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第1440回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌斉唱　われらの生業
四つのテスト唱和
お誕生記念月記念品贈呈
　山下　幸彦会員　２月４日
　林本　正継会員　２月９日
　曽里　　裕会員　２月９日
　佐々木　宏会員　２月18日
　水谷　耕平会員　２月19日
　藤崎健次郎会員　２月24日
　荒木　　攻会員　２月28日

会長時間「平和と紛争予防／紛争解決月間」
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、有難
うございます。ごゆっくり例会をお過ごし下さ
い。宜しくお願い致します。
さて、２月は平和と紛争予防／紛争解決月間で
す。世界中でテロが相次いでいますが、この機会
に第２次大戦以降に発生した紛争・戦争を整理し
てみました。日本は幸いなことに戦後72年間平和
な状況が続いていますが、世界ではこんなに戦
争・紛争が発生しています。
　・�1948年～1973年－中東戦争：今でもイスラエ
ルとアラブ諸国は犬猿の仲であり、テロは絶
えず、イスラエル人は親米のサウジアラビア
やクウェートやアラブ首長国連邦でさえも入
国できず、国交のあるエジプトとヨルダンのみ
しか入国できない。パスポートにイスラエルの
入国スタンプがあるだけでアラブ諸国では入
国拒否される程であり、旅行者はイスラエル
入国スタンプを別紙に押せば回避ができる。

　・�1950年～1953年（事実上）－朝鮮戦争：現在
も南北朝鮮の両国間、及び朝鮮民主主義人民
共和国とアメリカ合衆国との間に平和条約は
締結されておらず、緊張状態は解消されてい
ない。

　・�1960年～1975年－ベトナム戦争（第二次イン
ドシナ戦争）：ベトナム戦争をめぐって世界
各国で大規模な反戦運動が発生し、社会に大

きな影響を与えた。1973年のパリ協定を経て
リチャード・ニクソン大統領は派遣したアメ
リカ軍を撤退させた。その後も北ベトナム・
南ベトナム解放民族戦線と南ベトナムとの戦
闘は続き、1975年４月30日のサイゴン陥落に
よってベトナム戦争は終戦した。

　・�1980年～1988年－イラン・イラク戦争：1980
年９月22日に始まり、1988年８月20日に国際
連合安全保障理事会の決議を受け入れる形で
停戦を迎えた。第１次湾岸戦争とも呼ばれる。

　・�1990年～1991年－湾岸戦争：　1990年８月２
日にイラクのクウェート侵攻をきっかけに、
国際連合が多国籍軍（連合軍）の派遣を決定
し、1991年１月17日にイラクを空爆して始まっ
た戦争である。このクウェートの占領を続け
るイラク軍を対象とする戦争は、多国籍軍に
よる空爆から始まった。これに続き、２月23
日から陸上部隊による進攻が始まった。多国
籍軍はこれに圧倒的勝利をおさめ、クウェー
トを解放した。陸上戦開始から100時間後、多
国籍軍は戦闘行動を停止し、停戦を宣言した。

　・�2001年～（継続）－アメリカのアフガニスタ
ン侵攻（対テロ戦争）：2001年９月11日に発
生したアメリカ同時多発テロ事件は、その損
害の大きさでアメリカ合衆国を含む世界各国
に衝撃を与えた。北大西洋条約機構（NATO）
はテロ攻撃に対して「集団的自衛権」（北大
西洋条約第５条）を発動した。アメリカ政府
によって、これまで数度に渡ってアメリカに
対するテロを行ったウサーマ・ビン＝ラー
ディンとアルカーイダに首謀者の嫌疑がかけ
られた。アフガニスタンの９割を実効支配し
ていたタリバン政権は、数度に渡る国連安保
理決議によってビン＝ラーディンとアルカー
イダの引渡しを要求されていたが、拒否し続
けており、今回も拒否した。NATOは攻撃
によってタリバン政権を転覆させる必要を認
め、2001年10月にアフガニスタンの北部同盟
と協調して攻撃を行い、タリバン政府を崩壊
させた。以降、国連の主導によるアフガニス
タン復興と治安維持が行われているが、南部
を中心としてタリバン派の勢力が攻撃を行っ
ており、アフガニスタンの治安は2016年現在
も安定していない。

　・�2011年～（継続）－シリア内戦⇒ IS の台頭
�　戦後72年間で世界中ではこんなにも戦争が発生
しています。世界で唯一の被爆国、平和な世界を
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リードする国日本として、これからも、戦争のな
い平和な世界の実現を目指して、頑張って参りま
しょう。
　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
ロータリーの友誌・ガバナー月信・４月29日

（祝・土）開催　広島14RC合同懇親ゴルフ大会案
内配布の案内。合同ゴルフは参加希望者のみ返信
を。／２月19日（日）の梅林清掃・２月21日（火）
夜の職業奉仕委員会GM・２月26日（日）午後開
催のG６・７合同IMの出欠は、受付に設置の回
答リストで確認のこと。／例会終了後、理事役員
会開催。
スマイルボックス

杉川　聡会員　宮島大
だいしょういん

聖院の節分祭に福男として
参加させて頂きました。厄払いも終りましたので、
残りの会長期間頑張って参ります。宜しくお願い
致します。
根石英行会員　社会保険労務士法人サトーとの共
同の第45回合同勉強会を３月８日午後３時から開
催いたします。今回のテーマは「解雇にまつわる
紛争防止対策」です。終了後懇親会も予定してお
ります。勉強会だけの参加は無料です。ご案内を
配布させていただきましたので、よろしくお願い
いたします。
小川光博会員　先々週頂いた“クラブ会報12月号”
の表紙に我がファミリー９人全員の写真が大きく
掲載されていました。会員名は言えませんが、後
輩の平石会員には掲載料をいくら払ったのかとか
同じく名前は言えませんが、佐々木宏、山本春男、
曽里会員他一部の会員の方々からスマイルへの
「大枚出宝要請」が有りました。本来なら出演料
を頂きたいところですが…。地味な“小川ファミ
リー”にロータリー入会以来初の表舞台に立たせ
て頂いた宮﨑副幹事と迷カメラマンの山國会員に
感謝（？）し出宝致します。

委員会報告
広報雑誌委員会（友誌を読む）
� 田中朋博会員

出席報告
　会員数�67名　出　席�57名　欠　席�10名
　　　　�　　　来　客�� 5名�

プログラム
会員卓話
「手続要覧について」

ロータリー情報委員会
　� 平原　一彦副委員長

はじめに
　今年度のロータリー情報委員会の委員長は、末
廣会員ですがご多忙のため本日は、副委員長の平
原が卓話を担当します。
　演題は、「手続要覧について」としていましたが、
最新の要覧がまだ届いていないので、昨年４月に
開催された「規定審議会の決議」と、しました。
　ところが、先般、会費の請求書に同封された２
月プログラムの卓話予定を見たところ、来週はＲ
Ｉ2710地区の西村ＰＧが「規定審議会の決定と今
後のクラブの方向」と題して、卓話をされること
になっていました。
　被るところが多いと思いますが、ロータリーク
ラブの一会員がみた規定審議会の決定について、
話をさせていただきたいと思います。

