員の３名で担当
させて頂きました。
　１．�例会出席100%を達成す

ることができました。
　２．�メークアップに関しては、事務局を通じて

情報提供や注意喚起を行いました。
　３．�インターネットでのメークアップ方法を会

員手帳に記載いたしました。
　４．�ホームクラブでの例会に１年間100%出席

者６名に記念品贈呈
　本年度も皆さんのご協力により、例会100%出
席を継続することができ、またクラブの各行事に
も積極的に参加いただき、お礼を申し上げ退任の
挨拶とさせて頂きます。

親睦家族活動委員会
� 委員長　幸村　憲治
皆さんこんにちは！
只今ご紹介に預かりました、

会員番号18番、入会三年目の親
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。
今年度も、山下理事のご指導の下
７月７日（火）七夕野球観戦家族会
７月28日（火）戸田会員の歓迎と、
　　　　　　　久保さん森田さんの送別会。
９月９日（火）創立29周年夜間例会。
11月26日（火）長谷川会員と山田会員の歓迎会
12月22日（火）クリスマス家族例会。
年が明けまして
３月29日（火）小野会員の歓迎会と
　　　　　　　林会員の送別会。
４月３日（日）花見家族例会。
　　　　　　　何とか天気が持ってくれました！
　　　　　　　�二次会の最後は私は記憶を無く

しておりました！
６月７日（火）岡本会員の歓迎会。

と年間４回の歓送迎会と定例行事をこなして参り
ました。
あとは来週６月21日（火）最終夜間例会を残す

のみとなりました。
また、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、親睦メン
バー同士のまずは友情を育んで参りました。
私のわがままをお聞き入れ支えて頂きました山

下理事に感謝申し上げます。
メンバーの伊藤副委員長、次年度はいよいよ委

員長です、満を持しての登場です。是非とも頑張っ
てください。期待しております。
大先輩の小川会員には、軽音楽同好会を立ち上

げて頂き、クリスマス会は大いに盛り上げて頂き
ました。本当にいろいろお世話になりました。
山本恭瑚会員には裏方として、毎月のＧＭの会

場のご提供や二次会情報などご提供いただき、会
員のみならずご夫人の親睦活動にもご尽力いただ
きました。ありがとうございました。
また水谷会員は自発的にゲストの方々をお席に

ご案内頂く事をして頂いていたのも、皆ちゃんと
見ていましたよ。ありがとうございました。
サード田中、田中和之会員いよいよ次年度は副

委員長です。足の骨は折らずに、伊藤さんを支え
て仕事で骨を折って下さい。期待しています。
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今年度入会の山田会員は毎回のＧＭを楽しみに
して頂き、独特の雰囲気で盛り上げて頂きまし
た。次年度スマイル委員会よろしくお願いします。
また、同じく本年度入会の小野会員はホテルマ
ンとしてのその華麗な身のこなしと、度胸、そし
てたぐいまれなるパフォーマンスで、親睦家族活
動委員会を大いに支えてくれる逸材として期待し
ております。
そして、先月入会の岡本会員とは未だ数週間の
お付き合いですが、早速先週来客紹介を堂々とこ
なして頂き、安心しているところでございます。
次年度も頑張ってください。期待しております。
皆さん本当にありがとうございました。親睦の
友情に感謝申し上げます。
そして、事務局で裏方として支えて下さった近
松さん、本当にお世話になりました。どんなに感
謝しても感謝しきれません。
最後に楽しく、暖かい気持ちで親睦家族活動委
員会を支えて下さった、木村会長以下、広島西南
ロータリークラブ会員皆様に感謝を申し上げます。
来週の最終夜間例会、９月９日の30周年とまだ

まだ続きますが、引き続き何卒よろしくお願い申
し上げます。
ありがとうございました。

プログラム委員会
� 委員長　山下　哲夫
田村副委員長と担当しました。
外部卓話が多かったのですが

充実した卓話が多かったと思い
ます。卓話講師の紹介をしてい
ただいた会員に感謝いたします。
また、試みとして職業奉仕について会員卓話を
行いました。次年度は会員卓話を少し増やすこと
になりそうです。

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。
今年度は佐藤二郎副委員長と二
人で一年間努めてきました。
毎月第一例会では入会３年未
満の方を中心に「ロータリーの友」の気になった
記事を発表して頂きました。近年継続的に行って
おり会員の方にも定着してきたと考えます。入会
３年未満の方に発表して頂くことで若い方にも
「ロータリーの友」の啓発ができました。来年度

