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第1425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
　山國　　豊会員　10月１日
　杉川　　聡会員　10月８日
　上田　直治会員　10月８日
　先小山英夫会員　10月９日
　遠崎　秀一会員　10月10日
　末廣浩一郎会員　10月11日
　根石　英行会員　10月11日
　白築　忠治会員　10月23日
　田村　英樹会員　10月27日
　田中　和之会員　10月29日

連続出席100％
　遠崎　秀一会員（10年）

会長時間「米山月間」
皆さんこんにちは。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、誠に
有難うございます。ごゆっくりお過ごし下さい。
また、米山学友の鼓　宏遠さん、ラクチャーさん
久し振りです。今日は宜しくお願い致します。
今月10月は「経済と地域社会の発展月間・米山
月間」でございます。本日は、米山記念奨学会に
ついて話をさせて頂きます。
ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本
との懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留
学生を奨学することを目的としています。優秀と
は⑴学業に対する熱意や優秀性はもちろんのこ
と、⑵異文化理解、⑶コミュニケーション能力へ
の意欲や能力に優れている点が含まれています。
ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通
して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社
会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とす
る国際平和の創造と維持に貢献する人となること
が期待されています。年間の奨学生採用数は720

人（枠）、事業費は12.4億円（2013-14年度決算）と、
国内では民間最大の国際奨学事業となっておりま
す。これまでに支援してきた奨学生数は、累計で
18,648人（2015年７月現在）。その出身国は、世
界123の国と地域に及んでいます。また、その特
色としては、米山奨学金には、奨学金による経済
的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世
話クラブとカウンセラー制度による心の通った支
援があります。当西南ロータリークラブでは過去
20名の奨学生の世話をさせて頂きました。その国
別内訳は、中国の方が７人。韓国の方が５人。ベ
トナムの方が２人。フィリピン、タイ、ユーゴス
ラビア、バングラデッシュ、台湾、モンゴルから
が各１名で有ります。残念ながら今年は当クラブ
での受け入れはございませんが、今後も米山奨学
生のお世話を通じて国際貢献をして行きたいと
思っている所でございます。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
ロータリーの友誌・ガバナー月信・米山奨学会

の豆辞典配布の案内。／職場訪問・クラブフォー
ラム等の案内を回覧。未回答者は回答を。／例会
変更。
�委員会報告

広報雑誌委員会（友誌を読む）
� 大内田　民博会員

出席報告
　会員数�66名　出　席�50名　欠　席�16名
　　　　�　　　来　客�� 4名　ゲスト�� 2名

プログラム
会員卓話
「�米山月間に因んで」
� 白築　忠治会員
� 米山学友　彭　宏遠さん
　　　　　　　ラクチャーさん

米山奨学委員会の白築忠治委
員長より、米山学友の彭宏遠さ
ん・ラクチャーさんをご紹介頂
き、お二人より米山奨学生時代
の思い出や近況などをお話し頂
きました。

彭　宏遠�さん

ラクチャー�さん

（2）� 2016年10月
温故知新、原点を確認しよう!!
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第1426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
　平原　一彦会員　10月７日
　佐藤　二郎会員　10月16日
　曽里　　裕会員　10月18日
　伊藤　英彦会員　10月21日
　児玉　栄威会員　10月30日
　室﨑　雅宣会員　10月31日

会長時間「理事会報告」
皆さんこんにちは。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。
本日は10月25日のガバナー公式訪問に備えまし
て、グループ７ガバナー補佐の曽里さんにお越し
頂き、後ほどクラブ協議会の中で、ガバナー公式
訪問フォーラムの議題・進行に付いてご教授頂き
ます。また、卓話講師として広島県ラクビーフッ
トボール協会の尾川理事長にお越し頂いていま
す。ワールドカップ以来大人気のラクビーでござ
いますが、本日は「ラクビーの面白さ」と題して
お話を頂く事となっております。本日は何卒宜し
くお願い致します。
さて、本日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４回理事会
では下記のような議論が行なわれています。
①�　新入会員候補、漆原健夫（うるしばら　た
けお）さんの入会について
②�　公式訪問準備の進捗状況について→10 ／
25（職業奉仕の実践強化、元気なクラブづく
りのための戦略計画と会員維持・会員増強、
がん予防の取り組み、ポリオ撲滅を含むロー
タリー財団100周年の記念事業）
③　職場訪問例会について→10 ／ 18
④�　地区補助金事業について→11 ／ 27「つぼ
みの会」支援事業。佐伯区役所。

　⑤　11月度プログラム　

⑥　９月度会計報告（米山学友会）
⑦　各理事役員報告
以上で、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
がんアンケート配布の案内（10月25日提出期

限）。／10月25日（火）はガバナー公式訪問。フォー
ラム参加者は事業計画書を持参のこと。／会員手
帳の追加シールを作成予定につき、記載事項に変
更がある会員は10月中に事務局迄連絡のこと。／
今年度よりRC会費の支払期日が毎月20日に変
更。／例会終了後、第２回クラブ協議会開催。／
来週は職場訪問例会。ANAホテル前11：40集合、
ホテル前帰着14：15予定。
�委員会報告

