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員とその家族でお伺い致しましたが、その際にも
台北新東の会員から心温まるおもてなしを頂き、
強い絆を再確認させて頂きました。
30周年記念以外の事業としては、定例の事業を

確実に実行させて頂きました。例会の卓話は会員
卓話を中心とし、「チャーターメンバー・会長経
験者」の皆様に、設立時や会長時の話を聞かさせ
て頂きました。また、田原ガバナーの信条で示さ
れた、「奉仕の中にこそ幸福（幸せ）と平和がある」
に従い、職業奉仕の実践強化と、がん予防の推進
も実施をさせて頂きました。会員の純増という目
標は叶いませんでしたが、会員増強・退会防止に
ついては、何度もクラブ内で協議をして頂き、会
員内に共通認識は出来たのかなと思っていま
す。ロータリー財団100周年記念事業としては、
点字グループ・つぼみさんの支援を通じて実施
をさせて頂きました。この事業は、地区補助金事
業にも選定して頂きました。津田子供の家の子供
たちとは、平和公園内に寄贈させて頂いた英語案
内板の周辺の清掃奉仕を会員と共に実施して貰
いました。
30周年記念行事が年度の初めにあり、あっとい

う間に３ヶ月が過ぎ、報告書などの作成をしてい
るともうクリスマス会がやってきて、年が明ける

と、梅林清掃・宮島の桜の整備
をしていたら、５月に台北訪問。
本当に、１年間が早く過ぎまし
た。還暦を迎える年に、このよ
うな記念すべき役割を仰せつ
かった事に対し、会員の皆様に
心より感謝申し上げると共に、
これからも「親睦と奉仕」を西
南ロータリーの活動を通じて実
践していく事を強くお誓いし、
今年度の報告とさせて頂きま
す。本当に、お世話になりまし
た。有難うございました。

�（６月20日例会　退任挨拶より）

今年度のハイライトは、なんと言っても「2016
年９月９日」。30周年の記念式典・祝賀会を多く
の仲間達と共に祝って頂きました。広島県知事・
広島市長・RI第2710地区の田原ガバナーを始め
とする在広クラブの会長・幹事の皆さん。姉妹ク
ラブの台北新東ロータリークラブからは約40名の
会員と家族の皆さん。多くの仲間達の笑顔に囲ま
れて広島西南ロータリークラブは、無事に30周年
記念行事を終える事が出来ました。この記念すべ
き年度の会長を担当させて頂けました事、心より
会員の皆様に御礼を申し上げます。
さて、本年度は30周年と言う大きな区切りの年
に当たりますので、スローガンは「温故知新、原
点を確認しよう! !」と、させて頂き、熱い思いを
もって設立に走り廻られた当時のチャーターメン
バーの気持ちを慮り、その意気に負けないくらい
の気持ちを持って、本年度の事業に取り組んで参
りました。30周年記念事業としては、安佐地区土
砂災害で流失した「山田自治会集会所」の再建支
援事業、カンボジア・ココン地区に児童支援施
設「ロータリー・ココン・キッズ・ハウス」の
建設支援事業、平和公園内にある記念碑等の英
語案内板寄贈事業の３つ事業を無事実行させて
頂きました。記念事業遂行には多くの会員の皆
様にご負担をお掛け致しました
事、心よりお詫びを申し上げま
すと共に、心より御礼を申し上
げます。
また、姉妹クラブ台北新東ロー
タリークラブの約40名の会員と
共に、祝賀会の前日（９月８日）
に優勝の掛かった広島東洋カー
プの試合をズームズームスタジ
アムで一緒に観戦でき、一体と
なってカープの応援歌を歌えた
事も、大変印象に残っています。
この御礼にと、2017年５月26日
に、台北新東ロータリークラブ
の30周年記念式典に約50名の会

会長メッセージ

温故知新、原点を確認しよう!!

� 杉 川 　 聡
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第1456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
　大内田民博会員　６月６日
　對馬　久子会員　６月10日
　谷口　公啓会員　６月12日
　河原　英二会員　６月15日
　宮﨑　　真会員　６月17日
　折本　　緑会員　６月23日
会長時間「ロータリー親睦活動月間」
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、この会長時間も後３回となりました。やっ
とって感じです。今年度は、第１例会は「月間」
に因んだ話。第２例会は、理事会報告。それ以外
は、そのとき時の気になっているトピックスを取
り上げて話をさせて頂きました。今日は第１例会
ですので、６月のロータリー親睦活動月間に因ん
だ話をさせて頂きます。
ロータリー親睦活動は、エスペラント語に関心
を持つロータリアンが集まったことをきっかけ
に、1928年に非公式に始まったそうです。1947年
にはボート好きのロータリアンのグループが、自
分たちの船にロータリーの旗を掲げ、自らをロー
タリアンの国際ヨット親睦グループと名乗り始め
ました。現在、最も長く継続して活動を行ってい
るのがこのヨット親睦グループです。その後多く
のグループが加わり、1968年：世界親睦活動に認
定され、1970年にはRIの正式プログラムとなり
ました。1989年には共通の職業を持つ「国際職業
連絡グループ（IVCG）」が試験的プログラムとし
て発足し、1993年には親睦グループと統合して
「ロータリー趣味・職業別親睦活動（RRVF）」が
誕生しました。2000年10月、RI理事会は６月を
「ロータリー趣味・職業別親睦活動月間」に指定
して特別月間と位置づけました。2001年６月、理
事会では保健医療問題に関心を持つ親睦活動とボ
ランティア活動を加えて、新たに「ロータリー親
睦活動（Rotary�Fellowships=RF）」と改称し、
2002年１月１日より有効として月間名も「ロータ
リー親睦活動月間」と改称しました。2005年理事