も委員長を佐藤二郎会員に引き継いで頂き継続す
る予定です。
クラブの広報としては当クラブで行った奉仕活

動を積極的に「ロータリーの友」へ投稿しました。
平成27年12月号に“平和公園の早朝清掃”、平成
28年３月号に“子供たちと「ミニミニ外国」を体
験”が掲載されました。特にミニミニ外国は横組
みの特集記事として大きく取り上げられました。
その後も山田集会所の再建、ココン子供の家建設
など投稿しています。
また、今年度は公共イメージの向上を目指し、

ニュースレターを作成しました。新しく見易い書
式に統一し、広島市役所の記者クラブに投函しま
した。平和公園の早朝清掃についてはテレビ局２
社の取材があり、効果を確認することができまし
た。30周年記念事業などにも恵まれ充実した委員
会活動ができたと思っています。皆さんの協力で
何とか任期を全うすることができました。ありが
とうございました。

会報資料委員会
� 委員長　児玉　栄威
みなさんこんにちは。会報資

料委員長の児玉です。
一年間、ありがとうございま

した。
今年度の会報資料委員会は奥田副委員長、山國

さんと３人で頑張って参りました。
会報は毎号なんとか翌月内に発行できました。

また、行事についてもできるだけ多く参加し、会
報に掲載できますようやって参りました。
また奥田副委員長の提案により、10月号からは

次年度の30周年記念事業の特集枠を作りまして各
事業の進捗状況を掲載して参りました。また山國
さんが戦場カメラマンのように最前線から写真を
撮ってくれたのでいいものをたくさん掲載できま
した。
私なりに大きな達成感を感じています。
また皆さんに助けて頂いたこともたくさんあり

ました。
毎週弾丸ライナーで会長時間を送っていただき

ました木村会長、また、原稿の収集にご協力いた
だきました田村さん、校正チェックにご尽力いた
だいた近松さん、そして原稿を作っていただきま
した全ての方に心より御礼申し上げます。
今週分もよろしくお願いします！
やっとここ最近段取りになれてきたと感じてい
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ますが、名残惜しいことにもう最終号を残すのみ
となりました。もう一度会報をさせて頂きました
らもっとうまくやれるとは思います。どうかまた
20年後くらいにお願いしたいと思います。
一年間本当にありがとうございました。

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崎
です。昨年の７月委員長就任の
あいさつで、
１、� �会員増強は会の柱であ

り会員全員で取り組みましょう。
２、� �バナーを作成しますので常に会員増強を

意識しましょう。
という話をさせていただきましたが、皆様の高い
志により今年度65名と純増３名となりました。本
当にありがとうございました。この70名という目
標は次年度に引き継がれることになりましたが、
次年度の上田委員長は絶対達成してくれると思い
ます。
どうか皆さんの力を来年もお貸しください。
一年の中で一番印象に残ったのは「会員増強
フォーラム」でした。会員増強というテーマでは
ありますが、この会の歴史や今に至る過程など入
会年度の古い会員の話を聞けたのは私にとって財
産になりました。
最後になりますが、常に適切なアドバイスを頂
きました徳納理事、頼りない私を支えてくれた上
田副委員長、佐藤委員、本当にありがとうござい
ました。
一年間ありがとうございました。

ロータリー情報委員会
� 委員長　室㟢　雅宣
今年度ロータリー情報委員会
の委員長の室﨑でございます。
今年度は副委員長の先小山会
員と委員の曽里会員の３人でこ
の委員会を運営してまいりました。
当初の計画通り、３年未満で特に１年目会員対
象の勉強会と、全会員対象のＧＭ、新入会員への
オリエンテーション等を実施することができまし
た。
この勉強会においては、西南ロータリークラブ
の創立から現在までの在籍者の調査をするにあ
たって、創立会員の梶本パスト会長の貴重な資料

を参考にさせていただき、また助言もいただくな
どたいへんお世話になりました、この場をお借り
して御礼を申し上げます。
また、数度にわたるＧＭ等に出席していただい

た各会員の皆様にも御礼を申し上げたいと思いま
す。有難うございました。
なにより、この委員会は私にとって、人に情報

提供する立場、使命から、今まで以上にロータリー
について勉強をする機会を与えられ、そしてより
知識を習得することができましたこと、たいへん
有難く思っております。
今後もこれを糧の一つとして、ロータリー活動

に活かしていきたいと思っていますので、どうか
よろしくお願いいたします。この一年間、有難う
ございました。

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６つの
プロジェクトを実施させていただきました。本年
度の木村会長のスローガン「“世界平和”に向け
できることを探していこう」のもとに、被爆70年
を迎えた年に「平和記念公園の早朝清掃活動」を
新しい取り組みとして行いました。世界平和を掲
げる上で、大切な情報発信の場でもある、公園内
の記念碑や周辺清掃こそ、広島にあるロータリー
クラブだからこそできる社会奉仕活動でした。
そのほか、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
継続に加え、３年連続となる地区補助金事業で津
田子供の家のみなさんを迎えて「ミニミニ外国の
開催」など、多くの会員の方々にご協力・ご参加
していただき事業を実施することができました。
本当にありがとうございました。