青少年奉仕委員会
（RYLAと水学習報告）

� 水谷　耕平委員長

奉仕プロジェクト委員会
（ロータリー財団100周年記念事業）
�
� 田中　朋博委員長

出席報告
　会員数�66名　出　席�56名　欠　席�10名
　　　　�　　　来　賓�� 3名

プログラム
外部講師卓話
「ラグビーの面白さ（醍醐味）」

広島県ラグビーフットボール協会�
理事長� 尾川　政治　氏

ラグビー競技とは
　ラグビーフットボールは15人ずつの２チーム
が、楕円形のボールを相手側のインゴールに持ち

1202号� （3）
経済と地域社会の発展月間・米山月間



込んで得点を競う競技です。
　ラグビー競技はサッカーと違って、ボールを扱
うのに手も足も使うことが出来、選手はボールを
持って自由に走り、パス・キックすることも出来
ますが、ボールパスは後方の味方選手にしかでき
ません。
　ディフェンスはボールを持った相手選手の進行
を、タックルで止めることができます。この攻防
のせめぎあいで起る、選手同士の迫力ある激しい
ぶつかり合いとスピード感あふれるプレーがラグ
ビー競技の魅力です。
　最近、ラグビー競技が皆さんの注目を浴びた出
来事が、ちょうど１年前のラグビーワールドカッ
プだと思います。2015年９月20日のワールドカッ
プで日本が南アフリカに34－32で逆転勝ちした試
合です。
　日本時間の０：45ＫＯ　真夜中の試合で朝方ま
で興奮して観戦し、そのまま眠れず、そのまま眠
気眼で仕事をしたのを思い出します。

2015年ワールドカップについて
　2015年ワールドカップの初戦で日本は南アフリカ
に34－32で逆転勝ちしました。この試合は「世紀の
番狂わせ」の見出しで大きく新聞紙上を賑わしたの
で皆さんの記憶にも残っていることと思います。
　このワールドカップ当時の日本は世界ランク13
位で南アフリカはベスト３に入っていました。世
界３位の南アフリカと過去24年間ワールドカップ
で勝ち星のなかった日本。
　ラグビー競技でのこのランクの開きは１／ 100
以下の確率、100回試合をして１回勝てるかどう
か分からない。20点以下の得点差での敗北なら大
善戦と言われるくらい、力の差が歴然としている
レベルです。そんな認識で世界中のラグビーファ
ンがこの試合を観ていたわけですから、日本の勝
利をマスコミが大々的に取り上げたのも無理は無
いと思います。私も夜中に起きてどの位の点差で
負けるのかなと負けるのを前提に観ておりまし
た。それが試合終了前の劇的なトライで勝ったわ
けですから、我々ラグビー関係者は基よりラグ
ビーと縁の無かった人々の興味をもさらったのは
無理もないと思いました。
　この試合の日本の勝因は相手より大きく上回っ
た粘り強いディフェンスと言われています。ボー
ル保持率は南アフリカ55％に対し日本45％。攻撃
中の相手からボールを奪うターンオーバーは南ア
フリカの５度に対し日本の７度。タックルの数は

南アフリカの102回に対して日本は127回。ボール
支配率では劣ったものの激しいタックルで相手の
流れを食い止めた結果だと思います。

五郎丸のゴールキックについて
　このワールドカップのテレビ放映で人気を博し
たのが五郎丸選手のゴールキックです。キックの
前に行う一連の動作がテレビ画面に大きく映し出
され、ゴールキックのルーティンが広く知れ渡り、
子供から大人まで五郎丸選手の独特なポーズのま
ねをしていました。
　試合でゴールキックを行う場面は味方がトライ
をした後か相手チームが反則を犯し、ペナルティ
キックを与えられた時です。
　五郎丸選手はこの南アフリカ戦で自分自身のト
ライを含めて24得点を挙げました。ゴールキック
の場面では７回／９回の成功で、ゴールキックの
たびに行う忍者スタイルのルーティンが大きな話
題になりました。
　ラグビー競技はチームプレーですがゴールキッ
クは個人プレーです。ゴールキックを行う場面に
なるとスタジアムの観客の目が五郎丸選手のゴー
ルキックを行う一挙手一投足に注がれます。並み
の神経では耐えられない重圧が掛かると思いま
す。五郎丸選手のゴールキックの技術は当然世界
トップクラスのレベルですがその上にメンタル面
での強化にルーティン動作を取り入れた結果、高
い成功率を勝ち取ったと思います。
　メンタル面からルーティンを付け加えることで
毎日積み重ねたキック練習の成果をコンスタント
に出せるようになりました。
　このワールドカップレベルの面白い試合ですと
ラグビーのルールが解ってなくても試合に臨む選
手が発するパワーのみで観客に感動を与えること
が出来ますが、これにもう少しラグビー競技に対
する知識を持たれるとより多くの感動・面白さを
享受できるのではないかと思います。

ラグビー競技のルールについて
　ラグビーを観戦した人に感想を聞くとほとんど
の人が選手同士がぶつかる迫力はすごいが笛が
鳴ってプレーが中断する意味が理解できない。
　笛が鳴りすぎて面白くないという声を聞きます。
　ここに居られる皆さんもラグビーに対して同じ
ような思いを持たれていると思います。ラグビー
のルールは第１条から第22条までありますが、皆
さんにラグビーを面白く興味を持ってみて頂くた
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めに以下のことを覚えて頂ければと思います。
グラウンドの大きさ及びボール（別紙参照）
縦100メートル×横70メートル以内
� （サッカーのフィールドとほぼ同じ広さ）
プレーヤーの人数　15人
試合時間　　大学・社会人　40分ハーフ　　　　
　　　　　　　　　　高校　30分ハーフ
得点　　　　トライ　　　　　　　３点
　　　　　　トライ後のゴール　　２点
　　　　　　ペナルティーゴール　３点
　　　　　　ドロップゴール　　　３点
不正なプレー（反則）　オフサイド・危険なプレー
ノックオン・スローフォワード
　　�ボールを前方に落とす。ボールキャリアーが
ボールを前方に投げることは反則。

