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第1414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
�前年度会長・正副幹事へ記念品贈呈
　木村　直前会長
　末廣　前幹事（欠席）
　佐古　前副幹事
　桒田　前副幹事

入会式
　大内田民博会員
　（三井不動産リアルティ中国㈱�代表取締役社長）
　推薦者：梶本　尚揮会員
　　　　　杉本　清英会員

　長野　　宏会員
　（㈲ナガノ防災サービス　代表取締役）
　推薦者：徳納　武使会員
　　　　　宮﨑　　真会員

イピル・イピルの会へ寄付金贈呈

時にこれ程友情を大事にする団体でなければ、今
のロータリーは無いのだと思います。
また、アーサー・フレデリック・シェルドンにより、

ロータリーの基礎に「ＳＥＲＶＩＣＥ」が据えら
れました。この原文の「ＳＥＲＶＩＣＥ」は、日本
語の奉仕活動の持っている意味合いよりもより広
い意味で「人のために役に立つ行為」を指してい
ます。街で落ちているごみを拾うのも「ＳＥＲＶ
ＩＣＥ」ですし、電車やバスで席を譲るのも「ＳＥ
ＲＶＩＣＥ」だと思います。相手を思いやり、相手
のためになる行為をする事を実践して行きたいも
のです。
今年一年間、皆様との友情が今まで以上に深ま

り、ロータリーを通じて、より多くの方の役に立
つ行為・活動を実践して行くことが出来る事を念
じまして今年度の抱負とさせて頂きます。有難う
ございました。

今年度の抱負の続きを述べさせて頂きます。
今年度の会長スローガンは「温故知新、原点を
確認しよう! !」とさせて頂きました。ロータリーの
原点は、「親睦（友情）と奉仕（ＳＥＲＶＩＣＥ）」と
言われています。まず、クラブ内の親睦活動・グ
ループミーティングを通じて、今まで以上にメン
バー間の友情を深めて頂きたいと思っています。
ロータリーの創設者ポール・ハリスがロータリー
活動を始めたのは「友情」を求めて始めたのだと
言われています。彼は、家庭環境に恵まれず、幼い
時から祖父母に育てられたそうです。その後、弁
護士になりシカゴで開業します。しかし、シカゴ
には友人もおらず、非常に寂しい思いをしていた
ようです。そこで、同じような境遇の人たちに呼
びかけをして始めたのがロータリークラブです。
これが、原点です。しかし、友情だけでは今のよう
なロータリークラブの発展は無いでしょうが、同

会長就任挨拶

� 杉 川 　 聡

（2）� 2016年7月
温故知新、原点を確認しよう!!



お誕生月記念記念品贈呈
　木村　恭之会員　７月17日

会長時間「抱負」
皆さんこんにちは。今年度、最初の会長時間で
す。ご来客の皆様本日はようこそ広島西南ロータ
リークラブにお越し頂き、有難うございました。
また、本日は前年度より広島西南ロータリークラ
ブより「広島西南ロータリークラブ賞」を支援さ
せて頂いています「イピル・イピルの会」の皆様
と受賞者の皆様にもお越し頂いています。有難う
ございました。
さて、まず第１回目は、今年度の抱負を述べさ
せて頂きます。一昨年の秋に会長ノミネートとし
て指名頂き、この日が来るのはまだまだ先の事だ
と思っていましたが、準備学習期間はあっという
間に過ぎ去り、遂に第１回目の例会を迎えさせて
頂きました。本年一年間、室崎副会長、根石幹事、
宮﨑・児玉副幹事の支えを頂きながら、メンバー
の皆様にご指導頂き、会長としての責務を果たし
ていく覚悟でございます。色々と、ご心配・ご迷
惑をお掛けいたすことも有ろうかと思いますが、
ロータリーの友情に免じてお許し頂ければ幸いで
ございます。
本日は、会長時間が充分取れませんので、卓話
時間に続きを話させて頂きます。
今年一年間、皆様との友情が今まで以上に深ま
り、ロータリーを通じて、より多くの方の役に立
つ行為・活動を実践して行くことが出来る事を念
じまして第１回目の会長時間とさせて頂きます。
有難うございました。
�幹事報告
ロータリーレート変更の案内（１ドル＝110円
→102円　７月１日から）。／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
26日（火）夜開催　新会員歓迎会案内・９月８日
（木）夜開催　野球観戦家族会案内配布の案内。
／７月会費は７月12日（火）例会の予算決算報告
後に発送。／同好会半期会費を８月会費で請求。
請求予定の同好会は事務局にメンバー表提出のこ
と。／例会変更。／例会終了後、理事役員集合写
真撮影と理事役員会開催。

出席報告
　会員数�67名　出　席�60名　欠　席�� 7名
　　　　　　　�来　客�� 2名　ゲスト�� 6名
プログラム

理事役員就任挨拶
副会長・会長エレクト
� 室﨑　雅宣
今年度副会長を拝命しまし

た、室﨑でございます。今年度
は創立30周年という非常に大き
な節目の年となっております。
杉川会長、根石幹事以下皆さん記念行事、記念祝
賀会に向けて鋭意努力されておられるところです
が、私も理事役員のひとりとして、この行事が成
功裡に終わるように与えられた役目を果たしてい
きたいと思っています。
また、今年度は会長エレクトとしての使命を帯

びておりますが、これには２年後のゴールをめざ
して、前半は助走期間として、いろいろと杉川会
長のもと学ばせていただき、後半からは次年度の
準備に向けてしっかりとスタートを切りたいと
思っております。
いろいろと皆さんにご協力をお願いすることが

多々あろうかと思いますが、これからの一年どう
かよろしくお願いいたします。

� 幹事　根石　英行
今年度幹事を仰せつかりまし

た根石です。今年度は30周年の
行事がございますが、地区補助
金事業もありますし、各委員会
の事業についても「温故知新」
「ロータリーの原点」という杉川会長スローガン
に沿って例年にない活発な事業計画が立てられて
おります。
各委員会の皆様に円滑に事業を遂行していただ

くように調整して行くことが幹事としての役割で
すが、児玉さんと宮﨑さんという有能な副幹事が
いらっしゃいますので、お二人に支えていただき
ながら、精一杯務めさせていただこうと思ってお
ります。
そうは言っても、何分行き届かないところ多い

かと思いますが、会長や理事の皆さんの足を引っ
張らず、来年の６月には、皆様から、本来の「程
よい」という意味での「好い加減な幹事だった」
と言っていただけるよう頑張りますので、よろし
くお願いいたします。
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理事（クラブ管理運営委員長）
� 折本　　緑
クラブ管理運営委員会は、村
尾委員長率いる出席委員会、伊
藤委員長率いる親睦家族活動委
員会、そして、對馬委員長の率
いるプログラム委員会で構成されます。
出席委員会では、例会出席に加え、奉仕活動な
どの諸行事への参加促進を積極的に行っていきま
す。
親睦家族活動委員会では、会員相互がさらに絆
を深めてもらえるような、楽しい企画を考えてい
ます。
プログラム委員会では、これまでとはひと味
違った卓話の時間になる事でしょう。外部講師に
頼らず会員の卓話が増え、会員の為になるような
楽しみになるような卓話となります。
今年は、30周年の節目の年となります。また、
会長スローガンは「温故知新、原点を確認しよ
う! !」とあります。これまでの30年間を振り返る
ことができる様な、そして、会員にとって有意義
かつ参加することが楽しくなるような、そんな
様々な仕掛けをそれぞれの委員長が企画しており
ます。
熱い想いを持って設立に携わった当時のチャー
ターメンバーの気持ちに負けないような気概で頑
張っていきたいと思っております。一年間頑張っ
てまいりますので、皆さまにはご協力とご理解を
賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