　今回の卓話に当たり、昨年の６月以降のロータ
リー誌を読んだところ
　ロータリーの友
　　2016年８月号（横組み）
　　　2016年規定審議会；クラブ運営に大幅な柔軟性
　　2016年８月号（タテ組み）
　　　「友愛の広場」への投稿
　　2017年１月号（横組み）
� 第45回ロータリー研究会リポート
　横組み記事は、国際ロータリー（ＲＩ）の特別
月間などに関連する記事が掲載され、所謂ＲＩの
広報のための記事が多い。
　縦組み記事は、日本のＲＣや会員からの投稿をも
とに、日本のロータリーの多様な情報が掲載されて
いる。「友愛の広場」の記事では、規定審議会の採
決に厳しい意見を投稿したロータリアンもいました。
そのほか、インターネットで規定審議会を検索し、
参考とさせて頂きました。
　この度の、規定審議会は不変であるロータリー
の基本理念がかなり変わる議案が提案され、採決
された会議であったと思われる。その重要な会議
の内容が余りにも開示されていないのにびっくり
した。本題に入ります。
規定審議会とは
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　・�ＲＩの立法機関で３年ごとに開催される。今
回は、2016年４月に開催された。

　・�規定審議会は、ＲＩにおいて、基本的な文書
である、国際ロータリー定款、細則、そして
標準クラブ定款を改正する権限を持っている。

　・�協議される立法案には、制定案と決議案の２
種類がある。

　・�制定案：ＲＩの定款、細則、標準ＲＣ定款な
どの組織規程を改正することを求めるもの。

　・�決議案：ＲＩの方針や手続きの改正を求める
もの

なぜ変更が必要なのか
　・�ロータリークラブはここ数年世界的に、会員
数の減少や会員の高齢化といった問題に直面
している。

　・�ＲＩの調査によれば、例会方法・会員資格・
クラブへの参加方法などについて、クラブが
決定できる柔軟性が多ければ多いほど、クラ
ブに活気が生まれ、成長する傾向にあること
分かった。そこで、

　・�この度の、規定審議会で、ロータリーの方針
の見直しが行われ、クラブ運営に大幅な柔軟
性を認める多くの決定がされた。

　この度は、181件の立法案が提出され（制定案
117件。決議案64件）そのうち、制定案47件、決
議案14件が採択された。

　・�今回の採択（決定）により、すべてのロータリー
クラブは、クラブ例会や出席、会員身分につ
いて、規定審議会で採決された範囲内でクラ
ブ細則を修正することができるようになった。

　採決された項目の中で、私の目線で気になった
項目を議案順に話したい。

※クラブ運営に関する事項� 318：136
16－01　書面による理事会議事録について規
定する件
（提�案要旨）クラブ理事会のすべての会合と特別
会合の議事録をクラブの全会員が閲覧できる

（採�決）60日以内に書面で全会員に開示（任意）
　�　広島西南ＲＣでは、会長時間において理事会
報告するとともに、月報に議事録が掲載されて
います。

※クラブ運営に関する事項
16－07　クラブ会員の入会金に関する箇所を
削除する件� 232：228　４票差

（提�案要旨）入会金の規定をすべて廃止し、ロー
タリアンとなれる見込み者の枠を増やす。

（採�決）ロータリーの組織規程及び推奨ロータ
リークラブ細則などから「入会金」という文
言を全て削除（義務）

　�　今後は、入会金という文言は使用できない。
しかし、クラブは、クラブ細則による例外規定
で別名目の対応することができる。別名目で対
応が可能ということで、今後もクラブの裁量で
入会金を現行通りの徴収することができる。

※クラブ例会に関する事項� 292：82
16－21　クラブ例会と出席に柔軟性を認める
件（ＲＩ理事会提案）　圧倒的多数
（提�案要旨）各ロータリークラブの細則で例会頻
度と出席に関する規定を定めるようクラブに
柔軟性を与える

（採�決）クラブ例会頻度と出席に関する規定をク
ラブ細則で定める。（任意）

　�　ただし、最低１ヶ月に２回は開催しなければ
ならない。（義務）

　�　この決定により、クラブは以下のことができ
るようになった。

　①�例会に最適な日と時間を決定する→→例会の
曜日と時間を自由に決定できる

　②�例会を変更または取り消す→→必要に応じて
例会を変更・中止ができる

　③�奉仕プロジェクトまたは交流行事を「例会」
としてみなす

　　→→�現在、理事会の決定により、奉仕プロジェ
クトなどを出席扱いとしている

　　→→�２月19日の梅林清掃は、メーキャップの
対象となりますが、これに該当か

　④�通常例会、オンライン例会、その両方を交互
に行う例会等いずれでもよい

　※�最低１ヶ月に２回は開催しなければならな
い。（義務）

※クラブ例会に関する事項
16－26　例会取消の規定を改正する件
� 272：222　50票の僅差
（提�案要旨）国民の祝日が含まれる週で、祝日以
外の日に例会を開かなかった場合も、取消と
数えられる。

（採�決）祝日のある週は、クラブ例会の取り消し
ができる。（任意）

　　�　例えば、月曜日に祝日がある場合、月曜日
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例会のクラブだけでなく、その曜日以外の例
会のクラブであっても、例会を取り消すこと
が可能。例会回数の削減が可能になる。

※メークアップと出席免除に関する事項
16－34　出席免除の規定を改正する件
� 395：97圧倒的多数
（提�案要旨）出席免除規定に健康上の理由のほか
に、子供の誕生により12カ月間を超えて欠席
となる場合を含める。（任意）

（採�決）子供の誕生で12 ヵ月以上の出席免除を
認める。

※メークアップと出席免除に関する事項
16－35　出席免除の規定を改正する件
� 334：170
（提�案要旨）出席免除規定に、一つ又は複数のク
ラブで少なくとも20年以上の会員歴がある条
件を加える。（任意）

（採�決）現在の出席免除の規定は、一つまたは複
数のロータリークラブのロータリー歴と会員
の年齢の合計が85年以上。所謂「85」のルール。

　　�　この度、通算ロータリー歴20年以上が条件
に加える。

　以上例会頻度と出席に関する２件が採決された。

※出席義務規定の免除
（現行）１．�正当かつ十分な理由を文書をもって

理事会に申請し承認された会員
　　　　２．�ロータリー歴と年齢の合計が85年以

上で理事会の承認があった会員
（追加）１．�子供の誕生等で、12 ヵ月以上の欠

席を認める
　　　　２．20年以上のロータリー歴の会員
　　※�いずれも、文書を以って理事会に申請し、

承認されれば出席義務規定が免除される。
　・�例会出席は、会費納入・ロータリー誌の購読と

並んでロータリアンの義務と教えられていた。
　・�また、例会欠席を補てんする制度。所謂、メー
キャップの期間は、昔は例会日の前後一週間
以内であったが、最近では例会前後２週間と
緩和され、この度の規定審議会でその期間を
各クラブの細則で決めてよいとされた。大幅
な緩和である。

　・�これでは、例会軽視も甚だしい。例会はロー
タリークラブの核心であり、「例会出席で親
睦を図り、己を高める機会とすべし」とか「例

会は人生の道場」と言われ続けられた言葉が
むなしくなるのでは、と危惧しています。

（註）�クラブの健全性は、出席率だけで判断され
るものではない、という認識に至ったので
はないか。

（註）�例会や出席に関して採決された事項はいず
れも任意であるから、細則変更をしないク
ラブは、現行規定でもよい。柔軟性とか、
自主性といった言葉に惑わされないように
注意すべきと思います。

※会員に関する事項
16－36　会員身分に柔軟性を認める件（ＲＩ理
事会提案）� 圧倒的多数　386：75
（提�案要旨）会員身分に関する規定の例外を認め、
クラブ細則で独自決定できる。