国際奉仕・台北新東RC親善委員会
� 委員長　俵　雅之
１年間ありがとうございまし

た。
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きました。
実施事項としましては、米山記念奨学事業の使

命、活動を会員の皆様にご理解頂き次の活動を実
施しました。
１．�寄付目標１人16,000円以上に対し16,246円
と目標額を達成しました。

２．内訳　　
　　普通寄付� 264,000円
　　特別寄付� 350,000円
　　100万ドル基金より� 382,000円
　　スマイルより� � 60,000円�
　　　　合　　計� 1,056,000円
３．�特別寄付は４名（山下哲夫会員・戸田会員・
岩田会員・石井会員）の方にご協力頂き、
米山功労者になられました。

４．�前期４月より、ベトナムから来日され広島
YMCA専門学校で勉強中のチャン・ティ・
レーさんを当クラブ20人目の米山奨学生と
して迎え、山下幸彦会員にカウンセラーを
して頂き３月に無事卒業されました。山下
会員には一年間、誠に有難うございました。

５．�10月の米山月間にチャン・ティ・レーさん
に「平和の大切さ」のテーマで卓話をして
頂きました。

チャンさんにはこれから益々勉学に励み、母国
に戻りその発展に尽くし、母国と日本の架け橋
なって様々な活躍をして頂きたいと思います。
会員の皆様には当委員会の活動に対し温かいご

支援、ご協力頂き誠に有難うございました。
次年度も引き続きご支援を宜しくお願い申し上

げ、退任の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
３月８日（火）に「長期計画

について」と題して卓話を行い
ました。
広島西南RC長期計画は当ク

ラブの目標であるビジョンを示し、その目標を達
成するための基本的な考え方行動指針を表した重
要なものであり、会員の皆様に今一度理解を深め
て頂きました。

健康管理委員会� 委員長　荒木　　攻
今年は会員の皆様はこの１年間元気で過ごされ

たようです。
委員会では12月に「脳卒中の予防について」と

青少年奉仕委員会
� 委員長　寺本　真司
１年間ありがとうございまし
た。

スマイル委員会
� 委員長　折本　　緑
恒例になった、楽しい楽しい
ハイテンションと池久保委員の
鐘鳴は、満喫していただけたで
しょうか。山本春男副委員長、
白築委員、池久保委員とで力を合わせ、全員参加
で一年間頑張りました。
本年度の奉仕プロジェクト各委員会の活動資金
は、例年に無い大きな金額となり、たいへん当惑
しておりましたが、会員の皆様からいただいた浄
財は、見事に目標額の170万円を超え、近年にな
いとお褒めの言葉を頂戴するほど集まりました。
会員の皆さまの積極的な自己申告に支えられ成
し遂げることができました。初めての委員長の経
験でしたが、こんなにも温かく爽やかな気持ちで
終えることができて幸せです。ご協力いただきま
したことに、深く深く感謝いたします。

ロータリー財団委員会
� 委員長　荒木　　攻
財団委員会では、例年の通り
ポリオプラス、年次基金寄付を
実行し、又、児玉会員にポール
ハリスフェロー、池久保、室崎、
岡本（俊）各会員にはマルチプルフェローになっ
ていただきました。恒久基金寄付には木村会長に
お願いする予定です。
11月のロータリー財団月間には、地区財団委員
長の伊賀訓之さんに「昨今のロータリー財団につ
いて」と題して卓話をしていただきました。
皆様の１年間の御協力、ありがとうございまし
た。

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。
副委員長の吉田さん・委員の
三好さんの３名で担当させて頂
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け、できることを探していこう」と、させていた
だいておりました。
この１年間、多くの行事と、多くの卓話の中に、