会は新しい発想のもとに「世界ネットワーク活動
グループ（Global�Networking�Group）」の名称
の中に「ロータリー親睦活動」と「ロータリアン
行動グループ」を設置することを決定しました。
各グループは３ヶ国のロータリアンが３地区のガ
バナーの承認を得るなど、所定の条件を満たす申
請をRIへ提出して許可された上で、RI親睦活動
委員会に所属することになります。現在、73のロー
タリー親睦活動グループがあり、趣味とレクリ
エーションによりそれぞれ目的は異なりますが、
全てのグループは同じロータリー精神を共有して
います。このように、ロータリー親睦活動プログ
ラムは、単なるクラブやロータリアンの親睦活動
ではなく、国際ロータリーの構成プログラムで、
レクリエーション活動、専門職分、及びさまざま
な保健や医療問題に共通の関心を持つロータリア
ンが参加するプログラムと言う事だそうです。
ロータリー親睦活動の範囲は月日を経て変化して
きましたが、今日でも変わらぬその目的は、友好
の下にロータリアンを結び付け、各々が楽しみと
するレクリエーションまたは職業的活動の場を提
供することです。以上で、本日の会長時間とさせ
て頂きます。有難うございました。
�幹事報告
ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。
／６月20日（火）の最終夜間例会・10月29日（日）
開催の地区大会仮登録案内を回覧。未回答者は回
答を。／次週６月13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を
提出のこと。欠席者は代読となるので、幹事もし
くは事務局まで連絡を。／例会後、理事役員会開催。
委員会報告

広報雑誌委員会（友誌を読む）
� 佐藤　二郎会員

スマイルボックス
戸田　泰弘会員　３月29日に転倒し左肘を骨折し
ました。例会を約２ヶ月出席免除させていただき
ました。台北訪問にはやっと間に合い参加しまし
たが、リハビリ中に付、いろいろご迷惑をおかけ
します。
對馬　久子会員　５月初めより体調を崩し療養し
ておりました。その間、出席免除の配慮をして頂
き有難うございました。
岡本　倫明会員　遅くなりましたが、５／ 16の
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例会において「最近の税務事情」と題して卓話を
させていただきました。ささやかですが出宝させ
ていただきます。
出席報告
　会員数�68名　出　席�49名　欠　席�19名
　　　　�　　　来　客�� 2名　ゲスト�� 1名
プログラム
会員卓話
「親睦家族活動委員会　今期実施概要報告／
親睦らしくエンターテイメントに徹します」
親睦家族活動委員会
� 小野　　誠会員
みなさまこんにちは。西南ロータリークラブの

スポークスマンこと、小野でございます。
本日は伊藤委員長が急遽欠席ということで、私
が変わりまして、「個性豊かなキャラクターが集
まった」今期の親睦家族活動委員会の活動内容に
つきまして、ご報告させていただきます。
まずは、その個性派集団のそれぞれを、今一度
簡単にご紹介させてくださいませ。
親睦家族では、毎月あるGM（いわゆる飲み会）
で、例会だけではわからない人格を確認すること
ができます。「お酒が入れば本性がわかる」とい
うことで、それにより、より深い親睦を図ってき
ました。
そんなジェントルマンが集まった、西南最大の
オッサン委員会が今期の親睦でございます。
続きまして「今期の活動内容」です
まずは親睦恒例の「毎月GM開催」から。
実施する親睦活動の裏で、これだけの飲み会が
毎月開催されました。
GMの内容につきましては、基本的に
１回目：まずは、実施予定のイベントの企画立案
２回目：具体的担当確認と段取りの確認
３回目：実施会後の「打ち上げ」
その繰り返しで、あっという間の１ヶ月であり、
あっという間の１年間でした。
今期は４名！という例年以上の新規入会があり
ましたが、その都度、新規入会会員の歓迎会を兼
ね、ざっくばらんに西南ロータリーの「あんなこ
とやらこんなこと」のぶっちゃけ話も、随時お話
しできる機会となりました。
次に大きなイベントにつきまして
まずは30周年企画の一つでした、台北新東ロー
タリークラブのみなさまをお迎えしての「CARP
観戦家族例会」です。
勝てばマジック１というタイミングで、序盤か

ら６－１という大量リードで、台北の皆さんとと
ても盛り上がりました。親睦はドリンク類のサー
ブに気を配り、台北の皆さんと楽しい交流を各々
図りました。
台湾にもプロ野球リーグがあるとこから、皆さ

んのベースボール観戦にはとても熱があり、しか
もカープの優勝目前！ということで、皆さん一丸
となって熱狂的なひと時となりましたね。
親睦のみんなも熱狂し、実はあまり機能してい

ませんでした。スミマセン。
さて続きましては、クリスマス家族例会です。
今回のクリスマスにつきましては、「いつもの

大人目線のパーティではなく、同伴される子供達
のための企画にしようじゃないか！」というのが
発端でした。
そこで、クール岡本会員から「バルーンアートっ

て、どうでしょう？」という発案がありました。
ではでは、ということで、岡本会員のお知り合

いのバルーンアーティストにご教授お願いし、12
月は異例のGM２回の実施にて、委員会の皆で、
その技を覚えました。
また練習GM後は、先生を囲んでの親睦パー

ティを実施し、積極的に「技取得」のためのコツ
や秘策の質疑応答が繰り広げられました！
そうしてパーティまでの２週間は、各自バルー

ンとポンプを購入し、地道に「自宅にて」自主練
習し、これが逆に各員、日頃やり慣れない「家族
との交流の機会」になり、家族円満という２次効
果も生んだようです。
続きましては「お花見家族例会」です。
クリスマス例会では「子供達のための企画」と