　　�このような軽微な反則は、スクラムを組み、
反則を犯さなかったチームのプレーヤーが
ボールをスクラムの中央に投げ入れる。

スクラム
　　�ＦＷ８人ずつがスクラムを組む。スクラムの
組み方は前列３人、２列目２人、３列目３人。
ボールは前列の中央に投げ入れ、相手とボー
ルの争奪を行う。

キックオフと試合再開のキック
　　�試合の開始及び得点後の試合再開は中央から
ドロップキックで始まる。

タックル
　　�ボールを持って攻撃している選手をタックル
で倒すことができる。倒された選手は直ちに
ボールを離す。タックルした選手は直ちに転
退する。

ラック・モール
　　�ボールの争奪で生じるダンゴ状態。ボールが
地面にある状態をラック。ボールが地面から
浮いている状態をモール。

タッチ及びラインアウト
　　�ボールがフィールド外に出た場合、両チーム
の選手数名がタッチラインと直角に並びお互
いの選手の中央線上にボールを投げ入れ、争
奪する。ボールの投げ入れはボールをタッチ
外に出さなかったチームが行う。

ペナルティキック
　　�オフサイド等、重大な反則にはペナルティ
キックが与えられる。ペナルティキックは
ゴールキックを選択することが出来る。

アドバンテージ
　　�ラグビーでは競技中に反則があっても、その

結果、相手側が利益（アドバンテージ）を得
る可能性のある場合、その反則に対して直ち
に笛を吹かない。

　　�試合終了時間が過ぎタイムキーパーからタイ
ムオーバーの合図があってもレフリーは直ち
に試合終了の笛は吹きません。試合終了の条
件はボールが止まってスクラムが選択される
場合とボールがタッチに出た場合です。得点
が僅差の展開で、負けているチームが一発逆
転を狙って攻撃している場合、アタックを継
続して２～３分間も連続攻撃を仕掛ける場合
も見られます。

　ラグビー競技は前後半30分の試合（高校）、40
分の試合（大学・社会人）があります。
高校ラグビー
　�　高校ラグビーの全国大会は、春の全国選抜大
会（３／ 30 ～４／５熊谷）と冬の全国高校大
会（12 ／ 27 ～１／７花園）がある。

　�　全国高校大会は１県１代表チームが出場する
が昨年は第95回の記念大会で、中国ブロック代
表として広島工業高校が推薦枠で出場した。花
園は野球の甲子園と同様に高校ラガーマンの憧
れの地です。

大学ラグビー
　�　大学ラグビーは関東大学の２リーグ、関西大
学リーグ、九州大学リーグの上位、地域大学リー
グの１位チームが大学選手権（決勝１／９）の
覇権を争う。

　�　大学ラグビーでは関東の対抗戦グループ（帝
京、早稲田、明治、慶応）の人気が高い。

社会人ラグビー
　�　社会人ラグビーは、ジャパントップリーグ16
チームが覇権を争う。トップリーグの下部リー
グに地域リーグ（トップイースト・トップウエ
スト・トップキュウシュウ）があり、地域リー
グ上位２チームがトップリーグ下位チームと入
れ替わる。このトップリーグが日本ラグビーの
最高峰で、中国電力・マツダは地域リーグの
トップキュウシュウに所属。

　本日お配りした資料の中に10月23日に広島ス
タジアムで開催するトップリーグのチラシを入
れさせていただきました。本日の私の話を聞い
て、ラグビーに興味を持たれた方、是非ご観戦く
ださい。
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リオオリンピックの７人制ラグビーについて
　2016リオデジャネイロオリンピックから７人制
ラグビーが採用され、男女チーム共、本大会に出
場し、男子チームはニュージーランド・フランス
を撃破し、メダルには今一歩手が届きませんでし
たがベスト４の成績で日本に帰ってきました。
　このときはワールドカップで南アフリカに勝った
ときのような衝撃は世界に与えませんでしたがワー
ルドカップで勝ち得たことで日本の実力を世界中
のラグビーファンが認めた結果だと思っています。
　ここで７人制ラグビーについて少し説明します
と、フィールドの大きさは15人制と変わりません。
ＦＷが３人でＢＫが４人、スクラムも３人で組む
のでパワープレーで相手を押し込むとかキックを
多用し地域をとって行くプレーも見られません。
試合時間も７分ハーフと短く、ＢＫのランプレー
が多くなります。15人制は走る格闘技のイメージ
でしたが７人制はバスケットボール・ハンドボー
ルと同じジャンルのスポーツと捉えています。
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第1427回例会
12：30〜13：30　株式会社 山豊

職場訪問例会

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間「職場訪問例会」
皆さんこんにちは。本日は山本豊会員の会社「㈱
山豊」に訪問させて頂きました。皆さんご承知の
ように、山本豊会員は広島西南ロータリークラブ
の第２代会長であられ、我広島西南ロータリーク
ラブのシンボルのようなメンバーでございます。
90歳を迎えられ、まだまだご活躍されている山本
さんの元気の秘密がこの工場に隠されているので
は無いかと思っております。是非とも、隅々まで
ご見学頂き、山本さんの元気のエキスを持ち帰ら
せて頂きたいと思っております。また、今回はご
長男の千曲様にお忙しい中ご無理をお願いし、ご
案内頂く事になりました。何卒、宜しくお願い致
します。これで、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
先週配布のがん予防アンケート未提出者は、事
務局か健康管理委員会へ提出のこと。／例会変
更。／ 10月30日（日）10：00 ～地区大会（広島国
際会議場で開催）もメークアップ対象。／次週10
月25日はガバナー公式訪問例会（例会ならびに
フォーラムへ多くの会員の参加を要望）。例会前

11：30 ～月報編集会議開催。
出席報告
　会員数�66名　出　席�44名　欠　席�22名
　　　　�　　　来　賓�� 1名
プログラム

職場訪問卓話

株式会社　山豊　代表取締役
 　山本　千曲　氏

　お客様に感動を与えられる会
社でありたい。
　「廣島魁（ひろしまさきがけ）」とは他社に先駆け
ることが山豊のこだわりであることを現しています。
　特に創業50年に近い歴史の中で、物真似ではな
くオリジナルのこだわりを持った商品開発がお客
様に感動を得て頂けるものと信じ