この題材に沿ったものを織り込みさせていただき
ました。
少し振り返ってみます。

　・�廣畑富雄パスト会長の「ロータリーの心と原
点」Back�to�Basics

　・�渡辺白泉の“戦争が廊下の奥に立っていた”
の名俳句

　・�被爆70周年を記念した広島県立美術館での
「戦争と平和展」

　・�平和公園での早朝清掃とその後の例会
　・�池上彰さんの「世界から戦争が無くならない
本当の理由」

　・�入江昭ハーバード大学名誉教授「力の論理を
超えて」

　・�ギリシャの歴史学者トゥキディデスの名著
「戦史」

　・�ノルウェーの平和学者ヨハン・カルデュング
博士の積極的平和論

　・�昨年11月13日のパリ同時多発テロ
　・�世界平和フェローロベルタさんの卓話work�
for�piece（平和のために活動するということ）

　・�「世界は風に始まり風に終わる」というショー
ナカとアビプラタリの禅問答

　・�ＩＭのテーマ「奉仕を通じて平和を」被爆70
周年の節目によせて

　・�カンボジア、ワットマイ子供の家の引き渡し
式

　・�Ｋ.Ｒ.ラビンドランＲＩ会長の述べられた「平
和は誰かが運んでくるものだと期待してはな
らない。平和は社会の土台となる草の根レベ
ルで築かなけければならない。」

　・�オバマ大統領の広島訪問。
　・�楊小平（ヤオシャンピン）さんの“広島から
世界へ”の提言

等。様々なことを取り上げてまいりました。
「“世界平和”に向け、できることを探していこう」
私としての小結論は“寛容の心”です。“寛容

の心”を自分自身にも言い聞かせ、広げていく努
力を微力ながら、辛抱強く続けていこうと思って
います。
６月11日午後９時のＮＨＫスペシャル“私たち

のこれから#不寛容社会”と題された番組を拝見
しました。多くの方も見ておられたと思います。
ロータリークラブでは、“寛容”という言葉を

題して私が卓話をさせていただきました。５月に
は主として脳卒中、心臓病、癌についての健康診
断を行ないました。癌の検診には５名が受けてお
られます。

西南の集い親善委員会
� 委員長　曽里　　裕
本年度は昨年９月の京都西南
ロータリークラブへの表敬訪問
を兼ねたメークアップと本年４
月23日に開催された「西南の集
いin松本」に参加し、情報交換を行うとともに懇
親を深めてまいりました。両行事とも木村会長を
はじめ６名で参加致しました。
ホテルの手配から行程の立案までご尽力頂いた
新藤副委員長をはじめ、参加頂いた皆様に感謝申
し上げますとともに、次年度は福知山西南ロータ
リークラブのお世話で「西南の集いin福知山」が
開催されますことをご報告し退任のご挨拶と致し
ます。

創立30周年記念事業特別委員会
� 委員長　山下　哲夫
国内支援として広島豪雨災害支援としての山田
自治会集会所再建工事が完了しました。
海外支援としてカンボジアココンキッズハウス
が完成しました。今後は数年間教育支援を行う予
定です。
平和公園内外国語案内看板も近々完成します。
皆さんご協力有り難うございます。特に､ 岩田
さん、徳納さん、田中朋博さん有り難うございま
した。

6
� 21

第1413回例会
18：30〜20：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長賞
　折本　　緑会員・山本　春男会員
　池久保光治会員・白築　忠治会員
ホーム例会皆出席100％
　山本　　豊会員（２年連続）
　岩田　智博会員・木村　恭之会員
　桒田　博正会員・佐々木信幸会員
　佐古　雄司会員
会長時間
本日が、本年度最後の会長時間です。
本年度の会長スローガンは、「“世界平和”に向
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を申し上げ、簡単ではございますが、副会長の退
任挨拶とさせて頂きます。有難うございました。

直前会長　林本　正継
今年度一年間、直前会長とし

てお世話になりました。
振り返りますと会長ノミ

ニー・エレクトに始まり今年度
まで３年半の長きに渡り皆様に
は大変お世話になりました。お蔭様ですばらしい
経験と学びを得る機会をいただくことができまし
た。心より感謝を申し上げ退任の挨拶とさせてい
ただきます。

幹事　末廣浩一郎
幹事の末廣です。まずもって、

無事にこの日が迎えられました
ことにつき、皆様に感謝を申し
上げたいと思います。
さて、既にご存知のこととは

思いますが、私は今、東京勤務となっております。
そもそも木村年度は私が司法書士会の中国ブロッ
ク会長を退任した直後の年度のことでもあり、ま
た私はブロック会長を退任した後にはそのまま東
京の連合会の役員として選出されるということが
予想されておりましたので、最初に木村会長から
幹事職のお話をいただいた時には、それは物理的
に無理だと思います、とお断りをいたしておりま
した。ただ、その時点では、連合会の理事が予想
されるとはいえ、おそらくそれほど重職ではなく、
月に何度か東京に行く程度で済むであろうと予想
しておりましたので、どこかの委員会の委員長に
さえならなければ、例会自体はメークアップを組
み合わせて何とかなるだろう、と考えている状態
でありました。
何度も、幹事は無理です、とお断りをしていた