しましたので、お次の「お花見」は、大人たちが
ゆっくりお話しできる時間をテーマとしました。
題して「花見で一杯！ウマ酒を酌み交わそう！」

です。
全国の蔵元から厳選された「春酒」と、木村前

任会長からセレクトされた「ご婦人にオススメの
ワイン」の競演！なんのアトラクションもなく、
昼から桜を愛でながら、ただただ美味しい時間を、
ゆっくり楽し見ましょうという企画としました。
前日から当日の開催直前まで、天候が非常に不

安定で、「外でやるか？パーティルームでやる
か？」で、先小山さまには大変ご配慮いただきま
して誠にありがとうございました。
結局、途中からの雨により、残すところ１時間

前での中断となりましたが、タイムスケジュール
にアトラクションがなかった今回の企画は、融通
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の聞いた結果オーライとご勘弁くださいませ。
続きましては「新入会歓送迎会」です。
今期は、大内田会員、長野会員、漆原会員、河

原会員と、４名もの新規入会をお迎えいたしました。
これもひとえに「会員増強委員会」の皆様の賜
物と思われ、それを受け、西南ロータリーのおも
てなしの入り口である当委員会も、このクラブの
魅力を逐一GMでのウェルカムパーティにて、ま
ずは、ざっくばらんに馴染んでいただくことに努
めました。
入会時の「ロータリーって、どんなだろう？」っ
ていう、ある種の不安を早々に払拭するのも、当
委員会の役目と感じ、恒例のGMにて、新入会員
にネタを振りまくって、みなさまとの新会員歓迎
会へとスムーズにつないでいきました。
まとめです。
いつも随時の新規入会会員の入り口となる、親
睦家族活動委員会。
ロータリーの大切な４つのテストの一つ、「好
意と友情を深めるか」？
その入り口にある委員会と思っています。
そのためのウェルカム！の精神と、また日頃あ
る例会でのゲストや他クラブからのメーキャップ
会員へのウェルカムの精神を持って、１年間、伊
藤委員長のもと、一丸となって活動してまいりま
した。
今期、残すところは「最終夜間例会」となりま
すが、現在企画を着々と進行中です。
今期、30周年の「エンターテイメント大好き・
杉川会長」のラストを飾る企画、キャラクターの濃
いい親睦メンバーで成功させたいと思っています。
以上、親睦家族活動委員会の「今期を振り返っ

て見て」の活動報告でした〜！
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第1457回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
ロータリアンの行動規範唱和
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

連続出席100％
　谷口　公啓会員（18年）
　岡本　倫明会員（１年）

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12回理事会
では下記のような議論が行なわれています。
①�　新旧引継ぎ会長幹事会報告⇒特記なし。
②�　藤中ガバナーエレクトを囲む会報告⇒囲む
会で課題を出された。意気込みを感じた。

③�　新会員候補について⇒三井ホームの「井津
上（いづかみ）さん」。ハイエレコンの仲田（な
かだ）さんの後任の「井上さん」の入会を承認。
④�　退会会員の報告⇒岡本・濱田・長谷川・仲
田・幸村さんの退会の報告。岡本会員には名
誉会員就任の申し入れをさせて頂く事とした。
⑤�　對馬会員の出席免除申請について⇒承認。
⑥　５月度会計報告⇒順調に推移。
⑦　各理事役員報告⇒特になし。
⑧　その他⇒特になし。
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
新会員案内文書配布の案内。／来週開催の最終

夜間例会・10月29日（日）岩国開催の地区大会仮
登録の回答は本日迄。必ず回覧に回答のこと。／
ひろくん心臓移植募金に５万円寄付。広島でド
ナーが見つかり無事手術終了、ご協力に感謝。／
本日と来週プログラムの退挨拶原稿は、終了後会
報資料委員会へ提出のこと。／例会終了後、次年
度理事役員会と月報編集会議を開催。
�スマイルボックス

仲田　淳嗣会員　社長退任を区切りに、今月末を
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もってクラブを退会することとなりました。10年
の長きにわたり、すばらしいクラブに在籍させて
いただき、皆様と共に楽しむことができ、寛容の
精神と超我の奉仕はこれからの人生も豊かにして
くれます。感謝とお礼、そして新たに入会します、
隣にいます井上のことをお願いして出宝させてい
ただきます。
三好　清隆会員　来月ひ孫の誕生予定です。84才
現役社長の私、体調がそろそろの感です。
私の作詩と作曲が全国雑誌に優秀賞として10数回
受賞しましたが、カラオケにも50数曲放映してま
すので見て下さい。
ロータリー手帳にあるホームソング毎週例会時に
ささやかに放送されてますが、家族例会や台北姉
妹RC時にも歌入りでもっと活用されん事を推奨
します。※詩曲に指摘あれば一報下さい。
宮﨑　真会員　６月１日に㈱ニシキプリントが50
周年を迎えることができました。これもひとえに
皆様のお陰です。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
出席報告
　会員数�68名　出　席�54名　欠　席�14名
　　　　�　　　来　客�� 1名　ゲスト�� 1名
プログラム
各委員長退任挨拶
出席委員会
� 委員長　村尾　博司
　出席委員会の村尾です。
　退任のご挨拶を申しあげま
す。数年続いた年間100％出席も本年も続けたい
と思い、事業計画に明記致しました。来週の最終
夜間例会が100％であれば年間100％出席となりま
すので皆様よろしくお願い申しあげます。
　本年度は杉川会長の方針として、例会出席だけ
でなくて、クラブの行事には出来るだけ多く出席
するよう、促してほしいとのことでした。クラブ
の大切な行事である、家族例会、広域公園の梅の
手入れ、包ヶ浦の桜の管理等に多くの会員の参加
を得ることが出来ました。厚く御礼申しあげま
す。以上で、委員長の退任のご挨拶と致します。