理事（クラブ広報委員長）
� 杉本　清英
クラブ広報委員会の杉本で
す。昨年度は広報雑誌委員長で
したが引き続き広報関係でお世
話になります。クラブ広報の２
つの委員会の内、広報雑誌委員会は委員長に佐藤
二郎会員、副委員長に仲田会員、他に長谷川会員
が担当されます。会報資料委員会は委員長に谷口
会員、副委員長に山國会員、他に佐古会員が担当
されます。山國会員は今年もカメラマンを引き受
けてくれたのでシャッターチャンスを逃さずいい
写真を連発してくれるものと思います。
クラブ広報委員会は今年も広島西南ロータリー
クラブの奉仕活動やプロジェクトを一般の方々に
伝え、効果的な広報によって地域社会のニーズに
取り組むロータリーの活動を多くの方に知って頂

き、公共イメージと認知度の向上を目指します。
ホームページやFacebookなどの更新、これは谷
口委員長にお任せですが、ニュースレターなどを
活用しクラブ広報に努めます。会員の皆さんも
ホームページに載せる情報があれば広報雑誌の佐
藤委員長に連絡して頂ければ幹事の了解を得て
アップできる手順になっています。これから１年
皆さんに助けて頂きながら頑張りたいと思います
ので宜しくお願いします。

理事（会員組織委員長）
� 佐藤　克則
会員組織委員会では、本年度

以下の事項に中心において、委
員会活動を進めて行きます。
１　上田委員長の指揮の下、
年度末75名の会員を獲得出来るよう、会員増
強に取り組んで行きます。

２　会員増強は、職業分類表の空いている職業
の方を中心に、会員全員参加で行います。

３　梶本委員長と一緒に、職業分類表を見直し
て、現状に合った職業分類に改正します。

４　末廣委員長にリーダシップを発揮して頂
き、とりわけ入会年次の浅い会員を中心に、
ロータリーの基本事項や楽しみ方について、
個別に、またGMを通じて研修する場を設
けます。

私と末廣委員長は上京する機会が多いのです
が、皆様にご協力を頂き、事業がスムースに遂行
できるよう努力して行きます。皆様よろしくお願
いいたします。

理事（奉仕プロジェクト委員長）
� 田中　朋博
みなさん、こんにちは。奉仕

プロジェクト委員長を務めさせ
ていただきます、田中です。
2016－17年度は、職業奉仕の

田村委員長、社会奉仕の三宅委員長、国際奉仕の
戸田委員長、青少年奉仕の水谷委員長、スマイル
の幸村委員長と各委員の５名の副委員長、奉仕プ
ロジェクト配属の８名の委員の皆様と事業を運営
していきます。今年度の会長スローガン「温故知
新、原点を確認しよう! !」を踏まえ、現在実施さ
れているさまざまな奉仕活動の原点を振り返りま
す。プロジェクトが行われたきっかけやご縁、当
時の取り組みなどを会員の方々に周知させること
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でより多くのメンバーの方、またはメンバー以外
の方にも参加していただけるよう声掛けや事業の
工夫をしていきます。
また、次年度以降の継続の可否を判断するため
のヒアリングも行っていきます。昨年から実施し
ております、平和記念公園の早朝清掃例会（創立
30周年の平和記念公園内・外国掲示板設置ヶ所の
清掃）をスタートに、４年目となる地区補助金を
活用した奉仕活動も11月頃予定しております。
今年１年も、ぜひ皆様のご協力・ご参加をよろ
しくお願いいたします。

理事（財団委員長）�佐々木　宏
ロータリー財団委員長に岡本
俊雄さん、米山奨学委員長に白
築さんという強力布陣で取り進
めてまいります。
今一度ロータリー財団　米山
奨学について皆様にさらに理解を深めて頂けるよ
うなプログラムを考えていきます。
そして会長方針の寄付目標も達成していきたい
と思います。
皆様のご協力のほどよろしくお願いいたしま
す。

� S.A.A.　濵田　公璽
創立以来、初めて“タスキ”

をつけます濵田です。
会場監督の立場から、俵・桒
田・宮本（昇）・奥田と私の５
名とスマイル委員会の協力を得
て例会場の秩序を保つため各テーブルに委員を配
置して、携帯電話、私語、中途退席禁止の遵守を
要請し適切な処置をとらせて頂きます。
初代会長テーマ「実践で示そうロータリーの精
神」に思いを廻し、創立30周年に相応しい明るさ、
楽しく、品位のある例会運営に皆様の御協力をお
願いします。

� 会計　萬歳　幸治
予算の執行を誤りないよう処
理したいと考えています。予算
案は来週の例会に発表する予定
です。

� 副幹事　児玉　栄威
本年度副幹事を務めます児玉

です。
本年度は宮﨑副幹事と私の２

名体制で副幹事を担当させて頂
きます。
例会の司会は宮﨑さんが主に担当してくださる

ので、私はその他を担当することになります。
不安も多々ございますが、杉川会長・根石幹事

のもと、皆様のご指導、ご協力をいただきなら任
務を全うしたいと思います。
前年度の原稿のお願いに引き続きまして、今年

度はご挨拶などでご無理なお願いをさせていただ
く事があると思いますが、どうぞご協力の程、お
願い申し上げます。
１年間、よろしくお願いいたします。

� 副幹事　宮﨑　真
本年度、杉川会長、根石幹事

のもと、児玉副幹事と共に副幹
事という大役を仰せつかりまし
た宮﨑です。
入会３年目でまだ右も左もわ

かりませんがどうか一年間宜しくお願い致します。
役割分担としては主に例会の司会進行をさせて

頂きます。つたない司会で何かとご迷惑をお掛け
するとは思いますがご指導ご鞭撻頂きますようお
願い致します。

� 戦略計画委員会　委員長　佐々木　宏
戦略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。
会員に戦略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。
本年度も卓話で皆さんにより深く戦略計画を理

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

いて討議して戦略計画の達成度を分析し今後の取
進めの指針とする。

Ｇ7ガバナー補佐　曽里　　裕
グループ７のガバナー補佐を

担当致します曽里です。
既に昨年10月の第１回ガバ

ナー補佐会議を皮切りに各種行
事への参加やRLIのディスカッ
ションリーダー等、人生初めての経験でロータ
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リーが正に人生の道場と化しています。ここまで
来たら何とか楽しんで役目をこなしていこうと自
分に言い聞かせながらも、なかなか緊張の糸がほ
ぐれず失敗もあろうかと思いますが、ロータリア
ンの友情に免じお許しください。
これからガバナー公式訪問が始まります。田原
ガバナーの熱き思いを各クラブにお伝えするとと
もに、地区へのご意見ご要望をお伝えするパイプ
役として努力してまいります。
皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願い申
し上げます。