のですが、しかしその後も、パスト会長の方々か
らの熱心な説得が続き、また木村会長はといえば、
ニッコリしながら「そのために副幹事がいるんで
すから。まぁ、何とかなりますよ、末廣さん！」
といつもの調子でとても憎めないし…。私の状況
を理解していただき、その上でそこまで望まれて
おられるなら、わかりました私もできるだけのこ
とをしましょう、と決心をしてお引き受けした次
第です。但し、私が色々と対応できない場合も多々
あると想定されるため、副幹事は是非二人お願い
したい、と条件を付けさせていただきました。結

多用します。
先々週に参加したＩＣＵでのロータリー国際セ
ンター年次セミナーでも“寛容”の言葉は多く使
われていました。
しかしながら、現代、多くの寛容が隠れてしまっ
ているように思えます。
“人は皆、もともと不寛容な心を持っています。”
脳科学者、中野信子先生は言われます。「人間は
基本的に不寛容な動物である。寛容であらねばな
らないと常に自分自身に言い聞かせていなければ
ならないほど不寛容である。」
ＮＥＴ社会の今、“寛容さ”も“不寛容さ”も
以前よりも加速度的に広がっています。ＮＥＴで
炎上する光景は、よく見かけることです。
これも、加速度的にＮＥＴで広がる、不寛容さ
によるものと思います。
か細い“寛容の心”を慈しみながら、しっかり
と“世界平和”に向け、草の根レベルで力となり
たい、と思っています。
この辺りで、私の会長時間を終わりとさせてい
ただきます。
１年間、ありがとうございました。
�幹事報告
　７月プログラム配布の案内。７月卓話は、７月
５日理事役員就任挨拶・７月19日委員長就任挨拶
を予定。当日発表ならびに月報用記事提出の準備
を。／次週例会は休会、新年度は７月５日スター
ト。
出席報告
　会員数�66名　出　席�58名　欠　席�� 8名
プログラム

理事役員退任挨拶
副会長　杉川　　聡
木村会長の下、１年間副会長
を務めさせて頂いた杉川です。
本当にあっという間に１年が
経ってしまったと言うのが本音
です。木村会長が「“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
ガンに従い、平和に拘った運営をされ大変参考に
なりました。次年度は、30周年と言う大きな区切
りの年になりますから、本年度の木村会長の運営
から学んだ事を参考にさせて頂き、きちんと運営
をさせて頂きたいと思っております。
今年一年、皆様に色々ご指導頂いた事に感謝さ
せて頂くとともに、次年度の運営に対しても本年
と変わらぬようご協力頂きますよう心よりお願い
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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、皆様のご協力をお願いし
ますと申し上げましたが、原稿の作成など様々な
点で十分にご協力をいただき、深く感謝しており
ます。１年間ご協力いただきまして、ありがとう
ございました。

理事（奉仕プロジェクト委員長）
� 岩田　智博
職業奉仕、社会奉仕、国際奉

仕、青少年奉仕、スマイル委員
会の各委員長及び委員の皆様の
ご協力により、予定していた事
業を実施することができました。
本年度の奉仕プロジェクトは、委員会の枠にと

らわれず全体で事業を進めていきました。
「平和記念公園早朝清掃」の新たな取り組みを
かわきりに、「地区補助金事業」ミニミニ外国には、
たくさんの会員に参加していただき、30周年実行
委員会と台北新東RCの連携で、広島豪雨災害支
援、カンボジア孤児支援に参加し、楽しい楽しい
スマイルの時間など、各事業を進められたのは、
委員長、委員の皆様、参加していただいた会員の
皆様のお力によるところであります。ありがとう
ございました。心からお礼申し上げ退任のあいさ
つとさせていただきます。

理事（財団委員長）�仲田　淳嗣
ロータリー財団委員会は荒木

委員長、根石副委員長、田中（茂）
会員そして米山奨学委員会は石
井委員長、吉田副委員長、三好
会員の体制で当初の事業計画達
成に向け活動してまいりました。
ロータリー財団ではポリオプラス支援が一人当

たりこれまでより20ドルアップとなりましたが皆
様から寄付をいただくことができ、年次基金では
ポールハリスフェローに１名、マルチプルフェ
ローに３名の会員に、また恒久基金では会長にベ
ネファクターになっていただきました。そして昨
年度に引き続き、地区補助金活動として「津田子
供の家の子供達の国際文化交流体験プロジェク
ト」が広島マリーナホップにて実行されました。
そしてロータリー財団月間では地区の伊賀委員長
に卓話をいただき財団の意義、知識を深めること
ができたと思います。また、米山奨学委員会では
米山功労者に４名の会員になっていただきまし