　　　個々のロータリークラブに柔軟性を与える。
（採�決）個々のロータリークラブに柔軟性を与え
る。（職業分類の削除）

　　�　ロータリアンの定義を簡潔にし、クラブ理
事会がより柔軟に会員を選べるようにする
（任意）

　・会員身分の例外規定を新設
　　�　現行のＲＩ細則と標準ローラリークラブ定
款の規定では、会員身分は「正会員」と「名
誉会員」の２つの会員種類がある。今後は、
クラブ細則を修正することにより、クラブは、
地元のニーズに応じて新しい会員種類を追加
できる。（ＥＸ、準会員・法人会員・家族会
員など）

　・�条件として、それらの会員を正会員として報
告し、ＲＩ人頭分担金を支払う事

※会員に関する事項
16－38　会員身分の柔軟性を認める件　圧倒
的多数� 426：85
（提�案要旨）ロータリアンの定義を簡潔にし、ク
ラブ理事会がより柔軟に会員を選べるように
する。（任意）

（参�考）今までの会員身分に関する規定は、ＲＩ
定款第５条第２節クラブ構成

　⒜�　クラブは、善良な成人であり職業上及び（ま
たは）地域社会で良い評判を受けている以下
のような正会員によって構成される。

　　�　経営者、法人役員、支配人、地域社会のリー
ダー、ロータリー財団学友などと６項目にわ
たり会員資格者を列挙していました。
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（採�決）改定後は、上記の６項目の資格要件を削
除した。（義務）

　　⇒�「善良さ、高潔さ、リーダーシップを身を
もって示し、職業上及び（または）地域社
会でよい評判を受けており、世界において
奉仕の意欲のある人によって構成されるも
のとする。」とされ、年齢に関係なく世評と
奉仕の意欲があれば誰でも入会が可能とな
る。これは、職業分類の削除に他ならない。

　・�ロータリー発足当初は会員は、一業種一名の
選ばれた各企業の代表的職業人とされていた。

　・�2000年の規定審議会で、会員数が50名までの
クラブでは１業種５名まで、会員数が51名以
上のクラブでは１業種の会員数を正会員数の
10％まで認めるようになりました。

　この度は、会員身分の柔軟性という名目で、「世
評と奉仕の意欲」があれば誰でも入会が可能とな
りました。ロータリー創設以来継承された「１業
種１会員制」が完全に崩壊し、こういった面でも
ロータリーが変質しつつあるのかなと感じるとこ
ろです。

※ＲＩ財政と人頭分担金に関する事項
16－99　人頭分担金を増額する件（ＲＩ理事会
提案）� 317：197
　人頭分担金とは、各クラブがＲＩの運営を賄う
ために収めるお金のこと。
（提�案要旨）投資収益の悪化により毎年４ドルず
つ増額する（義務）　大幅なアップ。

（採�決）分担金の増額は最初１ドルずつの提案で
あったが、ＲＩ副会長より投資収益の悪化に
より４ドルの増額への修正案が出され、採決
されたとのこと。

　　⇒17－18年度　　60ドル（現行）
　　　18－19年度　　64ドル
　　　19－20年度　　68ドル
　�　因みに2010年度は50ドルで、以後2016年度ま
で毎年１ドルの増額。
　　16－17年度は、56ドル。
　・�人頭分担金を大幅に増額するのであれば、Ｒ
Ｉはこれまでの運営状況や運営コストなどを
説明し、人頭分担金の増額が必要な理由を具
体的に説明する責任があると思います。

　（余談）2016年８月末現在
　　　　　日本全体　2,265クラブ　88,951名　　
　　　　　　　　　　１ドル＝115円
　　　　　　　　　　88,951×４ドル

� ＝355,804ドル（40,917,460円）
　　　　　世界中の会員数×４ドル
　　　　　　　　　　　　　=120万人×４ドル
　　　　　　　　　　　　　=480万ドル
　　　　　　　　　　480万ドル×115円
� = ５億5,200万円
（おまけ）ロータリー財団の年次寄付
　�　10年前の、2007年度は会員一人当たり、年間
100ドルの寄付の要請。

　�　今年度、2016年度は150ドルとポリオプラス
支援として35ドルの支援要請。

　※会員の負担は大幅に増加する。

【まとめ】
・�この度は、クラブの運営に影響を及ぼす重要な
事項や、ロータリーの本質に係る部分の改定が
多くありました。各ロータリークラブにおいて
は、クラブ運営の柔軟性が認められるとともに、
クラブの自主性が尊重されるという良い面もあ
るが、運用を誤るとロータリークラブではなく
なるような気がします。

・�クラブ会員の入会金を廃止する。会員身分の規
定を大幅に削減する。また、クラブ例会と出席
に柔軟性をもたす。ＲＩ人頭分担金を増額する
など、ＲＩが組織防衛のために、会員増強や資
金確保にまい進する姿が垣間見られた。

・�言い訳がましいが、ロータリーの規範等を示す
新しい「手続要覧」がまだ手元に届いていませ
ん。改定された項目についての解釈に多少の違
いがあろうかと思います。ご容赦いただきたい
と思います。

・�来週は、西村ＰＧが「規定審議会の決定と今後
のクラブの方向」と題して卓話をされます。Ｐ
Ｇのロータリーに関する情熱や知見、情報量は
平原とは雲泥の差があります。そのあたりをお
含み頂き、本日の卓話を終了させていただきま
す。
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第1441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

　漆原　健夫会員　２月４日
　大内田民博会員　２月８日
　三好　清隆会員　２月11日
　杉川　　聡会員　２月17日
　荒木　　攻会員　２月21日

（6）� 2017年２月
温故知新、原点を確認しよう!!



　佐古　雄司会員　２月26日
　田中　朋博会員　２月28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。
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８回理事会
では下記のような議論が行なわれています。
①　合同幹事会報告⇒資料に沿って報告。
②�　新入会員候補　河原英二さんについて⇒職
業分類は24鉄鋼に金属卸売業を追加して対応
する事とした。
③�　米山奨学生の受け入れ依頼⇒中国人留学生
を受け入れる事に決定。カウンセラーは選定
中。
④�　イピル・イピルの会⇒絵画コンクール後援
依頼を受諾。
⑤�　名誉会員について⇒原則、当該年度の理事
会決定案件であるが、過去の経緯を考慮し、
内規案を作成し、議事録と共に保管すること
とした。
⑥�　３月度プログラムと花見家族例会⇒花見家
族例会では利き酒コーナー等の企画を計画
中。
⑦　１月度会計報告⇒順調に推移。
⑧　各理事役員報告⇒
　・会員組織GMを３/14に開催。
　・�台北新東RC30周年記念事業訪問はメー
キャップ対象。

⑨�　その他⇒台湾に持っていくお土産はオル
ゴールとした。
以上が理事会報告です。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
新会員案内・３月14日（火）夜開催の会員組織

委員会GM案内・梅林清掃とIMの各参加者へプロ
グラム配布の案内。／ロータリー手帳の案内の紹

介。希望者は別途お知らせのこと。／会員手帳の
追加シールを作成予定。変更事項の連絡は２月28
日迄に事務局へ。／広島市社会福祉協議会からの
３月23日（木）昼開催のセミナー案内の紹介。興
味のある方は受付のチラシを参照のこと。／例会
変更。／２月19日（日）10：00より広域公園で梅
林清掃実施。
スマイルボックス

山下幸彦会員　一昨年の米山奨学生チャンティー
レーさんが無事豊橋技術科学大学に合格されまし
た。ご報告兼ねて出宝いたします。
田中茂樹会員　この度初孫が誕生いたしました。
１月11日生まれで女の子“菜月”と名付けられま
した。今後共よろしくお願いいたします。
濵田公璽会員　先週２／７、８、初寅大祭　好天
に恵まれ無事に修行いたしました。福士加代子さ
んが来られお参りの方がびっくりされておりまし
た。２／７理事会欠席おわびします！