7
� 12

第1415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
結婚記念月スピーチ

� 山國　　豊会員
こんにちは、児玉副幹事から

指名いただきました、結婚19年
目の山國です。
昨年は三輪神社で式を挙げて
２人娘の四人家族ですが私は長
男のような扱いをされてます。というお話をしま
したが、今年も何も変わってないんですが、家族
４人楽しく生活させていただいてます。
今年は上の娘の大学受験なので娘にプレッ
シャーをかけないようにあたたかくサポート、応
援していきたいと思います。
本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。
会長時間「理事会報告」
皆さんこんにちは。今年度、２回目の会長時間
です。本日はご来客の方はいらっしゃいません。
さて、毎月第２週の会長時間は理事会報告をさ
せて頂く事と致します。先週行ないました第１回
理事会では下記のような議論が行なわれています。
①　2016年規定審議会により入会金の扱い等幾
つかの改定がなされたが、西南クラブとすれ
ば、当面は様子見とすること致しました。
②　８月の第一例会は昨年に引き続き「早朝清
掃平和例会」とし、創立30周年記念事業とし
て寄贈させていただいた平和公園内案内板周
辺を津田子供の家の子供達と一緒に清掃し、

朝食後、「おりづるタワー」見学する予定と
致しました。

③　ＲＹＬＡの募集案内が来ています。社内の
30歳までの若手の社員を推薦願います。

④　この後の予算報告の中で会計の萬歳会員か
ら詳細は報告願いますが、昨年度から本会計
で多くの余剰金を繰り越して頂きましたので、
本年度のスマイルチケット等幾つかの寄付金
の請求は行わないようになる事となりました。
⑤� 創立30周年の準備は順調に進んでいます。
以上、会長時間とさせて頂きます。有難うござ

いました。
�幹事報告
会員手帳・2015－16年度収支決算書・2016－17

年度予算書・８月２日早朝清掃例会案内配布の案
内。／７月26日歓送迎会案内・９月８日野球観戦
家族会案内を回覧。未回答者は回答を（野球観戦
家族会の回答受付は本日迄）。／例会変更。／例
会終了後、クラブ協議会開催。
�委員会報告

広報雑誌委員会（友誌を読む）
� 佐藤　二郎　会員
今月号の『ロータリーの友』

の注目記事など、佐藤二郎会員
よりお話を頂きました。

出席報告
　会員数�67名　出　席�52名　欠　席�15名
　　　　�　　　来　客�� 0名
プログラム

予算・決算報告
　前、本年度会計担当理事より、
決算報告、予算計画の説明があ
りました。

7
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第1416回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
四つのテスト唱和
会長時間「ロータリー」
皆さんこんにちは。今年度、３回目の会長時間

です。ご来客の皆様本日はようこそ広島西南ロー
タリークラブにお越し頂き、有難うございました。
ごゆっくりお過ごし下さい。宜しくお願い致します。

梶本尚揮
前年度会計
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昨日18日は海の日でございました。来週の22日
は大暑。一年で一番暑い時期を迎えました。メン
バーの皆様におかれましては、身体には気を付け
られ、仕事にロータリー活動に励んで頂ければと
思います。
さて、毎月第３週の会長時間はロータリー関係
の話をさせて頂く事と致します。
今年度第2710地区田原ガバナーの「奉仕の中に
こそ幸福と平和がある」という信条について、私
なりの解釈を述べさせて頂きます。皆さんご承知
のように田原ガバナーは大変著名なドクターであ
り、がん治療の権威とお聞きしております。その
ドクターがガバナーになられ「地区がん予防推進
委員会」を設置され、まるでこの１年間はがん予
防だけをやっていくロータリーになるのかなと言
う危惧を持っていましたところ、５月に開催され
ました地区研修・講習会において、地区研修リー
ダーである大之木パストガバナーがその講評の際
に、「がん予防とがん教育は、健康に生きるため
の地域づくりであり、ロータリアン自身のみなら
ず、家庭・職場・地域社会の人々の命を守り、さ
らに、ロータリーの将来を担う次世代の人達が健
康に生きるために必要なこと」と述べられている
田原ガバナーの運営方針の一文を引用され、解説
されました。とても的確であり、分かりやすい講
評でした。がんはキチンと予防・検査すれば、早
期発見・早期治療で100％近く完治する。私達ロー
タリアンは、会社・地域のリーダーとして、健康
で生き続ける必要が有り、その為には、まず、が
ん予防を推進して行こう。その上で、家庭へ、会
社へ、社会へ奉仕していこうと言われているのだ
と思います。禁煙出来なくても、キチンと検査す
れば早期発見治療により、がんは防ぐことが出来
るそうです。その言葉を信じて、がん予防推進に
積極的に取り組んで行きましょう！！
会長時間とさせて頂きます。有難うございまし
た。
�幹事報告
　事業計画書・６月月報・RYLA案内配布の案
内。ロータリー財団奨学生募集案内は受付迄。／
７月26日（火）夜開催の歓送迎会案内・８月２日
（火）早朝清掃例会案内を回覧。未回答者は回答
を。／半期会費請求のある同好会は、今週中にメ
ンバーを事務局へ連絡のこと。／例会変更。
出席報告
　会員数�67名　出　席�58名　欠　席�� 9名
　　　　�　　　来　客�� 4名

プログラム
委員長就任挨拶
出席委員会　
� 委員長　村尾　博司
出席委員会の村尾です。本年

度は、私と佐々木（信）会員、
山本（豊）会員と３人で担当致
します。
本年度の杉川会長の出席委員会への要望は、例

会出席だけでなくて、全てのクラブ活動に出席す
るよう促してほしいということでした。
ロータリー活動の基本は綱領にある通り、私生

活、社会活動の全てにおいて奉仕の理想を適用す
ることとなっています。
では、ロータリーの原点は何でしょうか。ポー

ルハリスが日本に来た時、何故ロータリーを作っ
たのかという質問をしたところ、寂しかったから
だよ、と答えたそうです。胸襟を開いて、親睦を
深める友人がほしかったと云うことでしょう。親
睦を大切にするロータリーで、親睦を深めるのは
出来るだけ多くの活動に参加すること、というこ
とになります。
杉川会長のクラブ活動への参加要請は、原点回

帰ということになるのではないでしょうか。
出来るだけ多くクラブ活動に参加下さるよう、

よろしくお願いします。

親睦家族活動委員会　
� 委員長　伊藤　英彦
親睦家族活動委員会の委員長

を仰せつかった伊藤です。
前年から『次年度は伊藤君だ

よ』と言われながらも、ロバー
トさんこと幸村さんの安定感に完全に頼ってし
まっており、多くの不安と力不足を感じております。
しかし今年度は、奥様も大人気のサード田中副