果的にはそれが大変良かったのですが…。
木村年度の開始直前、想定どおり司法書士の連
合会の役員に選出されたのですが、想定外だった
のは東京の常勤役員となったこと。そのため、私
自身もとても大変だったということはもちろん、
木村会長をはじめ事務局の近松さんにも、そして
もちろん佐古さん、桒田さんという二人の副幹事
にも、多くのご迷惑をおかけしたものと思いま
す。結局のところ、こうして最終夜間例会を迎え
られたのも、木村会長、近松さん、佐古さん、桒
田さんに様々にフォローしていただいたおかげと
感謝しています。本当にありがとうございました。
また、林本直前会長、杉川副会長を始め、一年
間絶大なご協力をいただきました理事役員のみな
さま、一年間無事にクラブ運営ができましたのも、
すべてみなさまのおかげです。本当にありがとう
ございました。
そして最後に、木村年度の執行に多くのご理解
とご協力をいただきました会員のみなさま方、本
当にありがとうございました。次年度は西南ロー
タリークラブの30周年という記念すべき年度で
す。杉川会長のもと、みなさまと結束してこの記
念すべき年度を祝いたいと思います。
次年度もどうぞ宜しくお願いいたします。

理事（クラブ管理運営委員長）
� 山下　幸彦
今年度は、出席委員会の萬歳
委員長、親睦家族活動委員会の
幸村委員長、プログラム委員会
の山下哲夫委員長と各委員会の
委員の皆様が、活発に活動されたおかげで全ての
行事を無事に取り終えました。
木村会長以下三役、会員皆様の多大なご協力の
成果と思っています。
ありがとうございました。

理事（クラブ広報委員長）
� 橋本　幸範
クラブ広報委員会の橋本です。
広報雑誌委員会の杉本委員
長、会報資料委員会の児玉委員
長をはじめ各委員の方のご尽力
のおかげをもちまして、１年間クラブ広報委員長
を務めることができました。ありがとうございま
した。
また、昨年の就任挨拶におきまして、当委員会
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また、会員皆様や事務局の近松さんには大変ご
協力をいただきましてありがとうございました。
同じ副幹事の桒田会員と一年間役割分担をし、

私は通常例会の進行をいかに、スムーズに段取り
良く進められるか、という事を中心とした役割で
した。
会長の点鐘から始まり、点鐘で例会を終えるの

ですが、その間の調整が一番苦労した事でもあり、
勉強にもなりました。
13時から内部や外部の卓話が始まるまでに、

ロータリーソングや来客紹介、会員お誕生日祝い
や、結婚記念祝いなど前半の行事がありつつ、後
半は会長時間や、幹事会務報告、委員会報告やス
マイル委員会など、時間の予測が違えば、すぐ13
時目前でした。
毎回ひやひやしながらの進行でしたが、大変勉

強になりました。
また例会以外では、理事役員会にも参加させて

いただいたことは大変貴重な時間でした。
西南ＲＣの一年間の動きが外堀からですが、良

く理解できました。
あらためて、一年間ありがとうございました。

副幹事　桒田　博正
今年度、副幹事を担当しまし

た桒田です。
木村会長、末廣幹事のご指導

の下、佐古さんと一緒に一年間
副幹事を務めさせていただきま
した。
初めての役職で戸惑うことばかりでしたが、会員

の皆様のご理解とご協力により、何とか最終例会
を迎えることができました。心より感謝いたします。
会員の皆様のますますのロータリー活動の充実

と健康を祈念して、退任の挨拶とさせて頂きま
す。ありがとうございました。

退会挨拶� 山本恭瑚会員
西南ロータリークラブに７年

強お世話になりました。どうも
ありがとうございました。

た。そして、チャン・ティ・レーさんを米山奨学
生として迎え、山下（幸）会員にはカウンセラー
として大変お世話になりました。
会員の皆様のご理解とご協力に感謝とお礼を申
し上げます。

Ｓ．Ａ．Ａ．　�平原　一彦
今年度は、新藤幸次郎副委員
長と藤崎健次郎副委員長の３名
で一年間努めてまいりました。
年度の方針を、「秩序ある例
会運営に努める」として皆様に
種々お願いをしました。一つに、卓話中の私語を
慎む。一つに、席次が固定しないよう適時席次を
指定しました。皆様のご理解とご協力により概ね
所期の目的を達成することができました。　
また、毎月一回100万ドルの食事を実施し、そ
の収益金の一部をポリオ寄付や米山特別寄付に充
当することができました。改めて会員の皆様のご
協力に感謝申し上げます。
さて、来年度のＳＡＡを担当するのは濵田会員
です。濵田会員は、チャーターメンバーであり、
パスト会長として経験豊富で、また、善意の箱を
発案されるなど沢山のアイデアをお持ちです。
来年度は今年とは違った切り口で新たなＳＡＡ
像を造られると思います。
濵田会員、次年度ＳＡＡ担当となられる会員に
エールを送り退任の挨拶とさせていただきます。
一年間有難うございました。

