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第1459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
　杉川　直前会長
　根石　前幹事
　児玉　前副幹事
　宮﨑　前副幹事

入会式
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会員
（㈱ハイエレコン　ビジネスソリューション事業部長）
推薦者：室﨑　雅宣会員
　　　　岩田　智博会員

井
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士
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会員
（三井ホーム㈱　中国支店長）
推薦者：大内田民博会員
　　　　梶本　尚揮会員

会長時間「年度始めにあたって」
さて本日からいよいよ、西南ロータリークラブ

の31周年目の年度が始まりますが、これから１年
間どうぞよろしくお願いいたします。今年度の会
長スローガンを私は、「奉仕のギアを回そう、親
睦はエネルギー」とさせていただきました。私は
ロータリー歴12年になりますが、この間にロータ
リーをいろいろ学ばせてもらったなかで得られた
結論は、ロータリーとは、会員相互に親睦をはか

ロータリークラブが提唱されている、グローバル
補助金を使っての、ボリビアの水頭症の子供への
支援事業が決まっています。さらに、台北訪問時
に先方から提案された、両クラブの子弟の交換ホー
ムステイが可能かどうか検討すること、また実施
するとした場合のルールを作ることが予定されて
おります。
また近年ＲＩが強調して提唱しておりますイン

ターアクトの支援が可能かどうかの検討も今年度
の実施事項として挙げております。
従来からの継続事業とあわせて、これらの新し

い試みも今年度の事業計画に折り込まれましたの
で、あわせて実施してまいります。ぜひとも皆様
の積極的なご参加をお願いして、ご挨拶に代えさ
せていただきます。どうかよろしくお願い致しま
す。

会長就任にあたって、ひとことご挨拶申し上げ
ます。昨年度は30周年という大きな節目の年で、
記念事業等でみなさんたいへん多忙な１年間を過
ごされたことと思います。翻って、今年は35年、
40年へ向けての新たなスタートの年となります。
今年度私は、岡本副会長、杉本幹事、田中・折
本両副幹事の強力なバックアップいただきながら、
一年間活動してまいります。そこでは、ロータ
リーのいうところの奉仕事業についてじっくりと
考え、見直し、また新しい奉仕事業があれば、そ
れを発掘し、育てていくことも考えてみたいと思
います。
従来から継続されてきたいろいろな事業のほか
に、今年度は、新しい事業として視覚障害者支援
施設愛命園への支援が決まっております。これは、
地区補助金を使って実施します。また、東広島21

会長就任挨拶

� 室 㟢 　 雅 宣
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りながら、ともに奉仕を学ぶところであるという
ことです。
ロータリアンは、それぞれロータリーに対する
考え方、またロータリーに参加する立場は皆、違
えども、目指すところは、より高度な職業奉仕を
実践することです。
ＲＩのライズリー会長は今年度のテーマとし
て、「ロータリー：変化をもたらす」とされ、ま
た地区の藤中ガバナーは信条を「時代の変化の先
頭に立とう! !ロータリーの心で地域の創生を! !」
とされ、そして目標として「ロータリーの元気は
地域の元気」と掲げられました。
これは、私の掲げた「奉仕のギアを回そう、親
睦はエネルギー」という言葉も、ガバナーの言葉
も、ＲＩ会長の言葉も、根底に流れるのは、ロー
タリー活動を通して自己を磨き、さらには地域あ
るいは、地域の人々、さらには世界あるいは世界
の人々に、いい意味での変化をもたらそうとする
ものです。
私は、運営方針を発表するにあたって、自分の
知識と経験のなかから、ロータリー活動の意味を
なにか形になるもので表わせないかと考えまし
た。そして出来上がったのが、３つのギアを組み
合わせたひとつのイラストです。
事業計画書が刷り上ったら皆さんのお手元に届
くと思いますが、ごらんになっていただいたらわ
かりますように、五大奉仕を３つのグループに分
けました。１つは、クラブ奉仕のギア、２つ目は
社会奉仕と国際奉仕と青少年奉仕の３つを合わせ
たギア、３つ目が職業奉仕のギアとして、それぞ
れに役割を持たせています。そして、そのギアを
回すには、クラブのみんなの親睦による団結から
導き出されるエネルギーが必要であるということ
を表わしています。
これから、この一年間、この３つのギアを皆さ
んと一緒にしっかりと回して、私の学んだロータ
リーを、会長という立場で体現して行きたいと思
います。どうかよろしくお願いいたします。
�幹事報告
ロータリーレート変更（１ドル＝110円→111
円　７月から）。／ロータリーの友誌・ガバナー
月信・７月29日（土）開催の早朝清掃案内・８月
１日（火）開催の歓送迎会案内配布の案内。／７
月会費は７月11日（火）例会の予算決算報告後
に発送。同好会半期会費は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を通知の
こと。／例会変更。／例会終了後、理事役員会