委員長をはじめ、寺本会員、橋本会員、藤崎会員、
小野会員、岡本会員という大変個性の強い強力な
メンバーに恵まれました。
今月は大内田会員、長野会員という新しいメン

バーを迎え、また30周年ということで会員増強の
上田委員長もたいへん盛り上がっておられますの
で、さらなるメンバーもお迎えすることになると
思います。
もともと目立つことが苦手で、とても控えめな

性格の私ですので一人では何も出来ませんが、メ
ンバーみんなと協力して精一杯職務を全うしてい
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したときは快く引き受けてください。
又、今年度はポリオ撲滅を含むロータリーの功

績と財団100周年記念事業の広報を求められてお
り、奉仕プロジェクト委員会と連携を取りながら
進めて行きたいと思います。
会員の皆さんのご支援ご協力をお願いします。

会報資料委員会　
� 委員長　谷口　公啓
今年度、会報資料委員会の委

員長を拝命しました、谷口公啓
です。
山國委員、佐古委員と共に一

年間活動してまいりますので宜しくお願いいたし
ます。
活動方針・内容は本年度の事業計画書を参照し

て頂ければと存じますが、特に例年と変わった点
はございません。
ただし、現在の会報資料規定は10年以上前に規

定されたものですのでそろそろ点検及び見直しが
必要であろうと思います。この件を新たな活動と
したいと存じます。

会員増強委員会　
� 委員長　上田　直治
皆さん…こんにちは。
今年度会員増強委員会、委員

長を仰せつかりました上田でご
ざいます。
今年度は、副委員長の岩田会員、新藤会員と３

人の強力メンバーで一年間、皆様と共に頑張って
行きたいと思います。どうか宜しくお願い致します。
基本方針と致しましては、
今年度2710地区の地区研修、協議会の会員増強　

分科会に於きまして「ロータリー戦略計画」の優
先事項「クラブのサポートと強化」の目標はクラ
ブ会員基盤の拡大かつ多様化、リーダーの育成、
クラブの革新性と柔軟性を育む事にある。とあり
ます。会員増強には、まずは元気なクラブ作りが
必要と言う事を言われております。
まずはＲＩ会長が示した、純増２名を必ず達成

し、佐藤理事から今年度会員数75名を目指して頑
張りなさい…と言われておりますので、日夜努力
致したいと思います。

具体的な計画と致しまして、主には
①　女性会員、若年層会員（ロータリーファ

く所存でございます。
委員全員で、杉川会長の本年度の柱の１つであ
る『親睦』を会員全員がしっかりと深めることの
出来る行事運営を行っていきます。
一年間、よろしくお願いいたします。

プログラム委員会　
� 委員長　對馬　久子
2016－17年度山下（哲）副委
員長と二人でプログラム委員会
を担当させて頂きます對馬で
す。
本年度のＲＩ会長テーマとして「人類に奉仕す
るロータリー」を掲げられています。
その真意を受け、地区ガバナー信条として「奉
仕の中にこそ幸福（幸せ）と平和がある」といわ
れております。
そして当西南の杉川会長のスローガン「温故知
新、原点を確認しよう! !」を受け、プログラム委
員会としましては、創立30年を迎えるにあたり、
例会に参加頂いている10名のチャーターメンバー
の方々に、創立当時の熱気やエピソード等を伝え
て頂ければと考えております。
また特別月間には、各委員長の方々から月間に
まつわる活動状況をお伺いできればと考えており
ます。
とは言いましても、外部の素晴らしい方がい
らっしゃいましたら、是非皆様からご紹介いただ
きたいとお願いし、委員長挨拶とさせて頂きます。
本年度１年間よろしくお願い致します。

広報雑誌委員会　
� 委員長　佐藤　二郎
広報雑誌委員会の佐藤です。
本年度は仲田さん、長谷川さん
の３名で担当します。
当委員会の使命はロータリー
活動を広く世に伝えること。会員各位に「ロータ
リーの友」等を通じロータリーの国内外の活動状
況を知って頂くことと考えております。
そこで本年度は
①　クラブの活動をニュースレターにしてマ
スコミに発信する。
②　「ロータリーの友」誌への投稿
③　毎月の第一例会での会員による「ロータ
リーの友」の記事紹介、紹介者は私が独断
と偏見で決めさせて頂きますので、お願い
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わけですが、私自身正直申しましてまだまだ不勉
強で理解できていません。
GMなどを通じて職業奉仕の実践が今後の活動

を通して前進できますように、勉強を重ねて努力
していきたいと思います。
そして会員の皆様に少しでも役に立ったと思っ

ていただけるような１年にしていきたいと思って
います。
皆様には何かとご協力をお願いすると思います

がどうぞよろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会　
� 委員長　三宅　陽一郎
みなさんこんにちは。今年度

社会奉仕委員長を仰せつかりま
した三宅でございます。よろし
くお願いいたします。
社会奉仕委員会では、今年も例年に引き続き徳

納副委員長と一緒に奉仕事業を行ってまいりま
す。８月にはさっそく平和公園の清掃を予定して
おります。田中理事のもと、「温故知新、原点を
確認しよう! !」という会長スローガンを鑑み、社
会奉仕活動を原点に立ち戻り、また活動を振り返
り検証する１年としたいと思います。
本年度のみなさまの積極的なご参加をお願いし

て、私のご挨拶とさせていただきます。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　戸田　泰弘
本年度は戸田と遠崎副委員長

で行います。
国際奉仕はカンボジアに継続

支援を推進いたします。
９月の創立30周年式典に台北新東ＲＣより38名

来広されます。
その対応、おもてなしを致します。また来年５

月に台北で式典があります。多数の参加をお願い
しますので協力お願いします。

青少年奉仕委員会　
� 委員長　水谷　耕平
青少年奉仕委員会の水谷で

す。本年度は山下幸彦副委員長
の助力を得ながら活動してまい
ります。
この度はじめて委員長という役職をいただいた

ミリー含む）へのアプローチ。
②　入会候補者の例会、親睦会、同好会、Ｇ
Ｍ等への招待
③　クラブ会員、一丸となっての会員増強運
動の推進。

特にクラブ会員一丸となっての会員増強運動に
は皆様全員のお力が必要不可欠となります。
今年度、30周年にふさわしい、素晴らしき一年
間となりますよう努力して参ります。
どうか皆さん、今年一年間、ご協力の程、宜し
くお願い申し上げます。

会員選考・職業分類委員会
� 委員長　梶本　尚揮
会員選考・職業分類委員会を
石井和彦会員と31年目に再度一
緒することになりました。
杉川会長の方針を達成するよ
う、多くの好ましい新入会員を迎えることができ
るよう、皆様のご協力を頂き進めて参りたいと思
います。
職業分類におきましては、バランスの取れたも
のにするために見直しを行い、主に未充填の医療
及び福祉施設グループ、金融・その他グループ、
食品グループ、装飾グループに皆様の目配りの程
お願い致します。いくつかの職種に係りあう会員
からの誘いは信頼性があり、入会し易いのではな
いかと思います。
これからも皆様のご協力をお願い致しまして、
就任の挨拶とさせて頂きます。