親睦家族活動委員会
� 委員長　伊藤　英彦
本日は伊藤委員長が急遽欠席
ということで、一言預かってい
ますので代読いたします。
自分が思うようにロータリー

活動に注力できない状態で、親睦メンバーのみん
なに本当に助けて頂きました。
心の親睦を身をもって体験できました、ありが

とうございました。
（ほんと一言かよ）って、突っ込みがあったそ
うです。
以上、サード田中さんにお願いしておりました。

� （代読　田中和之副委員長）

プログラム委員会
� 委員長　對馬　久子
　プログラム委員会　對馬です。
　当委員会では、杉川会長のス
ローガン「温故知新、原点を確
認しよう! !」をベースに、創立当
初より在籍されている会員10名の方々に30年前の
思い入れ、30年間の思い出等をお話し頂きました。
　また、特別月間には各委員長さんより活動状況
をご報告頂きました。
　その他、外部多方面よりその道で活躍、活動さ
れている方々から10回の卓話を頂きました。皆様
のお陰をもちまして、何とか１年間、例会の貴重
な時間を運営させて頂くことができましたこと、
本当に有難うございました。
　最後に大切なプログラム委員長というお役を頂
戴しながら、私的理由により長期欠席させて頂き、
山下副委員長をはじめ役員の方々に多大なるご迷
惑をおかけ致しましたことを、お詫び申し上げさ
せて頂きます。一年間本当に有難うございました。

広報雑誌委員会
� 委員長　佐藤　二郎
今年度は次の三つ活動を重点

に実施しました。
①�ロータリー活動に対する認
知度・公共イメージ向上の
観点から、30周年記念事業に関連するニュー
スレターをマスコミに発信し、平和公園の案
内板設置については、新聞・TVに取り上げ
られました。

②�ロータリーの友誌に積極的に投稿し、11月号
で、「やるき・げんき・さえき・祭り」での
ロータリー財団100周年を記念する広報活動
が取り上げられました。

③�毎月第一例会で「ロータリーの友」の記事紹
介を会員の皆さんに交代で実施頂き、「ロー
タリーの友」誌への会員各位の理解向上に努
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４名の新会員候補者について、職業分類を定め、
会員として適正であると推薦いたしました。
石井副委員長のご協力の下、円滑に委員会の職

責を果たすことができました。
ありがとうございました。

ロータリー情報委員会
� 副委員長　平原　一彦
１．�新入会員４名に、入会時に
おけるオリエンテーション
を実施しました。

２．�規定審議会の決議事項で、
クラブ運営に関係すると思われる事項につい
て卓話をしました。（平成29年２月２日）

３�．�会員増強委員会と共同で全会員を対象に勉強
会を開催しました。（平成29年３月14日）

職業奉仕委員会
� 委員長　田村　英樹
職業奉仕委員長を担当しまし

た田村です。
当初私自身職業奉仕自体が理

解できておらず戸惑いがありま
したが、荒木副委員長にいろいろ教えて頂き、ま
た会員の皆様にも大変お世話になり、何とか努め
ることができました。特に職場訪問例会では山本
豊会員をはじめ（株）山豊の皆様、そしてＧＭ開
催では藤崎会員、田中朋弘会員、三宅会員、児玉
会員に発表していただきました。また優良従業員
表彰では根石会員と田中朋弘会員にお世話になり
ました。ありがとうございました。
職業奉仕につきましては「高い倫理基準を持ち

自らの職業を正しく行うこと、ひいては地域社会
の発展に貢献する」という点について学ばせて頂
きました。退任後も忘れないようにして、今後の
奉仕活動に役立てていきたいと考えています。
貴重な経験をさせて頂きありがとうございま

した。

社会奉仕委員会
� 委員長　三宅陽一郎
　当クラブの記念樹・広域公園
の梅林（２月19日）・宮島の桜
（４月30日）のメンテナンスを
実施しました。
　水保全プロジェクトとして「水環境に関する学
習」（10月３日）の支援を行いました。

めました。
皆様方のご支援ご協力のおかげで無事職務を果

たすことが出来ました。一年間有難うございました。

会報資料委員会
� 委員長　谷口　公啓
本年度、会報資料委員会の委
員長を仰せつかりました谷口で
す。理事の杉本会員、委員の山
國会員、佐古会員をはじめ、関
係各位には大変お世話になりました。心より御礼
申し上げます。また大変なご迷惑をかけました事、
心よりお詫び申し上げます。
本年度の会報発行は“なんとか”成し遂げる事
ができましたが、資料保存規定の見直しについて
は、端緒についたのみで未完に終わってしまいま
した。次年度委員長の桒田会員以下メンバーの皆
様にレポートをお渡しして引き継いで頂ければと
存じます。
改めて、一年間の皆様のご協力に感謝いたしま
す。ありがとうございました。
� （代読　山國　豊副委員長）

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長を務め
させて頂きました上田でござい
ます。
今年度は副委員長に岩田会員、委員に新藤会員
と３名体制で今年度会長スローガン『温故知新、
原点を確認しよう! ! 』と言うスローガンの元、純
増２名、期末会員数70名を目標に委員一同、団結
し頑張って参りました結果、４名の新規会員の方
にご入会頂く事が出来ました。しかし残念ながら、
期末会員数68名と言う結果に終わり、70名を達成
する事が出来ませんでした。計画の甘さと実行力
が足りなかったと反省しております。
次年度も会員組織の理事として、今年度の反省
を踏まえ、引き続き会員増強に尽力して行きたい
と思います。
今後とも皆様方のご協力の程、宜しくお願い申
し上げます。
皆様、１年間ありがとうございました。