出席報告
　会員数�67名　出　席�53名　欠　席�14名
　　　　�　　　来　客�� 4名　来　賓�� 1名
プログラム

外部講師卓話
「規定審議会の決定とクラブの方向」

RI第2710地区パストガバナー
（岩国西RC）� 西村榮時氏

2016年規定審議会の決定は多くのロータリアン
に衝撃を与え、不信と不安を抱かせた。パストガ
バナーの一人は、1989年シンガポール規定審議会
でロータリーに女性会員の入会を認めたとき以来
の変化であると評していた。
決定の内容は、例会の頻度、出席、会員資格、

クラブへの参加方法などロータリーの根幹に触れ
る変更であったが、義務や強制ではなくクラブの
自主性が尊重され柔軟に選択ができるということ
であるから良としなければならない。その背景は、
わが国だけでなく国外においても成長するクラブ
がある中で、過疎地域で衰退し消滅しかかってい
る深刻な状況が随所でみられること。この現実を
見極め何とか救済し改善しなければならないとの
切迫した状況を踏まえての結論であり、しかも民
主的ルールに従って決定されているので、文化や
発想の違いを尊重し多様性（ダイバーシティ）を
享受し冷静に受け止めなければならない。今後改
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とくに『職業奉仕』を高く掲げるロータリーは『利
己と利他の調和』が必要と説いている。
例会で唱和する『四つのテスト』を空念仏に唱

えるのでなく、行動指針として事業活動や日常生
活に取り込むことが、よりよい社会を実現する基
であり、ロータリーの唱える『奉仕の理想』であ
ると私たちは理解している。
厳しい昨今の経済社会でこの理想を掲げ追及し

続けることは決して容易なことではないかもしれ
ないが、こんな時代だからこそ、ロータリーの『職
業奉仕』の精神が必要とされ、ロータリアンが輝
くときと信じている。
志の高いロータリアンの集う広島西南ロータ

リークラブの皆さんは、『クラブ運営は質素に、
奉仕は豊かに』を旗印に、地域の方々から『西南
クラブのロータリアンは人間的にも、職業人とし
ても素晴らしい』、『西南クラブの会員企業であれ
ば信頼でき安心だ』、『あんな人になりたい。あん
な人たちのいるクラブに入りたい』と評価され、
さらに定着するようお互い『恕』の心を胸に目指
して欲しい。

2
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第1442回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間「雨水」
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
うございます。ごゆっくり例会をお過ごし下さ
い。宜しくお願い致します。
さて、19日の日曜日には多くの会員の参加を得

て、広域公園の梅林整備活動が無事終了致しまし
た。例年より少しキツイ作業となりましたが、参
加頂いた会員の皆様に感謝申し上げます。
本日は二十四節季「雨水」に付いてお話しして

みます。雨水は春の訪れを表す言葉で、今年は２
／ 18から啓蟄までの期間を指すようです。昔か
らこの雨水が来るとお百姓さんが種まきの準備を
始めるといわれていました。それを知らせる暦だ
そうです。雨水について「暦便覧」という江戸時
代に書かれた古い書物には「陽気地上に発し、雪
水とけて雨水となれば也」と書かれています。こ
れを今の言葉で説明すると、「暖かさに雪や氷が
とけ出し蒸発し、雨水となって降り出す」といっ
たところでしょうか。厳しかった寒さが緩み、屋
根の上に厚く積もった雪がどさりと落ちる、そん
な様子を表した言葉なのです。美しい情景です。

善策を必要とするクラブは衆知を集め適切にその
地域に合った個性的なクラブの方向づけを行って
いかなければならないが、わが地区でも最も中心
的都市に存在する志の高いロータリアンの集う広
島西南ロータリークラブの皆さんには、従来通り
の伝統あるロータリー精神を掲げ、胸を張り王道
を歩んでほしいと思っている。
ロータリーは謙虚な姿勢で自己研鑽し、自らの
職業倫理を高め社会に貢献する人の集う団体であ
り、ロータリアンの姿勢は『志は高く、頭

こうべ

は低く』
である。ロータリーの唱える『超我の奉仕』や『職
業奉仕』は、組織の真髄であり、これは永遠の挑
戦、ロータリーの存続の意義であると思っている。
あるとき孔子の弟子・子貢が『人生を歩むうえ
で最も大切にしなければならないことを一言で表
すとなにか』と尋ねたとき、孔子は『それ“恕
（じょ）”なり』続けて、『己の欲せざるところ、
人に施すことなかれ』と答えている。一番大切な
ことは、自分が嫌なこと、やって欲しくないこと
を人に押し付けてはいけない。言い方をかえれば、
『自分がやってほしいと思うことを相手にしてあ
げなさい。』である。孔子の説いた『論語』に著
されている言葉であるが、ロータリーも職業奉仕
を語るとき『買う身になってものを売り、使う身
になってものを創り、受ける身になってサービス
する』と説いている。相手の立場（身）になって
謙虚で思いやりある『恕』の心は、正にロータリー
の職業奉仕の精神、いやロータリーの基本に流れ
る人としての理想的精神と思っている。科学技術
など長足に進歩する中で、孔子によって説かれた
2500年前のことばが今なおわたしたちの道しるべ
となり生きていることを思うとき、人間の心だけ
は一向に進化していないことを痛感する。
人として最も大切にしなければならない究極の
思いやりの心『恕』が、とくに最近の社会生活に
おいて疎かになっていると感じるのはわたしだけ
ではないはずだ。相も変わらず『いじめ』は横行
し、家族間のトラブルも多発している。職業人の
商取引においても、商業道徳を無視した利益優先
の取引や偽装など国民の信頼を裏切る事件が目
立っている。
改めて述べるまでもなく、顧客・消費者のこと
を考えない背信的取引はロータリーの職業倫理に
反するもので、少なくともロータリアンには馴染
まない。職業人はみな利潤を追求し事業所を存続
させなければならないことは当然だが、そこには
『やっていいこと、やってはならないこと』があり、
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田村英樹会員　ラポールが２／ 20で閉店しまし
た。閉店セールには多くのお客様にご来店いただ
きました。38年間多くの皆様に大変お世話になり
ました。
萬歳幸治会員　確定申告が２月16日から始まりま
した。
大内田民博会員　広島経済レポート、リハウス広
島駅前センターオープン記事掲載の為。
田中和之会員　この度、新たに「Googleの認定代
理店」の資格を取得いたしましたので、出宝させ
ていただきます。具体的にはGoogleの持つスト
リートビューという機能を活用して、公道
（STREET）ではなく、敷地内や施設の中、店舗
内をWEB上で360度ビューで、移動しながら視覚
的にPRできるというサービスの提供になります。
広島県も昨年よりGoogleと提携し、一層WEBと
いう媒体の有効活用が加速していくと思われます
ので、弊社も様々な企業様に情報の提供と、企画
のご提案をしていきたいと思っております。
山本　豊会員　近年、体調不良に悩んで居りまし
た所此の度、名誉会員を与えて頂きました。心よ
り厚く御礼申し上げます。杉川会長各理事役員他
皆様の御配慮によるものです。台北新東扶輪社の
方々のアドバイスもあり、私も愛する当クラブに
在籍しお役に立てればと考える次第であります。
誠に簡単粗辞でありますが、今後共変わらぬご指
導をお願いし、御礼の言葉と致します。
出席報告