職業奉仕委員会　
� 委員長　田村　英樹
今年度職業奉仕委員長を仰せ
つかりました田村です。
副委員長に荒木会員がおられ
ますので、ご指導をいただきな
がら精一杯頑張ってまいる所存ですのでどうぞよ
ろしくお願いいたします。
また今年度の田原榮一地区ガバナーは「職業奉
仕の実践強化」を掲げられています。
その１つとして、例会での「ロータリアンの行
動規範」の唱和を挙げられています。
皆様には今後ご案内を予定したいと思いますが
ご協力をよろしくお願いいたします。
職業奉仕はロータリーの奉仕活動の原点である
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ちませんので、何卒宜しくお願い致します。
≪添付≫
ＳＭＩＬＥ（歌詞）
"Smile�though�your�heart�is�aching
Smile�even�though�it’s�breaking
When�there�are�clouds�in�the�sky,�you’ll�get�by"
スマイルしてごらん�心が痛んでいても
スマイルしてごらん�心が折れてしまっても
あの空に雲があれば�君はきっと生きていける

"If�you�smile�through�your�fear�and�sorrow
Smile�and�maybe�tomorrow
You’ll�see�the�sun�come�shining�through�for�you"
怖れや哀しみを乗り越えて�スマイルしてくれるなら
たぶん明日は�スマイルしながら
君のためにキラキラ輝きながら現れる�太陽と出
会うだろう

"Light�up�your�face�with�gladness
Hide�every�trace�of�sadness
Although�a�tear�may�be�ever�so�near"
喜びで顔を照らしてごらん
悲しみの跡を�全部�隠してごらん
いつもすぐそばに�一粒の涙があるかもしれないけど

"That’s�the�time�you�must�keep�on�trying
Smile,�what’s�the�use�of�crying?
You’ll�find�that�life�is�still�worthwhile,�if�you�
just�smile"
努力しなきゃいけない時だ
スマイルしてごらん�泣いていて何になるんだ？
人生にはまだ価値があるって分かるさ�君がスマ
イルさえしていれば

米山奨学委員会　
� 委員長　白築　忠治
米山奨学委員会の白築です。

本年度は林本副委員長、三好会
員の３人で担当します。よろし
くお願いします。
例年のように、一人当たり16,000円以上の目標

を達成しなければなりませんので、何人か米山功
労者の特別寄付をお願いすることになると思いま
すがその節はよろしくお願いします。
本年度は米山奨学生の受け入れはありません。
10月の米山月間には卓話を考えています。
学友会の支援をできれば前向きに取り組みたい

のですが、私もロータリークラブの中でまだ若い
方ですので、自分も青少年のつもりで意気軒昂と
して活動していきたいと思います。
今年度の事業計画ですが、昨年度と同様に「水
辺の学習」、「心臓病の子供を守る会」への支援を
行う予定です。それから、８月２日の平和公園の
早朝清掃を津田子供の家の子供たちと一緒に行う
ことを予定しています。子供たちと清掃、早朝例
会を行うのははじめての試みですので、私も期待
と不安が入り混じっていますが、しっかり準備を
行いますので、多くの会員の方の参加をお願いし
たいと思います。また、早朝例会終了後は希望者
の方のみ子供たちと平和公園横にできたおりづる
タワーへの見学も予定していますので、時間があ
ればこちらもご参加いただければと思います。
１年間どうぞ宜しくお願いいたします。

スマイル委員会　
� 委員長　幸村　憲治
皆さまこんにちは！
今年度スマイル委員長を仰せ

つかりました幸村でございます。
今年度はベテラン山本春男副
委員長、小川会員・山田会員と４名でやって参り
ます。
前任の折本委員長は予算比116％と大変な功績
を残され、繰越もたくさんして頂きました。この
場をお借りして、改めて御礼と敬意を表したいと
思います。
さて、本年度は予算が160万円、うちチケット
は本年はクラブが負担しておりますので、チケッ
トご使用の場合は、何がしかの現金も合わせスマ
イルして頂けます様お願い申し上げます。
さりとて、残りの92万円の予算は月々 7.75万円、
各例会では２万円を集めなくては達成できない数
字でございます。
Ｓ.Ａ.Ａ.様のご協力を得ながら、スマンネボッ
クスの設置も考えております。
また自主出宝を中心にスマイルの達成を目指し
て参りたいと思います。
面白いコメント沢山書いて頂き、笑いを取って
頂きたいと思います。年度末にはスマイル大賞も
考えております。
また、今年度のガバナー方針に基づき、夜間例
会、歓迎会での喫煙コーナーでのスマイルボック
ス設置は継続したいと思っております。
以上スマイルは皆さまのご協力無しでは成り立
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第1417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（11年）
林本　正継会員（11年）
会長時間「一般・土用の丑の日」
皆さんこんにちは。今年度、４回目の会長時間

です。本日は、ご来客のお客様はいらっしゃいま
せん。メンバーだけでゆっくりと例会を楽しみた
いと思います。宜しくお願い致します。
さて、今年の土用の丑の日は７月30日となって

います。鰻弁当を予約された方も多くいらっしゃ
るのでは無いでしょうか？僕も鰻は大好物なの
で、この時期は楽しみにしています。土用の丑の
日は、土用の間のうち十二支が丑の日の事であり
ます。土用は雑節の一つで立夏、立秋、立冬、立
春直前の18日間ずつを指すそうです。と言う事は
土用は年に４回有りますが、夏の土用の丑の日の
ことを言うことが多いようです。
謂れは諸説ございますが、一番有名なのが、平

賀源内によるというものでございます。江戸時代、
うなぎ屋がうなぎが売れないで困っていること
を、平賀源内に相談しました。この時の、「“本日
丑の日”という張り紙を店に貼る」という平賀源
内の発案が功を奏し、うなぎ屋は大繁盛になった
のです。平賀源内は、今で言う、コピーライター
のようなもので、キャッチコピーを考えた訳であ
ります。ちなみに、これがヒットした背景に、当
時は、「丑の日に因んで、“う”から始まる食べ物
を食べると夏負けしない」という風習があったそ
うです。これを他のうなぎ屋もこぞって真似する
ようになり、次第に「土用丑の日はうなぎの日」
という風習が定着したとされています。残念なが
ら、例会では鰻どんぶりが出ませんが、30日には
鰻弁当を食べて夏ばて防止にお努め下さい。
それでは、これで会長時間を終わらせて頂きま

す。有難うございました。
幹事報告
Ｂ５判会員手帳配布の案内。／次回８月２日

（火）例会は平和記念公園早朝清掃例会。７：00
に原爆ドーム正面広場集合、８：25よりメルパル
ク広島８Fで例会開催。受付の出欠リストを確認
のこと。／例会変更（８月16日（火）例会は休会）。
／例会終了後、月報編集会議開催。
スマイルボックス

徳納武使会員　今月２日から14日まで、南米ブラ

と思っております。
お願い事の多い委員会ですが、ご協力のほどよ
ろしくお願いします。

健康管理委員会� 委員長　石井　和彦
健康管理委員会の石井でございます。
岡本会員、荒木会員、桒田会員と４人で努めさ
せて頂きます。
会員が例会出席及び様々なプログラムに参加す
る為には、健康であることが第一であります。
健康であって初めて奉仕活動へのモチベーショ