会員選考・職業分類委員会　�委員長　梶本　尚揮
漆
うるしはら

原さん、河原さん、井上さん、井
い

津
ず

上
かみ

さん、
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　「平和記念公園早朝清掃（早朝例会）」（８月２日）
を青少年奉仕委員会・津田子供の家の皆さんと共
同で実施しました。
　地区補助金事業として点字サークルつぼみさん
へパソコン３台・点字図書作成用の書籍・絵本を
贈呈しました。また点字への理解を深めるため点
字講習会（11月27日）を開催しました。

国際奉仕・台北新東RC親善委員会
� 委員長　戸田　泰弘
2016年度―2017年度退任挨拶
実施事項
国際奉仕　2017年
　３月　広島国際センター日本
語教室の生徒２名から卓話をしていただき、クラ
ブより支援金を寄付しました。
　日本語教室からロータリークラブの講演及び協
同作業等の開催要請ありました。
　国内で国際支援、交流が行える場所として継続
支援に効果ありと思える。
台北新東ＲＣ親善委員会　2016年
　９月　台北新東ＲＣから西南ＲＣ30周年記念に
39名のメンバー及び家族が参加され平和公園に献
花、マツダスタジアムにて野球観戦をおこない式
典に参加されました。（お土産…甚平）
2017年
　５月　台北新東ＲＣ創立30周年記念式典に西南
ＲＣメンバー、家族、47名参加し式典を祝いまし
た。（お土産…手にてつないで曲のオルゴール）
　台北新東ＲＣが支援している花蓮の小学校に訪
問し文房具を寄贈しました。
　中世記念公園に記念樹（桜）を寄贈。
　台北新東ＲＣ様の歓迎、おもてなしに感謝いた
します。
　今後も両者に効果的な奉仕活動及び交流を継続
する。

青少年奉仕委員会
� 委員長　水谷　耕平
青少年奉仕委員長の水谷で
す。
今年度は、山下幸彦副委員長
とともに、事業を進めてまいり
ました。皆様のご協力のおかげで無事事業を実施
できたこと、この場を借りてお礼申し上げます。
私にとって、はじめての委員長という役職でし
た。進め方の初歩さえ分からない状態でしたが、

田中理事にリードしてもらいまして、何とか務め
を終えることができたと感じております。
特に印象深かったのは、昨年度に引続き実施し

た平和記念公園の早朝清掃です。多くの会員にご
参加いただきましたが、今年度は新たに、津田子
どもの家の子どもたちと、一緒に汗を流しながら
作業を行なうことで、広島らしい活動ができたの
ではないかと思います。
青少年奉仕を担当した経験を、また引き続き次

年度以降でも生かしていければと思います。
１年間ありがとうございました。

スマイル委員会
� 委員長　幸村　憲治
皆さんこんにちは！
本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。
今年度も田中セカンド理事のご指導の下、皆様

のご協力とご支援のお陰をもちまして目標の金額
を達成する事ができました。
前年度の折本委員長がかなり頑張って頂き、下

駄をはかせて頂きましたが、それでも目標額を達
成するのは結構大変で、改めて折本委員長の集金
力には敬意を表する次第でございます。また、陰
でスマイルを支えて頂きました、濵田Ｓ.Ａ.Ａ.に
も感謝を申し上げます。また、私のわがままをお
聞き入れ支えて頂きました田中セカンド理事にも
感謝申し上げます。
今年度は30周年を機に、予算を使わせて頂き、

スマイル時間のオルゴールの音楽を“手に手つな
いで”に替えさせて頂きました。
さて、メンバーの山本春男副委員長にはこれま

でのスマイルでの経験を生かしたアドバイスをい
ろいろ頂き、支えて頂きました事感謝申し上げま
す。また小川会員には、皆さんの前でしゃべるの
を嫌がっておりましたが、カープのお祝い関連で
は、積極的に全員出宝でのお声掛けをして頂き、
ありがとうございました。カープが日本一になれ
ず、もう一回全員出宝のチャンスを逃したのが、
残念でなりません。
山田会員には毎回お誕生日、結婚記念日、ご夫

人誕生日、入会月、創業月のお祝いの発表を頂き、
泰子ちゃんタイムがしっかり定着した感じです。
ありがとうございました。次年度もスマイル委員
会ですが、是非とも引き続き持ち前のスマイルで
頑張って下さい。皆さん本当にありがとうござい
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ました。スマイル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。
そして暖かい気持ちで多くのご出宝でスマイル
委員会を支えて下さった、杉川会長以下、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。ありがとうございました。
ところで“しゅっぽう”は“出す宝”と書きま
す。私もスマイル委員会に来るまで知りませんで
した。
さて、委員長就任時にお約束しました、本年の
出宝大賞（スマイル委員長賞）を発表します。皆
さん沢山のユニークで、中身のあるご出宝頂き、
大変迷ったのですが、スマイル委員長賞2017は“旭
日章綬章もらっちゃいました！”と言う事で、３
福沢さんをご出宝頂きました、岡本俊雄会員で
す。おめでとうございます。賞品をどうぞお受け
取りください。と言う事で皆さま今年度沢山のご
出宝ありがとうございました。
次年度山國委員長にスマイル委員会を引き継ぎ
ますが、引き続き面白いコメントと共に沢山のご
出宝をよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
� （代読　山本春男副委員長）