　会員数�67名　出　席�49名　欠　席�18名
　　　　�　　　来　客�� 2名
プログラム

創立会員卓話

石井　和彦会員

西南ロータリーの創立会員
（職業分類：精神科医）として
入会し30年経ちました。
会長もさせて頂き多くの事を学びました。
現在ロータリーは外なる奉仕（グローバル化の

奉仕）へと変遷していますが、私自身、内なる奉
仕（職業奉仕）と親睦がロータリーの柱と思って
います。ロータリーはまず先輩を尊敬し、若い会
員の多様性、刷新性、柔軟性を取り入れ、お互い
に思いやりの心（超我の奉仕）を持ち、親睦を深
める中で「人づくり」「自分づくり」の場として
活用すべきではないでしょうか。奉仕活動は、ま

立春から暦の上では季節は冬から春へと変わりま
したが、雨水からはますます春の気配が色濃く
なっていきます。しかし、実際にはこの時期「春
一番」と呼ばれる強い風が吹き、天候は大荒れと
いうことも多いようです。春一番は地方によって
いろいろな呼び方があるようですが、立春から春
分までの間に吹く強い南向きの風のことをいいま
す。春一番が吹くと三寒四温と言って寒い日が続
いたかと思えば暖かい日が続く、春はいったり来
たりしながらもったいぶってやって来るようで
す。まだ寒いからといって家に篭りがちになって
はいませんでしょうか？外には小さな春がもう
やって来ています。是非、お散歩して春の訪れを
感じてみましょう。雪が溶けて草木が芽吹き始め
る。大地もまた春に向かって変化しているようで
す。一説では雨水の日にお雛様を飾ると良縁に恵
まれると言われています。まだ嫁に行かれていな
いお嬢様をお持ちの家庭では、雨水に雛人形を飾
られてみては如何でしょうか？　　　　　　　　
　それでは、これで会長時間と致します。どうも
有難うございました。
�幹事報告
クラブ月報・次年度委員会配属表配布の案内。
／各種案内を回覧。未回答者は回答を。／例会変
更。／例会終了後、例会場前で月報編集会議開催。
／本日18：30～職業奉仕委員会GMをホテルJALシ
ティ広島１Fで開催。／２月26日（日）14：00～ホ
テルグランヴィア広島４FでＧ６・７合同インター
シティミーティング開催（メークアップ行事）。
スマイルボックス

折本　緑会員　三度のメシよりサッカーが好き、
当然、勉強よりもサッカーという末の息子。高校
受験にあたり、数校よりあったスカウトをけとば
してしまい、ハラハラしておりましたが、見事に
選
せん

Ⅰ
いち

で第一志望の高校に決めてくれました。畑先
生という優秀な先生の下３年間サッカーづけの
日々が送れそうです。将来はサッカー選手になる
そうです。ありがとうございました。
奉仕プロジェクト、記念樹委員会　田中（朋）、
徳納、寺本、折本、三宅　２月19日、広域公園の
梅林清掃に多くの方にご参加いただきましてあり
がとうございました。当初時間オーバーするくら
いの作業予定でしたが皆様のご協力で予定どおり
進行できました。折本さん特製の豚汁も完売しま
した。ありがとうございます。
パストガバナー（岩国西ＲＣ）　西村榮時様　先
週卓話来賓、お車代でご出宝。
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最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と思
われます。第１標語のService�Above�Self（超我
の奉仕）とともにロータリーの基本理念として大
切にしなければなりません。
「四つのテスト」の解釈はロータリー情報マニュ
アル2010年度版637頁をご参照下さい。
ロータリーは時代の流れとともに変革してきま

した。現在、人道主義的団体奉仕活動が主流となっ
ています。しかし、ロータリーには変えてはなら
ないものがあります。それは、ロータリーの真髄
は職業奉仕であることです。我々は職業人の集ま
りですから、職業奉仕の精神を忘れず、四つのテ
スト、四つの反省、ロータリアンの行動規範を遵
守し、ロータリーの綱領を理解することにより、
職業の倫理観を高め、有益な事業の基礎として奉
仕の理想を鼓吹し、これを育成し、ロータリアン
一人一人が、個人として、職業人として、地域社
会の一員として、奉仕の理想を実践しましょう。
注：�ロータリーの綱領、有益な事業の基礎、奉仕の理想、
鼓吹、育成等の言葉はあえて古い言葉を使用した。

� 梶本　尚揮会員

　私は2008年～2009年の23期会
長の時に読みたいと思っていま
したポール・ハリスの自叙伝を
手に入れることかできました。
　1948年２月にポール・ハリスが亡くなって発行
された、自叙伝「ロータリーへの道」が1981年国
際ロータリー理事会において再版の決議がされ、
5000部が発行されました。
　これを成田ロータリークラブの柴田實会員が全
文翻訳して、同クラブの創立25周年事業に合わせ
1986年に初版発行されました。更に７年後の1993
年に改訂版として発行されたのがこの本です。
　1986年は西南ロータリークラブの誕生の年であ
り繋がりを感じましたし、翻訳本も読み易くポー
ル・ハリスがロータリーに生涯を投じた姿に感動
しましたので、西南ロータリークラブ会員の皆様
に進呈致しました。
　ポール・ハリスが生まれた1868年当時は日本で
は大政奉還、ドイツ（当時はプロシア）の宰相と
してビスマルクが権勢を振い、イギリスではビク
トリア女王が世界最大の富裕な帝国を統治し、デ
ンマークとノールウェイは連合王国で安定などの
世界情勢でした。
　アメリカでは1865年４月リンカーンが暗殺され、

ず余裕があればささやかでもいいから実践し、勉
強する場として捉えるべきではないでしょうか。
現在ＲＩ（国際ロータリー）は人道主義的奉仕
活動が主流となっていますが、さかのぼれば西南
ロータリークラブ創立以前から３H補助金プログ
ラム（保健、飢餓追放、人間性尊重）ポリオ撲滅
運動等の素晴らしいロータリーの平和的プログラ
ムが始まり、以後世界的規模と発展しています。
私がロータリーの会長をさせて頂きました2010
～ 2011年、当クラブはCLP（クラブ・リーダー
シップ・プラン）を導入しており、新年度ＲＩ長
期計画の３つの重点項目であります　①強力なク
ラブ　②効果的な奉仕　③認知されるブランド及
び中核となる価値観（奉仕、親睦、多様性、高潔
性、リーダーシップ）を分かち合うこと、ＲＩの
最優先項目の１つである青少年にかかわる活動等
を念頭にクラブ運営をしました。現在西南ロータ
リーの長期計画は戦略計画と名称が変更され、
佐々木宏委員長を中心に西南ロータリーの歩む方
向を示されています。ＣＬＰを導入した以上、当
クラブも奉仕活動の評価による継続性が必然とな
りそれに伴い組織化、事業化され団体奉仕（Ｗe�
Serve）化され易いと思われますが、個人奉仕（I�
Serve）であります職業奉仕の理想を忘れてはな
りません。その為にも初心に戻りロータリーの職
業奉仕、特にアーサー・シェルドンの提唱してい
ますロータリーの公式標語であります「最もよく
奉仕する者、最も多く報いられる」の解釈及びハー
バート・テーラーの提唱した「四つのテスト」の
解釈を私なりにさせて頂き、私の卓話と致しま
す。職業奉仕は、ロータリーの真髄と言われてま
すが、職業は我々が社会に奉仕するための最良の
手段と思われます。職業は生活費を稼ぐことが第
一の目的ですが、我々が日々生活に必要なものは
すべて他人の職業によって提供されています。で
すから提供されるもの（サービス）に対する信用
性、安心感が必要で、この安心感の裏づけになる
のが職業人の倫理感、使命感、責任感です。ロー
タリーはこの倫理感、使命感、責任感を職業奉仕
と名づけました。当然ながら職業の対価として正
当な利潤が保証されなければなりません。利潤の
正当性は職業に専念し、奉仕の理想を実践するこ
とによってのみ保証されます。ですから利潤と奉
仕は矛盾しなく職業奉仕の真髄は利潤に価値を見
出したロータリーの第２標語であります「He（He
はTheyと変わり2010年規定審議会でOneと変更
されましたが）Profits�Most�Who�Serves�Best,�

（10）� 2017年２月
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第1443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
入会式

　河原　英二会員
� （㈱河原商会　代表取締役）
　推薦者：上田　直治会員
　　　　　遠崎　秀一会員
連続出席100％

　荒木　　攻会員（21年）
　平原　一彦会員（19年）
　佐々木信幸会員（７年）
　新藤幸次郎会員（５年）
　宮﨑　　真会員（３年）

会長時間「�うるう年について」
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
うございます。ごゆっくり例会をお過ごし下さ
い。宜しくお願い致します。
先日の日曜日に開催されましたＩＭには多くの

会員の皆様に出席頂き有難うございました。今回
も禁煙・癌がテーマで実施されました。ロータリ
アンとしていつまでも社会奉仕活動を実施してい
くために、健康維持に努めて参りましょう。
さて、今年はうるう年では有りませんが、今日

が２／ 28でしたので、うるう年について調べて
みました。うるう年の謂れをご紹介させて頂きま
す。太陽暦では、季節に暦を一致させるため、暦
年の平均の長さを平均回帰年（約365.242�189日≒
365日５時間48分45秒強）に一致させているそう
です。太陽暦では平年は365日で、閏年は閏日が
挿入されて366日であります。現在広く採用され
ているグレゴリオ暦では、閏年は半端が有ります
ので、400年に97度あると言うことです。うるう
年の歴史を見てみると、古代エジプトの暦には閏
年はなく、１暦年は常に365日であったようです。
そのため、4.129年に１日の割合で暦と季節がず
れてしまいました。当時すでに回帰年は365.25日
という観測値が得られていましたが、暦に反映さ
れることはなかったようです。農民は暦ではなく
恒星・シリウスの動きを頼りに農作業のスケ
ジュールを決めていたようです。その後。ユリウ
ス暦が、紀元前46年、古代ローマで採用され、４
年に１回を閏年としていた。ここからうるう年の

南北戦争が終わり人々の心情は憎悪が渦巻いてい
ました。1868年大統領ジョンソンは弾劾裁判にお
いて19対35票で３分の２に届かず無罪になり、商
業界では互いに信用出来ない取引きが横行する国
内情勢でした。

　一方、次世代に向けて多くの偉人が誕生してい
ます。
　1863年　自動車製造業ヘンリー・フォード
　1863年　�アメリカ29代大統領ウォレン・Ｇ・バ

ーディング
　1865年　�傑作「フォーサイト家物語」のジョン・

ゴールズワージー
　1867年　飛行機発明の兄のウィルバー・ライト
　1871年　�弟のオービル・ライト（後にオハイオ

州デイトンロータリークラブ会員に
なった。）

　1867年　建築家フランク・ロイド・ライト
　1867年　�世界最大の金融資本家ジョン・ビアポ

イント・モーガン
　1868年　�アメリカ産業資本家ハーペイ・ファイ

アストーン

　この様な世の中で、商売で失敗して途方にくれ
た父と５歳の兄セシル、３歳のポールは長旅の末
に祖父母の暮らすウォーリングフォードの駅に夏
の夜11時頃降り立ったのでした。
　汽車が通り過ぎると、物音一つしない真っ暗な
中にカンテラを下げた背の高い老人は祖父でし
た。ポールは祖父の大きな手の親指を掴み、父と
セシルは厳粛なほどに黙って歩きました。
　２階建ての大きな家に着くと小柄な祖母が温か
く迎え抱きしめるのでした。これがポールの人生
の始まりでした。ポール・ハリスは生涯をロータ
リーに捧げ、人生の終わりに「もしも、ロータリー
が人間とか人生というものを一層温かい目で眺め
る様に私達を導いてくれるなら」「もしも、ロー
タリーがお互いの長所を認めるために我々がより
一層寛容で熱意を持つように教えてくれているな
ら」「もしも、ロータリーが人生の楽しさと美し
さを発見して、広めようとしている同志相互の親
善の場であるならば、ロータリーは我々の望みを
すべてかなえてくれている」と結んでいます。こ
の言葉がポール・ハリスが求め続けたロータリー
の真髄でしょう。
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スマイルボックス
幸村憲治会員　一昨日私の故郷上海に於いて第12
回アジア男声合唱祭が開催され、先週末上海に歌
を歌いに行って参りました。上海開催が大成功裏
に終わりました。130人の大合唱で大声を出して
きたので、スッキリです。
伊藤英彦会員　息子の遼

はる

樹
き

が年末年始台北新東の
皆さんの所にホームステイさせていただき、とて
も貴重な経験をさせて頂きました。感謝いたしま
す。ありがとうございました。出宝が遅くなって
すみませんでした。
三宅陽一郎、児玉栄威会員　先週の職業奉仕GM
では、ご静聴頂きありがとうございました。
出席報告

　会員数�68名　出　席�49名　欠　席�19名
　　　　�　　　来　客�� 4名
プログラム

創立会員卓話

二代目会長　山本　豊会員

１、本年度杉川聡会長のテーマ
　�　温故知新、原点を確認しよ
う! ! であります。（古きをたずねて新しきを知
る。）

　�　創立30周年、誠に当を得た、すばらしいテー
マであります。　

２�、これまでパスト会長の萬歳幸治、山下哲夫、
岡本文治、佐々木宏、白築忠治、奥田実、濱田
公璽、石井和彦、梶本尚揮各パスト会長様の大
変参考になる良い卓話がありました。多少重複
するでしょうが、皆様への配付資料にて申し上
げます。

３、ブラジルへの一人旅
　�　家内の弟は、東京農大卒業と同時にアマゾン
河口ベレン市とトメヤス植民地へ行き、ピメン
タ等農産物を栽培したり指導して居りました。
当時昭和40年前半頃は、私は仕事に対し、我が
儘に仕事をしていたらしいので、家内の弟がブ
ラジルから里（広島）へ帰って来た時、私の態
度を見て、「これはひどい、姉さんが可愛そうだ。
義兄をブラジルへ連れて帰って本物にする」と
いい、私は、当時は日本航空も飛ばない南米ブ
ラジルへ、昭和44年秋～45年春まで滞在し、一
人旅で、サンパウロ、リオ、ペルー、アラスカ
のアンカレッジから羽田便で帰着しました。ブ
ラジルより帰国した私を見て、みんなが「完全