ンが向上します。平素より随時会員の健康相談に応
じ、継続事業であります会員及びご家族に、PET・
脳卒中・心臓病の検診案内、市民公開講座の案内
及び健康に関する卓話等を予定しております。
本年度田原ガバナーは、信条の一つとして癌予

防の推進を挙げ、我々ロータリアン一人ひとりが
癌を「生活習慣病」として把握し、癌の一次予防
（禁煙と食生活改善）、癌の二次予防（癌の検診率・
癌の早期治療）、そして青少年への癌の教育に真
摯に取り組むこと等を強調されています。
ガバナーの意向に添うためには、癌予防の取り
組み計画を充実させる事が大切です。
具体的には本年度はまず
１．会員に向けての癌予防のアンケートの定期
的実施。
２．地区の癌予防推進委員会と連携し、癌予防
推進事業の実施、（例会で会員への卓話及び
会員企業で、従業員及び家族に対する卓話）
等を計画しております。

将来的には地域社会に事業内容をＰＲし、国際
ロータリー第2710地区が我が国で最も癌の羅患率、
死亡率が低く、早期発見、早期治療により癌になっ
ても幸福な生活を過ごせる地区になることが実現
出来るように努力することが大切と思われます。
我がクラブも、田原ガバナーの希望に少しでも
応えられますように会員へ皆様方のご協力をお願
いし、就任の挨拶とさせて頂きます。
一年間宜しくお願い致します。

DONATIONDONATION
７  月 年度累計

ス マ イ ル 78,000 円 78,000 円
善 意 の 箱 17,192 円 17,192 円
100万ドル 60,858 円 60,858 円
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広島には単身赴任で参りました。自宅は埼玉県
の浦和で、家族は妻と娘が２人、長女は昨年春に
ホテル会社に就職して独立、次女は大学３年で
す。他にメス犬２匹と私以外は全て女系の家族構
成です。
簡単に経歴をご紹介いたしますと、中学までは

東京の公立学校に通い、高校は中央大学附属高校
に入学いたしました。
中大附属は40年以上も前から授業開始までに登

校、授業終了と同時に下校して良い上に、服装も
全く自由な大学のような雰囲気のある男子校で、
そのまま将来は都心の御茶ノ水キャンパスでの学
生生活を想像して入学しましたが、高校在学中に
八王子キャンパスへの移転が発表され、現在の八
王子キャンパス第１期生として経済学部で４年間
を過ごしました。当時のキャンパス周辺の環境は
広島で例えますと広島大学東広島キャンパスの雰
囲気、その後はモノレールが開通したことにより
広島修道大学に近い環境になったと思います。
冒頭広島にはほとんどご縁が無いとお話しまし

たが、就職と結婚に関しては何らかのご縁を感じ
ています。
高校卒業直前から大学卒業までのアルバイト先

が東京西新宿の新宿三井ビル地下１階にあった
「アンデルセン」でした。店長から調理長までほ
とんどの社員の方たちが広島からの転勤組で、バ
リバリの広島弁が飛び交う中で過ごしましたの
で、広島弁には全く違和感はありません。大学４
年になり就活時期を迎え、店舗向かいにあった当
社前身の三井不動産販売新宿住宅センター（現在
のリハウス店舗の走りのようなものです。）を毎
日見ているうちに、不動産・住宅系への関心が強
まりめでたく入社となった次第です。
また妻は当時のアンデルセン新宿三井ビル店勤

務のタカキベーカリー社員です。（といっても妻
は東北、福島の出身で華やかな都心青山にあるア
ンデルセン勤務を夢見て社会人として上京、東北
の人間は我慢強いとの評判から青山よりも就業
環境の厳しい新宿配属となり夢破れた一人です
が…）
４月着任時には数十年振りに妻と共に当時の社

員の方たちと広島でお会いすることができました
が、まさに広島のご縁を感じるひと時でした。
会社入社後は新築住宅の販売代理営業をスター

トに、法人営業やビル開発の他、一番長くは駐車
場事業などに携わってきました。スタッフ部門で
は直近の人材開発を含め人事系部門を２回経験し

ジルのサンパウロ、ペルーのクスコ・マチュピチュ
に行ってきました。ブラジルはテレビで報道され
るほど治安が悪いことはなく、快適な秋風に吹か
れてきました。ペルーのクスコは標高3400mで
空気が薄く、気温も朝が０℃から昼25℃まで上昇
します。文字を持たないインカ人の文化は私たち
の文明文化に全くかかわりがなくただただ新鮮で
面白いものでした。国際会議参加という旅行でし
たが、いい経験をさせて頂きました。ロータリー
活動が停滞しましたが、今から挽回しますのでご
容赦お願いします。
田村英樹会員　当社㈱アージュは今年３月で創業
20周年を迎えました。６月～７月で九州地区から
関西まで５拠点で全社員参加による記念食事会を
行い、今日と明日の広島地区が最後です。社員の
皆さんに大変喜んでいただき、開催して良かった
と思っています。今後30年、40年とこのような食
事会を積み重ねられるように努力していきます。
藤崎健次郎会員（10,000円）　この度、マリー
ナホップ「マリホ、水族館増築工事」を受注し、
着工致しました。来春の完成に向け、関係者の皆
様、弊社一員一丸となり、頑張って参ります。
クラブ広報委員会　橋本、杉本、児玉（3,000円）　
前年度最終６月号にミスがありました。おわび申
し上げます。
出席報告
　会員数�67名　出　席�59名　欠　席�� 8名
　　　　�　　　来　客�� 0名
プログラム
新会員卓話
� 大内田　民博会員
みなさんこんにちは、７月か
ら入会させていただきました大
内田です。
４月に東京からの転勤で初め
ての広島勤務とロータリー入会となり、今後たく
さん勉強していくことになりますが、どうぞよろ
しくお願いいたします。
初めてですので自己紹介をさせていただきま
す。
生まれは1959年（昭和34年）の福岡生まれです。
父が福岡、母が宮崎出身であり九州出身と言い
たいところですが、生まれて間もなく東京に転居、
以降東京育ちのため九州のことはほとんど分かり
ません。
大内田と珍しい姓ですが、福岡県の一部に多い
姓のようです。
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どデパート勤務ののち父の会社へ入り、平成16年
に現在の会社を設立、現在に至っております。家
族は妻が１人、娘が１人、猫が１匹の構成です。
実は娘がまだ２歳半でして、しかも初めての子で
50半ばの私にとっては毎日がバタバタの状況で
す。TVなどまさかこの年でおかあさんといっ
しょやアンパンマンをほぼ毎日見るとは思いませ
んでした。
趣味はずっと水泳をしてましたが最近ちょっと

休止中です。ただ趣味というよりは健康の為、仕
事の一環としてほぼ毎日ジョギングを６～８km
くらいしています。特に健康には娘ができてから
気を付けるようになりました。あと最近書道を始
めました。やはりメール、パソコン等に慣れると
どうも漢字を忘れがちで少し危機感を感じまし
て。
それでは私事は終わりに致しまして、当社の業