⑴　世の中にない物を生み出せ
⑵　世のためになる物を生み出せ
⑶　世に残り誇れる物を生み出せ

を合い言葉にした山豊開発憲章は、我が社の
DNAとして息づいています。ただ単に商品を売
るのではなく、お客様とのご縁を生かし、お客さ
まにささやかであっても何かしらの感動を感じて
いただける企業を目指しています。

人間力が、企業力
　山豊の企業理念のもう一つとして、「謙虚な心
を持つこと」をうたっています。
　「企業は人なり」とよく言われますが、謙虚で
素直な心を持って、人知れず働き陰徳を積み上げ
ること、つまりは、人とのふれあいを大切にし、
積極的で絶えず成長する人間を育てることが企業
の使命であり責任であると思っています。今日よ
りは明日、明日よりは明後日と、商品に磨きをか
け新たな技術や研究に絶え間なく挑み続ける、そ
んな社員たちが山豊の誇りです。

DONATIONDONATION
10  月 年度累計

ス マ イ ル 134,000 円 416,000 円
善 意 の 箱 12,949 円 50,184 円
100万ドル 56,028 円 233,772 円
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第1428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％
　萬歳　幸治会員（30年）
　石井　和彦会員（30年）
　梶本　尚揮会員（30年）
　奥田　　實会員（30年）
　白築　忠治会員（30年）
　山下　哲夫会員（30年）
　平石　雅史会員（16年）
　山下　幸彦会員（15年）
　岡本　俊雄会員（14年）
　室﨑　雅宣会員（11年）
　末廣浩一郎会員（８年）

会長時間「ガバナー公式訪問例会」
　皆さんこんにちは。本日はガバナー公式訪問例
会でございます。田原ガバナー、橋本代表幹事、
曽里ガバナー補佐、室崎ガバナー補佐幹事、大変
お忙しい中、当広島西南ロータリークラブの例会
にお越し頂き、誠に有難うございます。また、田
原ガバナーには、９月９日に挙行致しました広島
西南ロータリークラブ30周年記念式典、祝賀会に

もご出席頂き、心温まるお祝いの言葉を頂きまし
た事、この場を借りて心より御礼申し上げます。
さて、本年田原ガバナーは「奉仕の中にこそ幸福
（幸せ）と平和がある」と言う信条の下、特に「が
ん予防の普及推進」に力を注がれ、当クラブでも、
会員向けのアンケートの実施、がん予防の為の卓
話の実施、がん早期発見の為のＰＥＴ検査等の紹
介などの事業を実施致しております。健康な身体
でより長くロータリー活動を実践して行く事が、
会社にも家庭にも社会にも大切な事だと思ってお
ります。本日はこの辺りの事もお聞かせ頂ければ
と思います。何卒、宜しくお願い致します。これ
で、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
公式訪問配布資料・新会員案内・10月30日（日）

開催の地区大会プログラム・クラブ月報配布の案
内。／がん予防アンケート未提出者は回答のこと。
／例会変更／本日18：30 ～パスト会長会をANA
クラウンプラザホテル５Fで開催。

スマイルボックス
濵田公璽会員（チケット2,000円）　先週卓話

では皆様静かにお聞き頂き感謝してます。S.A.A.と
してこれからもよろしくお願いします。

折本緑会員（3,000円）　「ミセス広島グランプ
リ」というミセスの美人コンテストで、50才代の
部で最終審査に残り11／６の本大会に向けて、が
んばっています。皆様よくご存知のミスユニバー
スのミセス版で、30代～ 60代の各年代ごとにグラ
ンプリを決めるものです。慣れない事に疲れ果て
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タリーは今、岐路にたっています。来年度はポリ
オ撲滅の可能性があり、ロータリーの歴史で最も
重要な年を迎えますので、今から準備しておくこ
とが極めて重要です。ポリオ撲滅にロータリーが
果たした役割をクラブを通じて地域社会に認知し
てもらい、ロータリー入会こそ世界を変える方法
であることを強調してください。そして、社会貢
献への熱意をもつ職業人が集うロータリー独自の
力を生かせば、大きな目標を達成することができ
ます。ロータリーの前進には、単にロータリアン
の数を増やす事ではなく、将来リーダーとなるロー
タリアンを増やすことです。「人類に奉仕するロー
タリー」の伝統を継続する名誉を授けられた私た
ちは、このような奉仕を行っていく責務がありま
す」と述べています。
また、ジョン・ジャームRI会長は、昨年度と同

じく５つの強調事項、即ち、会員の増強と維持、
財団への寄付、オンラインツールの利用、新世代、
そして公共イメージを示しました。これら５つの
強調事項に、それぞれ目標が掲げられ、それらの
組み合わせの達成が会長賞の受賞に繋がります。
当ロータリークラブの皆様、是非会長賞にチャレ
ンジして下さい。
加えて、彼は、2016-17年度ロータリー目標を示

しました。それは、３つの優先事項と11の目標か
ら成り、その内の４つの目標、即ち、「目標４：ロー
タリー財団に対するロータリアンの知識・参加・
寄付を向上、目標５：永久にポリオを撲滅、目標
８：財団の補助金と６つの重点分野を通じて、ロー
タリーの人道的奉仕の質と影響を高める、目標
11：「世界でよいこと」を続けてきた財団の100年
の歴史における財団の功績、特にポリオプラスの
成果に対するイメージと認識を高める」の４つは、
ロータリー財団管理委員会が承認した財団の３カ
年目標であります。
●　ガバナー信条・地区運営方針
ジョン・ジャームRI会長テーマを受けて、私は、
地区ガバナー信条を、「Vocational�service�only�
brings�about�happiness�and�peace：奉仕の中にこ
そ幸福（幸せ）と平和がある」としました。ガバナー
信条に掲げた「奉仕」は、ロータリーの目的であ
る「職業奉仕」であり、その意図　することは二
つあります。その一つは、職業奉仕の実践強化で
あり、もう一つは、人類の最大の敵であるがんの
予防推進であります。
前者の職業奉仕の実践強化については、21世紀