概念が暦に反映され始めました。但し、導入直後
は混乱が見られ、３年に一度を閏年としたり、暫
く閏年を置かない期間があったみたいです。ユリ
ウス暦では、閏年には２月の日数を１日増やして
29日としました。閏日を２月に挿入したのは、ロー
マ暦の初期にはMartius（後の３月）が年初で
Februarius（後の２月）が年末だったからだそう
です。厳密には共和政初期にIanuarius（後の１月）
を年初とするように変更されましたが、まだ古い
慣習が残っていたようです。ユリウス暦では１暦
年は平均365.25日となり、約128年に１日の割合
で暦と季節がずれるが、これでも閏年を置かない
場合に比べれば大きな進歩であったようです。し
かし、1000年以上にわたって使われていくうちに、
次第に暦と天文学上の現象がずれて来ました。
ローマ・カトリック教会では325年のニカイア公
会議で春分を３月21日と定めてそれを基に復活祭
の日付を決めることにしましたが、16世紀には天
文学上の春分が暦の上では３月11日となってしま
い、問題視されるようになってきました。ユリウ
ス暦では春分日がずれる問題を解決するため、
ローマ教皇・グレゴリウス13世は、当時を代表す
る学者たちを招集して委員会を作り、暦の研究を
行ったようです。こうして1582年、グレゴリオ暦
が制定されました。グレゴリオ暦はその後数百年
かけて各国で採用され、現在に至っています。グ
レゴリオ暦では、次の規則に従って400年間に97
回の閏年を設けることになっています。
１．西暦年が４で割り切れる年は閏年。
２．�ただし、西暦年が100で割り切れる年は平年。
３．�ただし、西暦年が400で割り切れる年は閏年。
これによると、400年間における平均１暦年は、
365+97/400=365.2425日（365日5時 間49分12秒
ちょうど）となり、暦と季節とのずれは約3320年
で１日となります。
暦の少しのずれを色々な学者が知恵を出しなが
ら修正してきた歴史が確認できました。
次のうるう年はオリンピックイヤーの2020年で
す。
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
３月14日（火）昼開催のクラブ協議会・夜開催
の会員組織委員会GMの各案内を回覧。未回答者
は回答を。／４月29日（土）開催の広島14ＲＣ合
同ゴルフの回答期限は本日迄。参加希望者は本日
中に事務局へ連絡のこと。／例会変更。

（12）� 2017年２月
温故知新、原点を確認しよう!!



「今年は、国際大会はドイツのミュンヘンで開
催されるので山本君、行ってくれ。」と言われ
ましたが、私は不安でお断りしました。結局、

に“惚けた”」と言い出しました。日焼けした真っ
黒の顔と体の皮膚も同じ所が２～３回剥がれる
状態でありました。
　�　また、仕事の打ち合わせでも、「すべて
O.K. それで良い。頑張れ、くよくよするな」
の一点張りです。
　�　ブラジルでいろいろ経験した事の一つ
に、アマゾンのジャングルへも入りました
が、「ジャングルは危ない、迷うと出られ
ない、猛獣も出る。」と私が言いますと、義
弟が、「兄さん何を言うか、一番怖いのは
人間ですよ。」と。小心者の私は変わりま
した。
４、私の入会について
　�　入会約半年前から親クラブ（広島西
RC）日吉冨美夫様から新しいクラブの
入会依頼がありました。私なりに多忙
な日々でお断りしておりました。４月
初め、広島東急インへ一寸来て下さい。
と電話があり、他の会の事もあり、出
席しました。
　�　途端に、貴君は今回、新ロータリー
クラブに入会が決定しました。と言わ
れました。
　�　押し出され、キーマンにチャーター
メンバーに、その後、理事、役員、副
会長、会長エレクトに指名されました。
親クラブの方々曰く、「ロータリーク
ラブでは指名されるとお断りする事が
できない。」と。
５、初代会長西本順次郎先生
　�　ライオンズクラブに在籍されたの
で、奉仕活動に詳しい方です。例会時、
私は隣の席だったため、色々な点で参
考になり、意欲が湧きました。
　�　当時、特に例会後の夜は全日空ホテ
ル例会会場前方の鼻岡会員のレストラ
ンで毎回のごとく集い、美味しい焼き
肉料理を食べ、ロータリーについて意
見発表の研修です。
　�　会長曰く、他のクラブにひけを取る
な実践と謙虚であれと。
　�　また特に、萬歳幹事、猫本副幹事お
二人は本当に西本会長をよく支え活動
されました。
６、ロータリークラブ国際大会出席
　�　西本初代会長が隣の席にいる私に、
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中学時代の同窓ポール円福君が大竹市沖の阿多
田島の円福寺で、ハワイから、５歳で日本へ帰
りました。学徒動員で、組は違うが呉の造船ドッ
クの大屋根の下で鉄板へドリルで穴を開ける等
の作業を行っておりました。隣の大ドックに見
た事もない大戦艦が入って来ました。大和です。
主砲の横の破損修理に入ったのです。ポール円
福君は、まだ作業服を着ていたので、甲板へ渡
る事が出来、私は岸から見るばかりです。でも、
10mも離れておりません。大和が入った為に、
その日に初めて、我々はバターを食べました。

　�　私は、畜産加工に憧れました。ポール円福君
は、早稲田大学からハワイの報知新聞社の社長
になりました。このような間柄ですから、私は、

西本夫婦が出席されました。次の例会時に「山
本君、ミュンヘンに行ってきたよ。」とバッジ
をくださいました。感動し、燃えました。
　�　西本会長曰く、ロータリーはロータリアンは
国際大会へ出席してロータリーの意義が又より
楽しくなることが見つかると言われ、私は感銘
を受けました。ブラジル一人旅精神が芽生えま
した。
　�　創立翌年1988年、アメリカフィラデルフィア
で行われた国際大会へ出席しました。大国副会
長夫婦、猫本会員、白築会員、中村哲也会員、
三島夫人、山本会長夫婦です。当クラブは10年
間連続国際大会に出席しました。以降は荒木攻
パスト会長夫婦が連続して出席されておられま
す。ご夫婦へ心より尊敬致
しております。
　�　当時、広島西南RCメン
バーと一緒に行かれた方々
は、他クラブでは広島西条
ロータリークラブ土肥パス
トガバナー夫婦、岡山のパ
ストガバナー中島夫婦、広
島東ロータリークラブ筒井
パストガバナー夫婦、宇佐
川夫婦、原夫婦その他が参
加してくださいました。特
にオーストラリアでは、エ
アーズロック（地球のヘソ）
へ登頂しました。
　�　筒井数三パストガバ
ナー、三島正義会員、故木
下会員婦人、JTB桑村添乗
員、山本豊会員の５人が頂
上で肩を組んで喜び合いま
した。筒井PGは松井五郎
PGが、以前登頂されたので、
私もこれで願いが叶ったと
最高に感激されました。
７、台北新東扶輪社について
　�　西本会長が、「姉妹クラ
ブを結びたい。親クラブ（広
島西RC）より早くつくり
たい。君は私より若いから
やってくれ」との依頼相談
がありました。私もその気
になりました。
　�　一寸余談になりますが、

（14）� 2017年２月
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姉妹クラブについて書面依頼を書きましたが、
西本会長曰く、「山本君、ハワイは日本の各々
のロータリークラブが結んでいるから、近くの
台湾に当たってください」との事で、台湾なら
当社も漬物原料、栽培等々で取引がありしまし
たので訪問する事にしました。岡田国夫会員（株
式会社コンセック）社長も関係が深く、初代会
長廖猛秋様を紹介して頂きました。私は、早速
単独で、廖猛秋事務所へ行き、初めは友好クラ