務内容に関したお話を少ししたいと思います。業
務は消防設備の点検や工事を主にやっておりま
す。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、消
防設備とはよく目にすると思われるものではまず
自動火災報知設備、火災感知器の作動によりベル
などが鳴るものです。それから消火器、誘導灯、
屋内消火栓、ホースを使って水で消火する設備で
す。またスプリンクラー設備、火災を感知して自
動的に水を放水消火するものとかまだ色々とあり
ますが、このような設備の事を言います。
今日はこの設備の中でも消火という事に関して

話してみたいと思います。消火設備はその能力が
どのような火に対して効率よく作用するのかに
よって種類が決まっています。
まず火災の種類ですが、消防では３つに分かれ

ています。
電気火災、油火災、一般火災です。
これは皆さんの会社にもし消火器が置いてあれ

ばそこに記載されています。
例えば、電気火災と言えば建築物の電気室漏電

火災など、油と言えば駐車場・ガソリンスタン
ド・コンビナート火災、一般火災はこの２つのカ
テゴリーを除いたものです。これらの基準をもと
に施設の用途によって消火装置を区別しておりま
す。要は施設の用途によってどのような火災が発
生するか、それに対してどのような消火能力を
もった設備を使うかが決まってくるのです。
消火能力とは消防では３つの能力にわけられて

います。
まず、抑制、窒息、冷却です。

ています。
地域の経験は2014年末まで６年間ほど関西支店
の転勤も経験しており、今回の広島が２回目とな
ります。趣味欄に記載している神社仏閣巡りと街
乗りサイクリングは関西支店時代に駐車場実査で
京都市内など数多く出歩いた影響と思います。
リパーク事業については駐車場業界では第２位
となりますが、広島はリパーク事業発祥の地であ
り、中国エリアに限りますとシェアトップとなり
ます。
今回ロータリークラブ入会にあたりこれまでを
振り返ってみると、ほとんど社会奉仕や国際親善
などあまり経験しておりませんでしたが、ひとつ
だけご紹介できるものでは30歳頃に始めた海外中
学生への教育資金援助活動があります。当時朝日
新聞に掲載された「ダルニー基金」という記事を
見て、これなら自分でもできると思い現在まで続
けています。タイでも最も貧しいと言われる北東
部農村地域の子供を年間１万円で中学校に進学さ
せるという援助制度でしたが、これまでに十数人
の中学生に関わることができました。本来３年間
を続けて面倒見るという制度ですが、当人と家族
事情により１年で援助先が変わってしまうことも
あるようです。これまでの基金の活動の結果、現
在ではタイのみならず周辺５カ国の子供達を援助
対象として現在は年間14,400円の寄付で１人通わ
せることができます。この活動についてはできう
る限り今後も継続していきたいと考えています。
これからは広島西南ロータリークラブの皆様と
の活動を通じて、社会奉仕、広島での経済活動に
一日でも早く貢献できるよう頑張りたいと思いま
すのでどうぞよろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。

� 長野　　宏会員
みなさんこんにちは。この度
西南ロータリーに入会させて頂
きましたナガノ防災サービスの
長野と申します。推薦者は徳納
さんと宮﨑さんです。どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
さて、今日は新入会員卓話ということでまずプ
ロフィールなどから始めて、後半は業務がら火災
と予防などについて少し話してみたいと思いま
す。
私は香川県の高松市で生まれそのあとすぐ広島
で育ちました。学校はずっと広島で卒業後２年ほ
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はハロン1301、2402、1211などです。
そして最も気を付けて頂きたいのが二酸化炭素

ガス消火です。これは人体に対して多大な影響を
及ぼします。私が聞いたデータによりますと、５
～６呼吸で意識を失い、場合によれば死んでしま
います。他のデータでは１呼吸で意識を失うとの
情報もあります。ほぼ猛毒といっても差し支えな
いほど危険なものです。特にみなさまの身近では
タワー式駐車場は大体二酸化炭素ガス消火が使わ
れておりますので、くれぐれも気を付けて頂きた
いと思います。毎年死亡事故が報告されています
が、点検時誤作動によるものが多いそうです。ま
た大きな事故例では、2008年10月にロシアの原潜
内で航行中、ガス消火の誤作動で20人が死亡した
そうです。詳細はわかりませんが、人為的な誤作
動の可能性もあるようです。消火薬剤もハロンな
のか二酸化炭素なのかは情報がないのですが、価
格的に安価な二酸化炭素を使っていた可能性も捨
てきれません。
そこで、これだけ危険なガスをなぜ使用するのか

という疑問が出てくると思います。やはり第一に価
格が安く、消火能力が高いガスは今までは二酸化
炭素ぐらいしかなかったことにつきると思います。
ただ、現在では人体への害の少ない新ガスも開発
されています。窒素ガス消火、窒素アルゴン混合
ガス消火、窒素アルゴン二酸化炭素ガス消火など
です。今では地球温暖化の問題もありますので、こ
れらの新ガスに変わっていくものと思われます。
このように消火設備でも火を消すだけではな

く、そのもの自体がみなさんの生命を危険にする
ものもあるという事を知って頂きたいと思います。
あと、消火装置とは少し外れると思いますが、

軍事と火災予防の観点から少し興味深いお話をし
たいと思います。米ソ冷戦時だと思いますが、ア
メリカ軍の偵察機にSR-71通称ブラックバードと
いわれる飛行機が存在しました。マッハ３で低高
度を飛び、敵基地を撮影するそうです。現在では
偵察衛星の進歩、無人偵察機などから1990年に退
役したそうです。このブラックバードのトップ
シークレットを見せてもらった日本人がいらっ
しゃいまして、（かなりの軍やNASA、JPLにコ
ネクションをもっておられるようです）軍の方が、
スプーンに何か入れて持ってきて、最高機密を見
せてあげようと言われ、これに火を付けても燃え
ないのでスプーンの下から温めてみた所泡立つだ
けなので、「これは何ですか」と尋ねたら、「ブラッ
クバードの燃料だ」と云われたそうです。燃えな