会計　梶本　尚揮
会計を担当いたしました梶本
です。
30周年を迎えて記念事業を行
う緊張感に満ちた年でしたが、
クラブ運営会計におきましても
適正に会計事務が行われましたのは、近松事務局
員、会員の皆様のご協力によるものです。杉川会
長年度に決算報告を致しますので、宜しくお願い
致します。この一年、有難うございました。

副幹事　佐古　雄司
先ずはじめに、木村会長、末
廣幹事のサポート役として一年
間副幹事の役割をさせていただ
いたことに対し、大変感謝しま
す。
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＝＝＝＝ 創立30周年記念事業　経過報告 ＝＝＝＝
　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　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　　平和公園内案内看板寄付事業　

　広島市より案内看板設置及び工事に関する許可
が下りました。
　現在は案内板の文言について市の方で審査及び
校正が行われています。案内板の記載内容がまと
まりましたら、案内板の作成、設置工事という流
れになります。審査状況によりますが、完成は概
ね８月上旬の予定となっています。
　なお、広島市担当者によりますと「赤い鳥文学
碑」の案内板について中国新聞から取材要請が来
ているそうです。

２
０
１
６
年
（
平
成
28
年
）
６
月
４
日　

中
国
新
聞
掲
載

広域公園　梅林管理活動 ６月25日（土）
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2015-2016年度　第12回理事・役員会　議事録

日　時：2016年６月７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、林本、橋本、岩田、
　　　　仲田、平原、梶本、佐古、桒田
会長挨拶
議事
　①地区研修・協議会報告
　　次年度の方向性について確認がされた。
　②新旧引継正副会長幹事会報告
　　�５月26日リーガロイヤルホテルで開催され
た。

　③創立30周年記念事業実行委員会報告
　　・カンボジアの件が中国新聞に掲載された。
　　・�平和公園案内板はフォント検討中、石は

カット済み。新聞掲載を要請予定。
　　・記念式典等の準備も進んでいる。
　④事業報告進捗状況について（確認）
　　提出期限　小委員会委員長→理事６／３（金）
　　　　　　　�理事（取り纏め）・特別委員会委

員長⇒幹事　６／ 10（金）（CC：
事務局）

　⑤７月入会予定新会員の入会日について（確認）
　　�大内田民博氏、長野宏氏が６月14日ゲスト、
７月５日入会予定。

　⑥５月度会計報告
　　・現時点では会費滞納は解消されている。
　　・�梅の費用（30周年）は国際奉仕と社会奉仕

から出す。

　⑦各理事役員報告
　　なし。
　⑧その他
　　・ロータリーべストについて
　　　�　サイズの内訳はＬ60枚、Ｍ20枚、ＬＬ20

枚を予定。
　　　�　今年度のクラブ予算（雑費）で購入し、

会員に配布する。追加は１枚から可能。　
　　・�会費滞納・遅延会員への対応アナウンスに

ついて
　　　�　運用指針案に基づき説明あり。理事会へ

の出席を求めるか。
　　　�　運用指針案を会費支払期日は20日とし、

理事会の前月末で会員身分の終結をさせる
方向で修正する。次回例会の幹事会務報告
で周知する。

　　・会員褒章等受賞時のお祝い内規について
　　　�　慶弔規定に次の１項を加える。「16．会

員が叙勲又は褒章を受けた場合は記念品を
贈る。但し、会員１人あたりの金額をその
都度定め徴収する。」

閉会の挨拶　杉川副会長

７月行事予定
❖�７月５日（火）13：45 ～
　第１回理事役員会� ANAホテル4Ｆ
　（集合写真撮影）
❖�７月12日（火）13：45 ～
　第１回クラブ協議会� ANAホテル4Ｆ
※�７月会費は７／ 12予算決算報告後に送
付。

※�８月会費で同好会半期会費を請求しま
す。同好会幹事の方は、７／ 22迄に事務
局にメンバーをお知らせ下さい。

掲　示　板

佐藤　克則　１日
平石　雅史　３日
對馬　久子　10日
谷口　公啓　12日
宮㟢　　真　17日
折本　　緑　23日

俵　　雅之　１日
先小山英夫　１日
岡本　倫明　４日

末廣浩一郎　８日
田中　和之　16日
遠崎　秀一　20日

会員誕生日

６月の会員記念日

結婚記念日 パートナー誕生日入　会　月

創　業　月

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

宮本　　昇　Ｈ11年

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

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

DONATIONDONATION
６  月 年度累計

ス マ イ ル 45,000 円 1,304,000 円
善 意 の 箱 7,533 円 155,608 円
100万ドル 60,858 円 604,716 円
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編集
後記