ブでその後は姉妹クラブとして活動しようと固
い握手をして帰り、西本会長に報告しました。

　�　その後、諸々の手続きに入り、現在に至って
おります。当クラブ全員の理解と努力により、
活動も順調に行われている次第であります。

８、参考資料　
　①　創立メンバー写真
　②　写真集
　姉妹クラブ締結同意書

職業奉仕委員会ＧＭ

山下　幸彦　４日
林本　正継　９日
曽里　　裕　９日
佐々木　宏　18日
水谷　耕平　19日
藤崎健次郎　24日
荒木　　攻　28日

漆原　健夫� ４日
大内田民博� ８日
三好　清隆　11日
杉川　　聡　17日
荒木　　攻　21日
佐古　雄司　26日
田中　朋博　28日

会員誕生日 結婚記念日

２月の会員記念日

パートナー誕生日

入　会　月

創　業　月

林本　正継夫人　径代　３日
漆原　健夫夫人　貴子　４日
木村　恭之夫人　陽子　12日

山國　　豊　Ｈ26年
水谷　耕平　Ｈ27年

平石　雅史　プルデンシャル生命保険㈱�Ｓ63年
橋本　幸範　橋本法律事務所� Ｈ20年
長谷川大助　アサヒプランニング㈱�Ｈ15年
奥田　　實　㈱奥田建築事務所� Ｓ52年
岡本　俊雄　岡本電機㈱� Ｓ10年
佐々木　宏　ヒサゴ食品㈱� Ｓ22年
曽里　　裕　広島ネームプレート工業㈱�Ｓ21年
山國　　豊　㈱しろがねや� Ｈ５年

２月21日（火）
18：30～
ホテルJALシティ広島１Ｆ
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2016-2017年度　第8回理事・役員会　議事録

日　時：2017年２月７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）、萬歳、根石、
　　　　児玉、宮㟢

会長挨拶（杉川会長）
　２月になり残り５か月、名誉会員について決定
したいので協議をお願いしたい。
議事
　①�合同幹事会・合同事務局運営委員会報告（報告）
　　・資料に沿って説明（根石）
　②新入会員候補　河原英二様について（承認）
　　・�職業分類24鉄鋼に金属卸売業を追加する。

（根石）
　③米山奨学生受入にについて（承認）
　　・�受け入れに関しては承認としカウンセラー

については個別に依頼する。（根石）
　④�イピル・イピルの会　絵画コンクール後援に
ついて（承認）

　　・資料に沿って説明（根石）
　⑤名誉会員ついて（承認）
　　・�他の在広のクラブの扱いや、当クラブのこ

れまでの運用を考慮すると、①会員歴、②
クラブ会長、ガバナー補佐等のロータリー
の役職歴、③クラブや地域への奉仕活動
（職業奉仕を含む）実績などが考慮されて
いる。

　　・�この見地からは山本豊会員は名誉会員に推
薦されるべきである（承認）。

　　・�名誉会員は、本来なら本人もしくは近しい
人からの意向を踏まえて、本人の功績等を
判断し、理事会で協議すべきものであって、
クラブとしての規則は今のところ定めない
（杉川）。

　⑥�３月度プログラムと花見家族例会について
（承認）

　　・�資料に沿って説明、合わせてお花見家族例
会の予算案も説明（折本）

　⑦１月度会計報告（承認）
　　・資料に沿って説明（萬歳）
　⑧各理事役員報告
　　・�会員組織ＧＭを３月14日に全会員対象に行

う。（佐藤）
　　・�台北新東RCへの訪問はメーキャップにな

るのか。（佐藤）→例会に参加するので対
象になる。（杉川）

　　・�スマイルではチケットを積極的に活用して
もらいたい。（杉川）

　⑨その他
　　・�台湾へ持参する土産についてオルゴールを

選定したので報告しておく。（杉川）　
次回開催日
　2017年３月７日（火）18：00 ～ ANAクラウン
プラザホテル
閉会の挨拶（室崎副会長）
　議事審議が多くあったが無事審議出来てよかっ
た。

掲　示　板

３月行事予定
❖�３月７日（火）
　18：00 ～　現年度理事会・次年度理事役員会
� ANAホテル５F（桃李）
　18：30 ～　現次合同理事役員会
� ANAホテル５F（桃李）
❖�３月14日（火）
　13：45 ～　第５回クラブ協議会
� ANAホテル４F
　18：30 ～　会員組織委員会GM
� グランドインテリジェントホテル２F
❖�３月21日（火）
　13：45 ～　月報編集会議� 例会場前
　13：45 ～　戦略計画委員会GM
� ANAホテル４F
❖�３月28日（火）
　13：45 ～　次年度理事役員会
� ANAホテル４F

DONATIONDONATION
2  月 年度累計

ス マ イ ル 139,000 円 783,000 円
善 意 の 箱 15,434 円 109,415 円
100万ドル 50,232 円 386,400 円

（16）� 2017年２月
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広島西南RC　１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

2017年３月21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

編集
後記

　いよいよ球春到来ですね。この号が
配布される頃はWBCの決勝が行われて
いるはずです。サムライジャパンの結
果は如何に？それよりも気になるのは

我らがカープ。巨艦大砲主義を脱した感のFA補強
を行った虚人や、侮れないラミちゃん軍団、潜在
能力のある燕隊、乗ったら怖いイケイケにゃんこ
群などに比べたら、目立った補強の無かったカー
プ。現有戦力の底上げは成ったでしょうか？おっ
と、シャチホコチームもいましたね。（^-^;
� （谷口　公啓）

氏　名 10 17 24 31 出席率
1 荒木　　攻 ○ ○ ○ × 75%
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 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 ○ ○ ○ ○ 100%
28 奥田　　實 ○ ○ △ ○ 100%
29 小川　光博 ○ △ ○ △ 100%
30 岡本　俊雄 ○ ○ ○ ○ 100%
31 折本　　緑 ○ ○ △ ○ 100%
32 小野　　誠 ○ ○ ○ ○ 100%
33 岡本　倫明 ○ △ ○ △ 100%
34 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100%

氏　名 10 17 24 31 出席率
35 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100%
36 曽里　　裕 ○ ○ ○ △ 100%
37 杉川　　聡 ○ ○ △ ○ 100%
38 先小山英夫 ○ ○ ○ ○ 100%
39 佐藤　二郎 ○ ○ ○ ○ 100%
40 佐藤　克則 ○ △ ○ △ 100%
41 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100%
42 末廣浩一郎 × × × × 0%
43 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100%
44 佐古　雄司 ○ ○ ○ ○ 100%
45 新藤幸次郎 ○ ○ ○ ○ 100%
46 田中　茂樹 ○ ○ △ △ 100%
47 谷口　公啓 △ △ ○ △ 100%
48 遠崎　秀一 △ ○ ○ △ 100%
49 寺本　真司 ○ △ △ △ 100%
50 俵　　雅之 ○ ○ △ △ 100%
51 徳納　武使 ○ ○ ○ ○ 100%
52 對馬　久子 × × × × 0%
53 田村　英樹 ○ ○ ○ ○ 100%
54 田中　朋博 ○ ○ ○ ○ 100%
55 田中　和之 ○ ○ △ △ 100%
56 戸田　泰弘 ○ ○ △ ○ 100%
57 上田　直治 ○ ○ △ ○ 100%
58 山本　　豊 ○ ○ ○ ○ 100%
59 山下　哲夫 ○ ○ ○ ○ 100%
60 吉田　栄壮 ○ △ ○ ○ 100%
61 山下　幸彦 ○ ○ ○ ○ 100%
62 山本　春男 ○ ○ ○ ○ 100%
63 山國　　豊 ○ ○ ○ ○ 100%
64 山田　泰子 ○ ○ ○ △ 100%
65 大内田民博 ○ ○ ○ ○ 100%
66 長野　　宏 ○ ○ ○ ○ 100%
67 漆原　健夫 ○ ○ ○ ○ 100%
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2月26日（日）14：00 ～  ホテルグランヴィア広島 4F
Ｇ 6・7合同インターシティー・ミーティング

広域公園梅の里 清掃活動 ２月19日（日）
10：00～12：00