ロータリー財団委員会
� 委員長　岡本　俊雄
今年１年間、ロータリー財団
委員長を務めさせていただきま
した岡本です。
田中茂樹副委員長、岡本文治
委員の３名で推進しました。
ロータリー財団の内容も熟知することなくス
タートをしましたが、財団の発足が1917年であり、
財団の使命として「識字率の向上」、「きれいな水
の提供」、「国際平和の構築」、「母子の健康」の支
援、地元経済の支援、疾病の予防のための補助金
を通じて６つの事業推進に多大な力を注いでいる
ことを知りました。崇高な使命達成に欠かすこと
が出来ないのがロータリー財団の存在です。今年
も、４名の会員にポーリハリスフェローのお願い
をしました、趣旨を充分理解して頂き、積極的に
寄付をして頂いたことに心より感謝申し上げま
す。今後ともロータリー財団にご理解を賜り、積
極的にご寄付下さいますことを祈念し、御礼の挨
拶といたします。大変お世話になりました。

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ござ

います。
副委員長の林本さん、委員の

三好さんの３名で担当させて頂
きました。
実施事項としましては、米山奨学事業の使命及

び活動を会員の皆様にご理解頂き次の事項を実施
しました。
１．�寄付目標１人16,000円以上の目標額を下記
内訳のとおり達成しました。

　＜内訳＞
　　普通寄付� 276,000円
　　特別寄付� 280,000円
　　100万ドルから� 200,000円
　　前年度一般会計繰越金より� 325,000円
　　　　　　　　　（5,000円×65名分）

　　　　　　　　　　合　計� 1,081,000円

２．�特別寄付は４名（佐々木宏会員・林本正継
会員・山本春男会員・杉本清英会員）の方
にご協力頂き、米山功労者になられました。

３．�10月の米山月間に米山学友の彭宏遠さんと
ラクチャーさんに米山奨学生時代の思い出
や近況などを話してもらいました。

４．�４月にＹＭＣＡ専門学校生の中国人留学生
于　沁艶（ウ　シンエン）さんを当クラブ
21人目の米山奨学生として受け入れ、田中
朋博会員にカウンセラーを引き受けて頂き
ました。

５．�米山学友会の賛助会員に有志の方（19名）
に入会いただき、学友会の支援に協力しま
した。

この１年間、皆様のご協力のおかげで事業計画
どおり実施することができました。ありがとうご
ざいました。

戦略計画委員会　委員長　佐々木　宏
戦略計画は当クラブの目標であるビジョンを示

し、そのビジョンを達成するための行動指針を表
した重要なものであります。
本年度クラブ創立30周年を迎え、新たな第一歩

を踏み出しました。
これを機会に新たに見直しをしたいと考え、４

月11日にフォーラムを実施し皆さんから貴重なご
意見をお聞きしました。
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ホーム例会１回欠席敢闘賞
　児玉　栄威会員
　室﨑　雅宣会員
　小野　　誠会員
　杉川　　聡会員
　山下　幸彦会員

会長時間「最終夜間例会」
皆さんこんばんは。本日は最終夜間例会でござ

います。今年一年本当にお世話になりました。皆
様のお陰で2016－17年度の広島西南ロータリーク
ラブも無事終了する事が出来そうです。
昨年９月に実施致しました創立30周年記念式
典・祝賀会。また、その前に実施しました30周年
記念事業などに対し、メンバーの皆様全員が前向
きに取組んで頂き、無事30周年年度を終了できま
す事、心より御礼を申し上げます。また、先月に
は50名近い大訪問団で台北新東RCの30周年記念式
典・祝賀会に出席させて頂きました。25年に及ぶ
姉妹クラブの歴史の中で最大の訪問団で有ったよ
うです。姉妹クラブとしての絆を一層強固に出来
ましたことに対しても心より御礼を申し上げます。
今年度は今日で終了します。しかし、また来月

より室崎年度が開始して参ります。皆さんと一緒
に次年度も積極的にロータリークラブ活動をさせ
て頂くことを誓いまして、１年間の御礼と共に最
後の挨拶とさせて頂きます。本当に１年間有難う
ございました。
�幹事報告
次週例会は休会、新年度は７月４日から例会ス

タート。／７月会費は７月11日予算決算承認後に

それらをベースとして戦略計画の改定を行いま
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
せて頂きました。
　本年度は田原ガバナーの信条の一つとして挙げ
られています癌予防の推進を中心に活動しまし
た。
　具体的には例会及び会員企業での癌予防の卓話、
癌予防アンケートの実施及び集計結果報告、癌を
防ぐための新12ケ条のシールの配布等です。継続
事業のＰＥＴ・脳卒中・心臓病の検診は案内を実
施しましたが、今回は受診実績は０でした。癌予
防アンケート結果は中央ロータリーで癌予防推進
委員会によるアンケート結果と比較しますと喫煙
者数とアルコール摂取量の多いのが目立ちます。
　会員手帳に貼った癌を防ぐための新12ケ条の
シールを参考に日々の生活習慣を見直し、改善に
心がけ、我がクラブが2710地区の中でも癌の羅患
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クラブになれ
るよう努力することをお願いし、退任の挨拶とさ
せて頂きます。
　一年間有難うございました。

創立30周年実行委員会　委員長　山下　哲夫
　30周年記念事業に就いては会員全員のご協力を
感謝いたします。おかげさまで滞りなくカンボジ
ア、平和公園とも事業を完成させることができま
した。引き続きカンボジアに対しては教育支援を
行いますがよろしくお願いします。

6
� 20

第1458回例会
18：30〜20：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
ホーム例会皆出席100%
　根石　英行会員

７月行事予定
❖�７月４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11日（火）13：45 〜
　第１回クラブ協議会� ANAホテル4Ｆ

掲　示　板
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く務めさせていただいたつもりですが、皆様から
見ると粗ばかりだったかもしれませんが、なるべ
くそっとしておいていただいて、このまま自己満
足に浸らせていただいたまま任期を終わらせてい
ただければと思います。
今年度は、杉川会長が明確な方針と計画を立て