開催。
スマイルボックス

室崎雅宣会長　いよいよ2017－18年度がはじまり
ますが、広島西南丸の１年間の安全航海を祈りま
して、出宝します。
曽里　裕会員　ガバナー補佐の任を無事終えるこ
とが出来ました。すべてが初めての経験で、色々
と失敗もしましたが、田原ガバナーのご指導のも
と大変貴重な体験をさせて頂きました。
杉川聡会員・根石英行会員・児玉栄威会員・宮㟢
真会員　一年間お世話になりました。皆様のご協
力に感謝し、会長・幹事・副幹事一同で出宝させ
ていただきます。
杉川聡会員・杉本清英会員　６／ 22にプレオー
プンした「マリホ水族館」のレセプションには、
多くのメンバーにご来館頂き有難うございまし
た。グランドオープン後も連日多くのお客様にご
来館頂き感謝感激です。本当に有難うございまし
た。
山國豊会員　先々週の夜間例会では、時間を作っ
ていただき大変お世話になりました。今年度がん
ばりますのでよろしくお願いします。
出席報告

　会員数�64名　出　席�54名　欠　席�10名
　　　　�　　　来　客�� 1名　ゲスト�� 1名
プログラム

理事役員就任挨拶
副会長・会長エレクト
� 岡本　俊雄
この度、会長エレクト・副会

長に推薦されました岡本俊雄で
す。
浅学菲才の身ですが、お受け

する事となりました。今年１年間、勉強をさせて
頂き、室㟢会長スローガン「奉仕のエネルギーを
回そう、親睦はエネルギー」の実現と、各委員会
の事業目標達成、更にクラブの課題である会員増
強、活性化の為に何を為すべきかをしっかり考え
ていきたいと思います。室㟢会長のお役に立ち、
会長エレクト・副会長の職責が果たせますよう頑
張ります。
旧に倍するご支援、ご協力をお願いしまして就

任の挨拶といたします。
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� 直前会長　杉川　　聡
室㟢会長の下、直前会長を務
めさせて頂く杉川です。今年１
年、何卒宜しくお願い申し上げ
ます。
先ずもって、昨年度はメン
バーの皆さん、本当にお世話になりました。皆様
のお陰を持ちまして、30周年記念事業も恙無く終
了させて頂くことが出来ました。心より御礼を申
し上げます。
本年は、直前会長としての役割を全うすべく頑
張って参ります。皆様と一緒により良き一年にし
ていく事を願いまして、簡単ではございますが、
直前会長の挨拶とさせて頂きます。宜しくお願い
致します。