に入り社会生活は目覚ましい進歩を遂げたにも拘

ておりますが、11／６アナクラウンＨで大会が行
なわれミスの娘たちの水着ショー有ですので皆さ
ん応援に来てくださいませ♡
国際ロータリー第2710地区ガバナー田原榮一様
（寸志）
山本豊会員　先週10月18日（火）広島西南RC職
場訪問例会で山豊工場へ杉川会長以下多数の方々
にお出でくださり、ご指導頂きました。時間の関
係で短

たんぺいきゅう

兵急のこと失礼の段、お許しくだされ度。
今後共よろしくお願いし、出宝させて頂きます。
芝楽会　10／16
　１位　橋本会員
　２位　平原会員
　３位　先小山会員

出席報告
　会員数�66名　出　席�59名　欠　席�� 7名
　　　　�　　　来　賓�� 7名
プログラム

ガバナー公式訪問卓話

国際ロータリー第2710地区
 2016〜2017年度ガバナー
 　田原　榮一　氏

ガバナー公式訪問の主な目的は、会員の意欲を
高め、クラブをサポートすることであります。そ
こで、先ず、今日の卓話の機会に、2016-17年度RI
会長テーマと目標、そして、ガバナー信条と地区
運営方針について再度強調しますので、それらを
クラブ活動に導入され、「元気なクラブづくり」に
是非反映して頂きたいと存じます。更に、卓話の
後に行われますフォーラムにおいて、既にお願い
した議題について協議させて頂きたいと存じます。
●　RI会長テーマと強調事項・目標
先ず、ジョン・ジャーム�RI� 会長テーマは、

「Rotary�serving�humanity：人類に奉仕するロー
タリー」であり、非常にsimpleですが、重みのあ
るテーマであり、私は感動しました。事実、多く
のロータリアンから、「これは、われわれが何をす
るべきかを示しており、人類への奉仕は、人生の
最良の仕事である」と絶賛のメールが寄せられて
います。
彼は、「人類への奉仕はロータリーの礎であり、

ロータリーの一員であることは、最初に小さな機
会と思えても、ロータリーを通じて社会に貢献す
る大きな機会であり、更に、人類へのロータリー
奉仕を通じてより良い世界を導く機会です。ロー
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モメントを触れてみたいと思います。
昭和16年、肺結核症で父と私が枕を並べる闘病
生活の末、父の死と引き替えに私は生き残りまし
た。残された母と５才の私は親一人子一人で苦難
の道を歩み、私は幸にも医学の道に進むことが出
来ました。そして、病理学者として、58年間、が
ん研究一筋に取り組み、得られた研究成果をがん
医療に導入して、がんの確定診断である分子病理
診断を実践する共に多くの後継者を育成しまし
た。同時に、昭和56年に広島中央ロータリークラ
ブに入会して、「四つのテスト」に共感し、広島の
財界、広島大学、医師会等の支援により、平成４
年に財団法人広島がんセミナーを設立しました。
そして、毎年国際シンポジウムの開催、がん予防
のための県民公開講座、若いがん研究者への助成
等の事業に取り組んで来たのであります。
このように、今日まで、がんと闘う研究と事業
に取り組んでこられたのは、真摯に「がん」と向
き合い、自分の生活の基盤となるロータリーの理
念を実践した結果であり、もしロータリーに入会
していなかったならば、自分の職業スキルを生か
した人道的な奉仕活動を継続することが出来な
かったと云っても、過言ではありません。まさに、

らず、道徳観の倒錯による政治、経済、科学等の
様々な分野で不祥事が頻発しており、それを防止
するためには、我々ロータリアンは何をなすべき
でしょうか。それは、職業奉仕の理念を実践する
ための二つの行動指針が必要です。即ち、一つは
「ロータリアンの行動規範」の遵法、もう一つは「四
つのテスト」を言行です。それらは、職業倫理の
高揚と人格の向上を惹起させ、究極的に我々に幸
福（幸せ）を齎すからであります。まさに、それは、
ポール・ハリスのいう「奉仕の生活」は「幸福の
生活」を意味し、平和に繋がります。
後者のがん予防の推進については、我が国が抱

える大きな社会問題、2025年に団塊世代が後期高
齢者となり、がん難民の大発生（３人に２人がが
んに懸り、がん死亡者３分の２が後期高齢者）に
ついて、我々ロータリアンひとり一人が危機感を
持ち、ロータリーとして対策を立てる必要があり
ます。
そこで、ロータリー戦略計画の重点分野「疾病
予防と治療」に相当する「がん予防の普及推進」
を３年間の地区戦略計画として立ち上げ、地区奉
仕プロジェクト委員会の中に「がん予防推進委員
会」を設置しました。その目的は、ロータリアン
自身及び高齢者社会のニーズを満たす奉仕活動
「がん予防の普及推進」の実践を通じて、がんになっ
ても安心して働き暮らせるよう、自己責任に基づ
く健康管理を目指すものです。
その具体的な活動方針には二つあり、一つは、
我々ロータリアン一人ひとりが、がん予防を「生
活習慣病」として把握し、がんの一次予防（禁煙・
生活習慣改善）と二次予防（早期発見・早期治療）
によって齎される健康寿命の延長と健康経営、即
ち「企業従業員の健全な「心と身体」を戦略的に
創り、もつて健全な経営を維持すること」の推進
です。もう一つは、職業スキルを生かした青少年
へのがん教育です。
強調したいことは、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であ
ります。
将来、国際ロータリー第2710地区が我が国で最