られていましたし、理事や委員長の皆さまもそれ
ぞれリーダーシップを発揮されてクラブの活動も
活性化しており、幹事としては皆さまの足を引っ
張らずに思い通りやっていただくということを
モットーに進めさせていただきました。行事や事
業の現場ではいろいろ心配された方もおられたか
と思いますし、ほったらかしと思われたところが
あろうかと思いますが、本当はそういう方針で
あったということでご理解いただければと思いま
す。終わりよければすべてよし、ということで、
寛容の心でお許しいただけましたら幸いです。
１年間本当にありがとうございました。

理事（クラブ管理運営委員長）
� 折本　　緑
クラブ運営管理委員会は、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した。会長スロー
ガンの「温故知新、原点を確認しよう！！」の元に活
動を行い、それぞれが当初の目標を達成しました。
私も初めての理事という事と、優秀なメンバー

の方々揃いという事に助けられ、委員長就任時代
よりものんびりさせていただきました。ありがと
うございました。

理事（クラブ広報委員長）
� 杉本　清英
今年度クラブ広報委員会を担

当しました杉本です。広報雑誌
委員会の佐藤二郎委員長と会報
資料委員会の谷口委員長と一緒
に１年間職務を全うすることができました。次年度は
佐藤二郎委員長にクラブ広報委員会を引き継ぎます。
今年一年クラブ広報委員会では、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
方に知って頂き公共イメージを向上するよう頑
張ってきました。平和公園の清掃や点字グループ
つぼみさんなどでメディアに取り上げられまし
た。課題としては国際ロータリーから推奨されて

発送予定、同好会半期会費請求用メンバー表を連
絡のこと。／７月プログラムは、７月４日理事役
員就任挨拶、７月11日予算決算報告、７月18日委
員長就任挨拶。当日の挨拶準備と月報用記事を送
付のこと。
出席報告
　会員数�68名　出　席�59名　欠　席�� 9名
プログラム
理事役員退任挨拶
副会長　室﨑　雅宣
今年度、杉川会長の下で、副
会長として１年間努めてまいり
ました室﨑でございます。
今年度は30周年という大きな
節目の年で、各奉仕事業、記念
事業等も多く実施された年であり、私としてもた
いへん多くのことを学ばせていただき、とても充
実した１年でありました。そして、西南ロータ
リークラブの全員が30周年の成功に向けて一致
団結して努力されたことに、たいへん感激致しま
した。
今年度を終えるにあたって、副会長というささ
やかな役目ではありましたが、この経験を次年度
への糧としたいと思っております。また、皆様の
ご協力を得て無事全うできましたことに感謝を申
し上げます。
１年間ほんとうにありがとうございました。

直前会長　木村　恭之
直前会長として、一年間、ゆっ
くりとロータリークラブを楽し
んでおりました。
入会以来20年、様々な思い出
が、まさしく走馬灯のように頭
に浮かんでまいりました。
20年の親交をありがたく感謝しております。
来年度、そして、そののちも末永く、広島西南
RCの隆盛を祈念しております。

幹事　根石　英行
30周年という記念すべき年度
に幹事をさせていただきまし
て、今日を迎えることができま
して正直ほっとしております。
児玉さん、宮㟢さんという直
ぐにでも幹事が務まる重量級の副幹事に支えら
れ、主観的には、幹事の大役を私としては大過な
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いるMy�Rotaryの登録があまり進まなかったこと
です。今年の４月６日時点で広島西南ロータリー
クラブの登録人数は11名でした。広島東ロータ
リーの49名、広島中央ロータリーの39名に比較す
ると、浸透しなかったのが残念です。
次年度は室﨑会長の下、会員の皆さんと一緒に
奉仕のギアを回していきたいと思います。１年間
ありがとうございました。

理事（会員組織委員長）
� 佐藤　克則
当年度では、会員数を70名に
することを目標に掲げ４名の新
会員を迎えたものの、期末には
期首よりも減少してしまった。
高齢の会員の退会はやむを得ないところがあると
しても、その分を予測して若い会員の獲得にもっ
と力を入れるべきであった。支店長などの交代は、
確実に後の方を推薦して頂くべく早くから交渉が
必要である。
事業としては、会員増強月間である８月の23日
に行われた例会で、卓話時間を使って会員増強
フォーラムを実施した。また、会員増強委員会、
ロータリー情報委員会合同のGMを２回行い、会
員増強、ロータリーの基本理念などに係る情報交
換を行った。
今年度はロータリー情報委員会の委員長が１年
間活動が出来なかったのが計画外であったが、副
委員長の平原さんに助けていただいた。

理事（奉仕プロジェクト委員長）
� 田中　朋博
奉仕プロジェクト委員会の田
中です。
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
委員会の幸村委員長および委員の皆様のご協力に
より、本年度の会長スローガン「温故知新、原点
を確認しよう！！」に沿って予定していたすべての
事業を実施することができました。また、今年は
広島西南RCの30周年事業もあり、30周年実行委
員会、台北新東RCとの連携、今年度も地区補助
金事業を申請し、点字学習支援など多数の事業を
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、心からお礼申し上げます。また、現状の奉仕

活動を棚卸するために、事業開始の経緯や過去の
取り組み、事業終了後のアンケート調査など、今
後の事業の継続の可否などを検討する貴重なご意
見をいただけたことにも、あわせて感謝申し上げ
ます。

理事（財団委員長）�佐々木　宏
本年度は創立30周年を迎えま

した。またロータリー財団も創立
100周年という記念すべき年でし
た。このような年に財団委員長
として皆様のご協力のもと仕事
を全うすることが出来まして光栄に思っています。
奉仕プロジェクト委員会が中心となって財団の