� 幹事　杉本　清英
今年度幹事を担当します杉本
でございます。折本副幹事、田
中副幹事と一緒に室﨑会長を支
えていきたいと思います。昨年
末のクリスマス例会の後、幹事
の打診を頂き半年間準備をしてきました。あまり
考えずに引き受けてしまいましたが今になって責
任の重さに押し潰されそうです。室﨑会長のス
ローガン「奉仕のギアを回そう、親睦はエネル
ギー」に沿って円滑なクラブ運営に努めてまいり
ます。
さて、昨年度末に想定外の沢山の仲間を失いま
した。折角ご縁ができたのですから体調の許す限
り、末永く広島西南ロータリークラブを可愛がっ
て頂きますようお願い致します。
今年度は会員数62名からの出発になります。本
日新たに井上会員と井津上会員を仲間に迎えるこ
とができ64名まで回復しました。今年は室﨑会長
から会員数70名という目標を頂いております。皆
様の協力を頂きながら目標を達成できたらと考え
ております。
今年度、大きな記念行事はありませんが各理事
の方に企画して頂いた楽しい事業も控えておりま
す。皆様のご協力を頂き充実した１年にしたいと
思いますので宜しくお願い致します。

理事（クラブ管理運営委員長）　徳納　武使
本日は新潟出張のため、例会を欠席いたしま
す。ちなみに本日のメイクアップは昨日（７月３
日）新潟北ロータリークラブで行いました。遠方

で例会に出席するのも楽しいものです。
さて、本年度クラブ管理運営委員長を拝命いた

しました。
運営方針としては
会長スローガン「奉仕のギアを回そう、親睦は

エネルギー」を受けて、ロータリーの原点である
会員親睦を運営したいと思います。ロータリーの
親睦は例会参加が基本です。魅力ある例会になる
よう、S.A.A.と連携しながら、プログラムを考え
られたらと思います。また、自クラブ出席率向上
を工夫したいと思います。本年度クラブ管理運営
委員会は親睦を大切にGMを開催し、楽しい委員
会となるよう努めます。

理事（クラブ広報委員長）
� 佐藤　二郎
今年度クラブ広報委員会の理

事を拝命致しました佐藤です。
広報雑誌委員長に広報のプロで
ある田中和之さん、副委員長に
遠崎さん、会報資料委員長に二度目の就任となる
桒田博正さん、副委員長に長野さん、委員に田村
さんと強力な布陣をしいて頂きました。
会長方針の「奉仕のギアを回そう親睦はエネル

ギー」のもと、当クラブの奉仕活動を中心にニュー
スレター等積極的な対外発信を行い、ロータリー
活動に対する公共イメージと認知度向上目指すと
ともに、充実した会報の発行、活動記録の保存を
通じ会員各位のロータリー活動に貢献して行きた
いと思います。
クラブ広報委員会への皆様のご支援ご協力を宜

しくお願いします。

理事（会員組織委員長）
� 上田　直治
皆さん…こんにちは。
今年度会員組織委員会、委員

長を仰せつかりました上田でご
ざいます。
今年度は、会員増強委員長に岩田会員、会員選

考・職業分類委員長に石井会員、ロータリー情報
委員長に根石会員と言う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
宜しくお願い申しあげます。
基本方針と致しましては、
会長スローガン『奉仕のギアを回そう、親睦は

エネルギー』を実践する為にもまず、会員増強に
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対する会員の意識向上に努める事が重要と考え、
長期的に継続した会員増強を目指します。具体的
な計画として若年層や女性を中心としたアプロー
チと、昨年度の反省を踏まえ、会員相互のコミュ
ニケーションを図り退会防止に努める事も重要と
考えます。
会員選考・職業分類につきましては、会員増強
委員会と連携を密にし、ロータリアンとしての適
格性を考慮した選考と現代の地域社会に合った職
業分類を目指し、均衡のとれた会員構成を目指し
て行きます。
ロータリー情報につきましては新会員に対して
のロータリー理念、活動、仕組み等の基本的な情
報の提供と、全会員に対しての情報学習会を年に
数回開催し、ロータリーの原点である親睦と奉仕
の中から当クラブの過去の活動を知り会員全員の
ロータリー活動への参加意欲が高まることを目指
します。
我が広島西南ロータリークラブの将来の為に
も、元気で明るいクラブ作りを目指し努力して参
りたいと思います。
今年度、素晴らしき一年間となりますよう、ど
うか皆さん、ご協力の程、宜しくお願い申し上げ
ます。