もがん罹患率・がん死亡率が低く、早期発見・早
期治療によりがんになっても、幸福の生活を過ごせ
る地区になることを実現しようではありませんか！
ここで、がん予防に関連して、私のロータリー

台北新東初代会長の葬儀に西南RCから献花
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スト」の実践を促す。「四つのテスト」はロー
タリーの基本理念の一つであることを留意して
ください。

４）「ロータリー戦略計画」の理解に努め、クラブ
に戦略計画委員会を設置し、クラブ独自の戦略
計画を立ち上げ、クラブレベルで実践しよう。
特に、重点分野の奉仕活動に取り組もう。
重要なことは、ロータリーの戦略計画のDNA

は、親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシッ
プの５つの中核的価値観から構成されているこ
とです。
現在、地区クラブの６割が戦略計画委員会を

設置していますが、まだ設置されていないクラ
ブは是非戦略計画委員会を立ち上げて、グロー
バル補助金を利用して効果的なプロジェクトに
取り組んで頂きたいと思います。
５）会員維持・会員増強について、クラブでの戦
略目標を作り、クラブ及びローリアンひとり一
人が真摯に取り組む。
毎年会員増強の目標を立て、それを達成して、

クラブと地域社会に貢献している実感できる元
気なクラブづくりが、会員維持・会員増強の原
動力です。
また、入会候補者向けの説明会、例会への招
待、懇親会等を開き、ロータリー会員になるメ
リットを紹介してください。他方、会員維持には、
新会員向けの研修セミナーや炉端会議等を開
き、ロータリーへの理解を深めてもらいましょ
う。広島中央ロータリーでは、戦略計画委員会
による新会員への研修セミナーを年３－４回開
いています。
尚、RI会長は、退職者と若い人の入会を推奨

しています。純増２名／クラブをお願いします。
　ここで、会員維持に関連して、有名な英国紳
士のエドワード・グレイ（第一次世界大戦時に
外務大臣）が提唱した「幸福であるための４つ
の条件」を紹介します。即ち、彼は、第一は、
自分の生活の基盤とする思想、第２は、良い家
庭と友達、第３は、意義のある仕事、そして、

ロータリーに感謝です。
ここで、ポール・ハリスの著書「ロータリーの
理想と友愛」の中で、「奉仕の理念の意味」の章
において、ポール・ハリスが最初に引用したトー
マス・カーライルの名言を披露しましょう。即ち、
19世紀イギリスの有名な歴史家であるトーマス・
カーライルは、「一生懸命誠実にひとつのことを成
し遂げとする努力、それはこの世の初めから人間
をとりまくあらゆる病や苦悩に対する偉大な療法
である」と述べています。
私のガバナー信条「奉仕の中にこそ幸福（幸せ）

と平和がある」の原点は、このトーマス・カーラ
イルの名言にあることを披露します。
次に、８つの地区運営方針について説明します。

それらは、戦略計画の優先事項と目標を含んでお
ります。
１）永久にポリオを撲滅。
ポリオ撲滅まであと少しです。2018年に、ポ

リオ撲滅宣言の予定です。
1985年、「ポリオプラス」を開始し以来、発症
数は年間35万件から10件以下にまで減少し、「ポ
リオのないアフリカ」となりました。しかし、
パキスタンでは、依然として野生ポリオの感染
が続いています。忘れてはならないことは、ポ
リオプラスの世界における最初の提唱者は、東
京麹町RCの故山田・故峰両氏です。従って、我々
は誇りを持って、ポリオプラス基金の寄付のみ
ならず、ポリオ撲滅のための募金運動を展開し
て頂きたいと思います。
２）「ロータリアンの行動規範」を遵法。
「四つのテスト」と同様に、例会での唱和を推
奨します。これは、ロータリアンとしての自己
研鑽に繋がり、将来リーダーとなるバイブルで
す。広島中央ロータリークラブは、昨年度から、
例会で、これと「四つのテスト」を唱和してお
ります。
３）「職業奉仕」の行動指針である「四つのテスト」
を職業生活のみならずロータリアン自身の日常
生活全てに言行。また、青少年にも「四つのテ
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その目的は、ロータリーのブランドイメージ
を向上させ、ロータリーの中核的価値観と人道
的・職業的奉仕というロータリーの強みを、地
元レベルと国際レベルで周知を図ることです。
ロータリーのブランドである「ロータリーとは
何か」、「ロータリーは何をする団体か」、「なぜ
ロータリーは大切か」をロータリアン自身が充
分理解して、公共イメージの向上に取り組んで
頂きたいと思います。
もう一つお願いしたいことは、ロータリー財
団100周年をお互いに共有して、ポリオ撲滅運動
や財団100周年記念事業の遂行です。例えば、
IM、RYLA、ローターアクト・インターアクト
大会、地区補助金事業、クラブ創立記念事業、
ゴルフや野球大会を含む親睦会等に「ロータリー
財団100周年記念事業・ポリオ撲滅まであと少
し」という冠を付けて下さいますようお願いし
ます。
８）平和推進地区である第2710地区から、「ヒロ
シマの平和」の理念を発信する共に、久遠の平
和に貢献する「ロータリー平和フェロー」への
応募です。
戦後71年を過ぎた今日、「ヒロシマの平和」の
理念：「戦争のない平和、核兵器のない平和」
が風化傾向にあります。「ヒロシマの平和」の理
念はロータリーと同じであり、ロータリーを通
じて、その理念を世界に発信し、同時に次世代
に伝道していく必要があります。それには、先ず、
原爆資料館を訪問して頂きたいと存じます。事
実、今年５月27日、オバマ米国大統領が、歴史
的な広島訪問を行い、「核なき世界」を将来追求
していく必要性を訴えました。それは、ジョン・
ジャームRI会長のテーマの理念に通じるもので
あり、我々は、田中作次元RI会長のテーマ「ロー
タリーを通じて平和」を忘れてはなりません。
次に、５月15日の地区研修・協議会において、
2016年度規定審議会の主な決定事項を報告しま
したが、今後の各クラブの対応については、諏
訪昭登地区代表議員による報告（ガバナー月信
2016年６月号）或いは、既に各クラブに配布さ
れている資料に記載されている如く、慎重な対
応が望まれ、来年１、２月頃発行される日本語
訳手続要覧を見て始動することが肝要かと存じ
ます。