広島西南RC　５月度個人別出席状況一覧表
（メークアップ期間の都合上１ヶ月前を掲載しております）

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7月19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

　最終号の編集会議で、今期の例会を
最も楽しい例会に盛上げていただいた、
スマイル委員会に対して会長に具申し
「会長特別賞」を最終例会で贈呈してい

ただこうということが全員一致で決まりました。年
間を通して決して明るくない世相を反映して沈みが
ちな例会を、光り輝く太陽の如く大きな声「コンニ
チハ！！」で始まる「スマイル委員会」は毎回、会
場全体を「元気印の喝

かつ

」で例会を大いに楽しませ
ていただいた活動は賞賛に値します。�（奥田　實）

氏　名 10 17 24 31 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 濵田　公璽 ○ ○ ○ ○ 100％
9 石井　和彦 △ ○ ○ ○ 100％
10 池久保光治 ○ ○ ○ ○ 100％
11 岩田　智博 ○ ○ ○ ○ 100％
12 伊藤　英彦 ○ ○ △ ○ 100％
13 梶本　尚揮 ○ ○ ○ ○ 100％
14 木村　恭之 ○ ○ ○ ○ 100％
15 桒田　博正 ○ ○ ○ ○ 100％
16 児玉　栄威 ○ ○ ○ ○ 100％
17 幸村　憲治 ○ ○ ○ △ 100％
18 三好　清隆 ○ ○ ○ ○ 100％
19 村尾　博司 ○ ○ ○ ○ 100％
20 宮本　　昇 △ ○ ○ △ 100％
21 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ ○ 100％
22 宮﨑　　真 △ ○ ○ ○ 100％
23 三宅陽一郎 ○ ○ ○ ○ 100％
24 水谷　耕平 △ △ △ ○ 100％
25 根石　英行 ○ ○ ○ ○ 100％
26 仲田　淳嗣 ○ △ ○ ○ 100％
27 岡本　文治 ○ ○ ○ × 75％
28 奥田　　實 ○ ○ ○ ○ 100％
29 小川　光博 ○ ○ ○ ○ 100％
30 岡本　俊雄 ○ ○ △ ○ 100％
31 折本　　緑 ○ ○ ○ ○ 100％
32 佐々木　宏 △ ○ ○ ○ 100％
33 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100％

氏　名 10 17 24 31 出席率
34 曽里　　裕 △ ○ ○ ○ 100％
35 杉川　　聡 ○ ○ ○ ○ 100％
36 先小山英夫 ○ △ △ ○ 100％
37 佐藤　二郎 ○ ○ ○ ○ 100％
38 佐藤　克則 ○ △ ○ ○ 100％
39 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100％
40 末廣浩一郎 ○ ○ ○ △ 100％
41 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100％
42 佐古　雄司 ○ ○ ○ ○ 100％
43 新藤幸次郎 △ ○ ○ ○ 100％
44 田中　茂樹 △ △ △ △ 100％
45 谷口　公啓 ○ ○ △ △ 100％
46 遠崎　秀一 ○ ○ ○ ○ 100％
47 寺本　真司 ○ △ ○ △ 100％
48 俵　　雅之 ○ ○ ○ ○ 100％
49 徳納　武使 △ △ △ ○ 100％
50 對馬　久子 △ △ ○ ○ 100％
51 田村　英樹 ○ △ ○ ○ 100％
52 田中　朋博 ○ △ ○ ○ 100％
53 田中　和之 ○ ○ ○ ○ 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 戸田　泰弘 ○ ○ ○ ○ 100％
63 長谷川大助 △ ○ ○ ○ 100％
64 山田　泰子 ○ ○ ○ ○ 100％
65 小野　　誠 ○ ○ ○ ○ 100％
66 岡本　倫明 ○ ○ ○ ○ 100％

1198号� （15）
2015-2016年度最終号



新入会員歓迎会 ６月７日（火）
ホテルJALシティ広島

６月21日（火）
ＡＮＡクラウンプラザホテル

最終夜間例会

スマイル実績　1,304,000円
スマイルボックス予算170万に対し、合計197万4千円
一年間和やかな例会にご協力頂き
� ありがとうございました。

▃▃▄▄▅▅▆▆　会　長　賞　▆▆▅▅▄▄▃▃