それではこの能力をもった消火装置にどのよう
なものがあるのか少し紹介致します。
まず、一般的な屋内消火栓ですが、水を放水す
る事で火を冷却、抑制します。そして地下駐車場
などで使用される泡消火設備、油火災に効果的で
す。濃厚な泡により、空気を遮断冷却消火します。
石油コンビナートなどもこの泡による消火を採用
しています。それから消火器に代表される粉末消
火設備ですが、これは全火災に対応となっていま
すが、主に火災の抑制に効果的です。あとはガス
系消火装置ですが、これは大変強力で瞬時に火災
を消火する能力があります。立体駐車場、電気室、
コンピューターサーバー室、美術館、博物館など
で使用します。
このように消火装置とは水、泡、粉末、ガス、
おおまかにこの４種類が施設の用途に応じて使わ
れているのです。
次はみなさんにもっとも知っていただきたい消
火装置でガス系消火装置についてお話してみたい
と思います。
ガス系消火装置には、ハロンガス消火、二酸化
炭素ガス消火、窒素系ガス消火等があります。用
途は立体駐車場、サーバー室、電気室、美術館、
博物館などです。
この消火装置は水や泡、粉末をかけることで火
災以上に多大な被害が発生するような施設に非常
に有効的です。例えば、精密機械などは水、泡は
もちろんのこと、粉末薬剤も使用することによっ
て壊れてしまいます。ちょっとかわったところで
はＦ１レースでの火災で消火にはガス系消火器を
普通は使うのですが、どこかのレースで粉末を使
用して１台何億もするエンジンが使い物にならな
くなり大会運営サイドに損害賠償を請求したとい
う話を最近聞きました。
このようにガス系消火設備は火災そのものを瞬
時に消火、さらに損害を最小限におさえる効果は
非常に大きく、例えば軍事用とか船舶用などにも
使用されています。潜水艦、護衛艦などが代表的
です。
ただ、このガス系消火装置も決して万能ではな
く、やはり多くの問題を抱えています。まず、ハ
ロン消火ですが、みなさんもご存じのようにオゾ
ン層を破壊するため、製造禁止となっています。
ただ人体への害も少なく、少量で効果的に消火
できる薬剤は他になく、現在設置されているもの
については使用でき、また今まで製造されたもの
はハロンバンクによって管理されています。種類
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星採査で活用する為に作られたものでバイキング
計画では、実用化されていたそうです。機体をパ
ラシュートで落とすわけですが、そのまわりをエ
アジェルで固めてしまいます。だからパラシュー
トが切れても機材に損害は出ません。転じてパラ
シュートなしで戦車を輸送機から落としても壊れ
ないという事なんです。パラシュートがなくても
それだけの緩衛がある奇妙な物体で、これが完成
した時に彼らが考えたのは宇宙開発よりも軍事利
用だったようです。これなど消火装置ではありま
せんが、火災の際の避難設備に応用出来るのでは
ないかと思ってしまいます。何とか一般への消防
設備としての普及に期待したいところです。
それではこのような技術が軍事レベルから一般

へ応用され、火災やあらゆる災害に役立つように
なることを願い、私の話を終わらせて頂きます。
御静聴ありがとうございました。

い燃料です。低い高度でマッハ３で飛ぶと空気摩
擦で機体表面が摂氏600度以上になり、通常燃料
では爆発する可能性があるそうです。エンジン内
であることをすれば、燃焼するそうですが、それ
は教えてくれなかったそうです。これが一般に応
用されれば、かなりの火災が予防出来そうですが、
期待したいと思います。
次にJPLについての情報です。（補足ですがJPL
とはアメリカのジェット推進研究所のことで、主
に惑星採査が中心だそうです）
やはり先程の日本人の方ですが、JPLに行った
とき見せてもらったものがあるそうです。それは、
ガラスの中に入ったエアジェルで「触ってはいけ
ない」と言われました。そして、「触ってごらん」
と言われて中身を確かめたらジェル状のものだっ
たそうです。ついこの前まで軍事機密だったとい
われたそうです。これが何かというと、最初は火

＝＝＝＝ 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。

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

　７月19日、20日に平和公園内に多国語案内板を設
置しました。

２
０
１
６
年
（
平
成
28
年
）
７
月
23
日　

中
国
新
聞
掲
載
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2016-2017年度　第1回理事・役員会　議事録

日　時：2016年７月５日　13時45分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島4F会議室
出席者：杉川、室﨑、木村、折本、杉本、
　　　　佐藤（克）、田中（朋）、佐々木（宏）、
　　　　濵田、萬歳、根石、児玉、宮﨑
会長挨拶（杉川会長）
　30周年という大きな事業が２か月後になった。
温故知新に拘りながら原点の思いを変化の中でも
変えることなく大事に進める。
議事
　①合同幹事会報告
・入会金の取り扱いについて在広他クラブの
資料を用意した。資料が揃えばメールなり
で案内し協議していく。各クラブの細則で
対応可能という話しも聞いている。

　②８月プログラムと早朝清掃例会について
　　プログラム（折本）
・会員卓話を増やしていく（特にチャーターメ
ンバー）。月間テーマに沿った卓話者にする。

　　早朝清掃（田中）
・土産は500円くらいのクオカードとタナカ
食品のフリカケにした。

　③RYLA募集・ロータリー財団奨学生について（根石）
・RYLAについては会員へ案内する。
・2710地区から（公財）麻薬・覚せい剤乱用防

止センターより国連支援募金運動に対する
要請があったので地区へ確認の上検討する。

　④今年度予算書の確認（前年繰越金について）
・スマイルの収入が多かった為、その分支出
として雑費に入れた。（根石）

・会員負担を軽減する意味合いもある。（萬歳）
　⑤創立30周年式典や案内等の進捗状況について
・平和公園の設置は７月19日着工で22日完成
予定。（杉川）

・９月８日可部→広域公園→クラブ協議会→
平和公園→スタジアム、９日大師寺→式
典・祝賀会の流れを予定（杉川）

・チャーター・パスト会長で退会者にも式典
案内を出す。（杉川）

　⑥各理事役員報告
・一度撤去したバナータテを用意するので新
しく交換したバナーは提供して頂く。（濵田）

　⑦その他（根石）
・事務局員への賞与について例年通り支給する。

次回開催日
　平成28年８月９日（火）13：45 ～ ANAクラウ
ンプラザホテル
開会の挨拶（室﨑副会長）
　９月９日に向けて協力し着々と進め乗り切って
いこう。

７月の会員記念日

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

結婚記念日

パートナー誕生日 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

入　会　月

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

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

幸村　憲治　Ｈ25年
長谷川大助　Ｈ27年
戸田　泰弘　Ｈ27年

掲　示　板

❖８月23日（火）
　13：45 ～　創立30周年座談会（入会３年未満

の会員対象）� ANAホテル４F
❖８月28日（日）
　13：00 ～　地区指導者育成セミナー（会長・

会員増強委員長・R財団委員長対
象）� ホテルグランヴィア広島

８月行事予定
❖�８月２日（火）
　７：00 ～　�早朝清掃� 平和記念公園
　８：25 ～　�例会� メルパルク広島８F
❖８月９日（火）
　11：00 ～　創立30周年実行委員会
� ANAホテル４F
　13：45 ～　第２回理事役員会�ANAホテル４F
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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）

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8月23日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　杉川�聡　幹事　根石英行
　　　　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

　ロータリーも新年度に入り、梅雨も

明け、夏の高校野球選手権（いわゆる

夏の甲子園）の各都道府県代表も決ま

り、カープは首位を独走中（サンフレはイマイチ

ですが）、と言う事でなんだかドキドキ・ワクワク

する今日この頃です。もっとパーソナルな事でワ

クワク・ドキドキしたいと思うのは私だけでしょ

うか。o（^ - ^）o� （谷口）

氏　名 7 14 21 28 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 ○ ○ × 66%
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 7 14 21 28 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%
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7月26日（火）
場所：広島グランドインテリジェントホテル