最後に、ロータリー 112年の歴史的変遷をみま
すと、20世紀に確立された“内なる奉仕－職業奉仕”

第４は閑を持つことを挙げました。ロータリア
ンの皆様には、自分の生活基盤となる思想であ
る「ロータリーの理念」を持ち、良い家庭と友
達を持ち、意義のある仕事をお互いに持ち、そ
して、クラブ同好会で会員相互が楽しく自己研
鑽するための閑を持ち、グレイの掲げた４つの
幸福の条件を満たしておられると拝察します。
是非クラブ同好会を会員維持に利用して頂きた
いと存じます。
６）重点分野の１つ「疾病予防と治療」に相当す
る「がん予防の普及推進」を、職業奉仕「ロー
タリアンは如何に生きるかという生活姿勢」と
して把握し、ロータリアン自身のみならず、家
庭、職場、学校、地域社会で実践する。
＊がん一次予防（禁煙啓発運動・食生活改善）
の普及推進

＊がん二次予防によるがん早期発見（検診受診
率の向上）と早期治療

＊自分の職業スキルを生かして、青少年に対す
るがん教育の推進

＊ガバナー補佐は、「地区がん予防推進委員会」
との連携のコーディネーターとして活躍する。
先般のガバナーエレクトを囲む会において、

地区73クラブの８割ががん予防に取り組むこと、
全てのＩＭががん予防に関連したテーマである
ことを知り、大変心強く感じました。今後、こ
の戦略計画がクラブ、職場、学校で実践され、
更に、３年間継続することを強く要望します。
ここで、ロータリーとがん予防には、「共存共
栄」という共通の理念があることを紹介します。
＊「ロータリーとかけて、共存共栄と解くーそ
の心は、利己と利他の調和」

� （2008-09年度ガバナー　諏訪昭登）
＊「がんとかけて、共存共栄と解くーその心は、
長い自然史と予防の調和」

� （2016-17年度ガバナー　田原榮一）
がんが臨床的に発見されるまでに、10-20年の
長い自然史があり、それには、青少年時代の生
活習慣が関与し、生活改善によりがんを予防で
きること（一次予防）、がんを早期に発見すれば、
がんは完治できること（二次予防）、がんの治療
により、がんと共存して生活できること（三次
予防）です。
尚、田原年度のガバナー月信には、「がん予防」
の欄を設けましたので、是非ご高覧ください。
７）ロータリーの公共イメージと認知度の向上に
取り組もう。
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2016-2017年度
広島西南ロータリークラブ

於：ANAクラウンプラザホテル４階
2016年10月11日

第２回 クラブ協議会

13 ： 45 ～

公式訪問フォーラム ANAクラウンプラザホテル3階
10月25日（火）13：45 ～

から、21世紀では“外なる奉仕－グローバル化の
奉仕”へと変遷していると痛感しております。し
かし、ジョン・ジャームRI会長が「人類に奉仕す
るロータリー」いうテーマを掲げ、「人類への奉仕
は、ロータリーの礎であり、社会貢献への熱意を
もつ職業人が集うロータリー独自の力を生かせば、
大きな目標を達成できる」と強調しました。そして、
ガバナー信条「奉仕の中にこそ幸福（幸せ）と平

和がある」の骨格となる職業奉仕の実践強化とが
ん予防の推進は「健全な精神は健全な身体に宿る」
の理念と本質的に同じであります。
ロータリアンの皆様方々には、RI会長テーマと
ガバナー信条を充分に理解・咀嚼され、且つ、ロー
タリー財団100周年という記念する年度をお互いに
共有し、クラブの目標に邁進され、見事に達成さ
れんことを切願します。

（12）� 2016年10月
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山國　　豊　１日
上田　直治　８日
杉川　　聡　８日
先小山英夫　９日
遠崎　秀一　10日

末廣浩一郎　11日
根石　英行　11日
白築　忠治　23日
田村　英樹　27日
田中　和之　29日

平原　一彦　７日
佐藤　二郎　16日
曽里　　裕　18日

伊藤　英彦　21日
児玉　栄威　30日
室﨑　雅宣　31日

会員誕生日

結婚記念日

10月の会員記念日

パートナー誕生日入　会　月

創　業　月

白築忠治夫人　啓�子様　８日
山本　豊夫人　幸�子様　20日
徳納武使夫人　貞�子様　22日
岩田智博夫人　美恵子様　25日
岡本文治夫人　 邦 様　25日

曽里　　裕　Ｈ３年
杉川　　聡　Ｈ９年
木村　恭之　Ｈ９年
根石　英行　Ｈ14年
山本　春男　Ｈ15年

桒田　博正　Ｈ23年
對馬　久子　Ｈ23年
橋本　幸範　Ｈ23年

濵田　公璽　高野山真言宗�大師寺�Ｓ28年
石井　和彦　養神館病院� Ｓ７年
伊藤　英彦　㈱クロマ� Ｈ16年

梶本　尚揮　㈱綜合建築設計�Ｓ50年
佐々木信幸　㈱ネクサス� Ｈ４年

地区大会
10月30日（日）10：00～　広島国際会議場
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2016-2017年度　第4回理事・役員会　議事録

日　時：2016年10月４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、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）