資金を使用しての地区補助金事業そして　ロータ
リー財団100周年事業も順調に行うことができま
した。
ポールハリスフェローに４名　米山功労者にも

４名　べネファクター１名の方になって頂き当初
の寄付目標も達成できました。
皆様の温かいご協力に感謝いたします。次年度

も当クラブの益々の発展を記念しまして退任のあ
いさつとします。

Ｓ．Ａ．Ａ．　�濵田　公璽
　会員の皆様、委員会メンバー
の皆様、一年間大変お世話にな
りました。つつがなく一年間の
委員会活動を行うことができま
した。また、創立30周年の節目
の年にS.A.A.委員長として皆様と共に活動できた
ことは大変に感慨深いものがありました。感謝申
し上げます。

会計　萬歳　幸治
今年度は創立30周年という大

きな行事があった年度でありま
したが、資金管理、収支状況は
順調に推移し、余裕ある運営が
できたことは、皆様の協力によ
るもので、感謝申し上げます。
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30周年準備も並行しての１年間でしたが会員皆さ
んのご協力を頂き無事終了することができまし
た。改めまして皆々様に感謝申し上げます。
右も左もわからぬ私たちをご指導頂いた杉川会

長、根石幹事そして近松さんそして会員の皆様本
当に一年間ありがとうございました。

Ｇ７ガバナー補佐　曽里　裕
　本年度グループ７のガバナー
補佐を担当し、大変勉強させて
頂きました。
　米山梅吉さんがロータリーの
例会は人生の道場と申されまし
たが、私にとってはロータリーがすべて人生の道
場になりました。
　ガバナー公式訪問を含め、グループ内のクラブ
訪問では各クラブの皆様に大変温かくお迎え頂
き、ガバナーからリクエストされたテーマに真摯
に向き合っていただき、ロータリアンの友情を感
じた次第です
　また、年度が始まる前に開催された３回のRLI
ではディスカッションリーダーの慣れない役目な
がら大変勉強になり、井の中の蛙が井戸端にとび
出し、周りの景色を眺め、視野を広げることが出
来ました。
　順序通り行けば、また７年後わがクラブがガバ
ナー補佐を担当することになりますので、特に若
い皆様にはそれまでに会長を経験され、是非その
折は立候補して頂きたいと思います。
　それだけ貴重な体験ができると思います。
　ガバナー補佐幹事を担当頂きました室﨑会長エ
レクト並びに各クラブとの調整を頂きました事務
局の近松さんはじめ関係者の皆様に感謝を申し上
げ退任のご挨拶と致します。

副幹事　児玉　栄威
　　　　宮﨑　　真
本年度、杉川会長、
根石幹事のもと、一
年間副幹事という大
役を仰せつかりなん
とか２人で任務を全うすることができました（？）
本年は30周年の節目にあたり通常運営とは別に

DONATIONDONATION
6  月 年度累計

ス マ イ ル 57,000 円 1,065,000 円
善 意 の 箱 8,777 円 159,794 円
100万ドル 0 円 504,252 円

佐藤　克則　１日
平石　雅史　３日
大内田民博　６日
對馬　久子　10日
谷口　公啓　12日
河原　英二　15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
長野　　宏夫人　夏�子様　10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
漆原　健夫　ペルラー級建築士事務所� Ｈ28年
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2016-2017年度　第12回理事・役員会　議事録

日　時：2017年６月６日　13時45分〜

場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ

出席者：杉川、室﨑、根石、木村、佐々木（宏）、

　　　　佐藤（克）、田中（朋）、濵田、折本、

　　　　杉本、児玉

会長挨拶（杉川会長）

議事

　①新旧引継会長幹事会報告（根石）

　　・概ね例年通りの引継ぎが行われた

　②藤中ガバナーエレクトを囲む会報告（室崎）

　　・�例年と異なりガバナーエレクトから規定審

議会についてクラブで検討する旨の要請が

あった

　③新会員候補２名について（根石）

　　・�入会予定者２名について７月の入会で手続

きを進められている旨が報告された

　④退会会員の承認（根石）

　　・�５名の会員からの退会届について報告があ

り、承認された。岡本文治会員の名誉会員

への推薦についても、理事会から申し入れ

を行う旨が承認された。

　⑤對馬会員の出席免除再申請について（根石）

　　・�事後的に事務手続きを進めている旨が報告

された

　⑥事業報告提出状況について（根石）

　　・次第の通り確認

　⑦５月度会計報告

　　・資料に沿って説明。

　　・�100万＄基金については最終夜間例会の登

録料に充てる旨が承認された。

　　・�一般会計の繰越金については現次の会長幹

事の協議に一任することで承認された。

　⑧各理事役員報告

　　・特になし

　⑨その他

　　・６月20日退任あいさつの準備の要請

　　・�台北新東ＲＣとのクラブ協議会の際に議題

になった会員子息の相互交流のルール作り

については次年度で継続審議することす

る。

６．閉会の挨拶（室崎副会長）
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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

2017年７月18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

　どうにか最終号のクラブ月報を出す
ことができました。毎月毎月㈱ニシキ
プリントさんにはお世話になりまし
た。次年度も宜しくお願いします。
　さて、弊社が運営するマリホ水族館

がいよいよオープンします。水族館ほど大きな魚
はいませんが、弊社事務所にも熱帯魚の水槽を設
置しています。色とりどりの魚を見ていると癒さ
れます。私が餌やり係をしていますが、毎朝小さ
なスプーンに少量の餌しかやりません。人情的に
は腹一杯食べさせてやりたいところですが必要以
上に食べさせてはいけないそうです。弊社にお越
しの際は是非ご覧下さい。� （杉本　清英）

氏　名 9 16 23 30 出席率
1 荒木　　攻 × × × × 0%
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 × ○ × ○ 50%
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%
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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 × × ○ ○ 50%
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%
68 河原　英二 ○ ○ ○ ○ 100%
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