　ガバナー公式訪問が控えている準備等をお願い

したい。

議事

　①新入会員候補（漆原健夫様）について

　　�・承認

　②公式訪問準備の進捗状況について

　　�４つのテーマはそれぞれ以下のように対応す

る（根石）

　　　１、職業奉仕（田村）

　　　２、戦略計画（佐々木）会員増強（上田）

　　　３、がん予防の取り組み（石井）

４、ロータリー財団100周年記念事業につ

いて（田中）

　　・�事業計画を持参させる・会員増強パンフも

用意（佐々木）

　③職場訪問例会について（確認）

　　・スケジュールの確認（根石）

　④地区補助金事業について

　　・補助金事業に関するものは発注済み。（田中）

　　・�視覚障害者への理解を進めることが事業の

目的である。（田中）

　⑤11月度プログラム

　　・スケジュール確認（根石）

　⑥９月度会計報告

　　・�台北に寄付した10万円が募金先の閉鎖に伴い

戻ってきたので雑収入に戻し入れた。（萬歳）

　⑦その他

　　・�荒木会員より出席免除に関する申し出が

あった。（根石）承認

　　・�会費未入に関しては昨年度取り決めた通り

の手順で進める。（根石）

　　・�財団（ポリオ寄付35＄）は会費請求、EREY�

100ドル寄付は前年度繰越金から支出。

（佐々木）承認

次回開催日

　平成28年11月１日（火）13：45 ～ ANAクラウ

ンプラザホテル

開会の挨拶（室崎副会長）

　四半期が終わったが、まだ事業が続くしっかり

やっていこう。

掲　示　板

11月行事予定
❖�11月１日（火）
　13：45 ～　第５回理事役員会� ANAホテル４F
❖11月８日（火）
　13：45 ～　第３回クラブ協議会� ANAホテル４F
❖11月13日（日）９：00 ～
　３RC合同ゴルフ大会（廿日市RCホスト）� 芸南CC

❖11月15日（火）18：30 ～
　歓送迎会� 広島グランドインテリジェントホテル
❖11月27日（日）10：00 ～
　地区補助金事業� 佐伯区役所内
❖11月29日（火）13：45 ～
　月報編集会議� ANAホテル例会場前
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編集
後記

広島西南RC　９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11月29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

　今月はガバナー公式訪問がありまし
た。例会終了後のフォーラムでは当ク
ラブの事業報告並びに意見交換を行い
ました。会員増強やロータリー財団100

周年記念事業などの活動報告を熱心に聴いて頂き
ました。中でもガバナー重点方針にもあるがん予
防については熱く語られ、自身の体験を交えて禁
煙の奨励がありました。当クラブにも根強い愛煙
家がいらっしゃいますが今年度何人禁煙されるか
興味津々です。� （杉本　清英）

氏　名 6 9 20 27 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 長谷川大助 △ ○ △ 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 小野　　誠 ○ ○ ○ 100%
34 岡本　倫明 △ ○ ○ 100%

氏　名 6 9 20 27 出席率
35 佐々木　宏 △ ○ △ 100%
36 白築　忠治 ○ ○ △ 100%
37 曽里　　裕 ○ ○ ○ 100%
38 杉川　　聡 ○ ○ ○ 100%
39 先小山英夫 △ ○ △ 100%
40 佐藤　二郎 ○ ○ ○ 100%
41 佐藤　克則 △ ○ △ 100%
42 杉本　清英 ○ ○ ○ 100%
43 末廣浩一郎 △ △ △ 100%
44 佐々木信幸 △ ○ ○ 100%
45 佐古　雄司 ○ ○ △ 100%
46 新藤幸次郎 ○ ○ ○ 100%
47 田中　茂樹 △ △ △ 100%
48 谷口　公啓 △ ○ ○ 100%
49 遠崎　秀一 △ ○ ○ 100%
50 寺本　真司 ○ ○ ○ 100%
51 俵　　雅之 △ ○ ○ 100%
52 徳納　武使 △ ○ ○ 100%
53 對馬　久子 ○ ○ ○ 100%
54 田村　英樹 ○ ○ ○ 100%
55 田中　朋博 ○ ○ ○ 100%
56 田中　和之 ○ ○ ○ 100%
57 戸田　泰弘 ○ ○ ○ 100%
58 上田　直治 △ ○ ○ 100%
59 山本　　豊 ○ ○ ○ 100%
60 山下　哲夫 ○ ○ △ 100%
61 吉田　栄壮 ○ ○ ○ 100%
62 山下　幸彦 ○ ○ ○ 100%
63 山本　春男 ○ ○ ○ 100%
64 山國　　豊 ○ ○ ○ 100%
65 山田　泰子 △ ○ ○ 100%
66 大内田民博 ○ ○ ○ 100%
67 長野　　宏 ○ ○ ○ 100%
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本川小学校「水環境学習」支援

職場訪問例会

10月３日（月） ９：15 ～ 本川環境護岸

10月18 日（火） 株式会社 山豊

　平成28年10月３日（月）午前９時15分から、本川の環境護岸にて水環境に関する学習会が開催され
ました。本川小学校４年生65名が参加しました。
　例年と同様、学習内容は、①川に関わる活動を知る、②水の状態を観察する、③カヌー体験を通じ
て水空間の素晴らしさを知り、安全意識の向上を図る、というものです。
　当クラブでは、室㟢副会長が挨拶を行い、子供たちに対し学習会の目的を説明しました。
　次に、太田川河川事務所の職員の方から、子供たちに対し、太田川の歴史、上水の仕組み、太田川
の生き物等、太田川に関する講習が行われました。
　その後、子供たちが実際にカヌー体験を行いました。傍から見ると、子供には難しいのではないか
と思っていましたが、子供たちは、難なく遠くまで漕いで行っていました。カヌーを大変楽しんでい
る様子でした。