理事（奉仕プロジェクト委員長）
� 水谷　耕平
奉仕プロジェクト委員会の水
谷です。
今年度の会長スローガンは、

「奉仕のギアを回そう親睦はエ
ネルギー」でございます。奉仕プロジェクトは、
ロータリー活動の中心的ギアになりますので、私
が障害とならずに、各委員会をうまく噛み合わせ
ながら、ギアを回していければと思います。
今年度は、職業奉仕委員長に佐古さん、社会奉
仕委員長に山下（幸）さん、国際奉仕委員長に橋
本さん、青少年奉仕委員長に三宅さんに担当して
もらうことになりました。すでに、今年度の事業
について様々な話し合いや準備を行なっています
が、いずれも奉仕の経験が豊かな方々であり、多
士済々、活力のある委員長に恵まれたと実感して
おります。ギアの動力は各委員会が十分与えてく
れると思います。
そして、奉仕事業に財政的な裏づけを与えてく
れるのが、スマイル委員会の山國さんです。最終
夜間例会でのよく分からない変装がありました

が、場の空気をもろともしないその姿勢を見ます
と、たくさんの出宝を獲得することは間違いない
と思いました。
私は、奉仕プロジェクト委員会理事として、こ

のような心強い委員長、委員とともに責任をもっ
て事業を推進していきますが、奉仕事業は、皆様
のご協力があってのものでございます。先ほど紹
介しましたとおり、すでに７月29日には最初の事
業として、津田子どもの家との早朝清掃を実施し
ます。たくさんの会員の皆様の参加をお願いいた
しまして、私の就任挨拶とさせていただきたいと
思います。
どうか１年間宜しくお願いいたします。

理事（財団委員長）�白築　忠治
財団の理事を担当することに

なりました白築です。
ロータリー財団委員会を平原

委員長、米山奨学委員会を林本
委員長、両名ともパスト会長で
心強く思っております。
皆様には、ロータリー財団及び米山奨学の使命

と活動をご理解いただき、地区から要請のある寄
付目標が達成できますようにご協力をよろしくお
願いいたします。
また、今年度は、奉仕プロジェクト委員会で11

月に地区補助金事業が実施されます。財団も連携
して実施しなさいということになっておりますの
で、よろしくお願いします。

� S.A.A.　藤崎　健次郎
S.A.A.を務めます、藤崎です。
会場監督として俵さん・岡本

倫明さん・それに杉本幹事に無
理をお願いし、親睦から漆原さ
んにも応援いただき４名で努め
て参ります。
例会につきましては、皆様のご協力により、私

語、携帯電話、中途退席が見受けられなくなり秩
序と節度ある例会が運営されていると思いますが
今年度も引き続き継続をお願い致します。
今年のメンバーは昨年と違いまして経験浅いメ

ンバーです。
皆様のご指導を頂きながら明るく楽しい、多く

の来賓が集まる例会運営に努めて参りますので、
更なるご協力をお願い致しまして就任挨拶とさせ
て頂きます。
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� 会計　奥田　　實
会計を務めさせて頂く奥田で
す。今期一年、各委員会の活動
がスムーズに実行されるよう
に、バックアップさせていただ
きます。

� 副幹事　折本　　緑
本年度副幹事を拝命した、折
本でございます。
私は、副幹事を拝命するにあ
たって、目標を二つ決めました。
一つ目は、司会を１年間やり
きろうと決めました。例会を休まないということ
にもなりますが、頑張ってやり切って行こうと思
います。
そして二つ目は、品位を保ちながら明るく爽や
かな司会をするという事です。決して目立つこと
はありませんが、会員の皆さまをはじめご来客の
方々に、心地よく感じていただけるよう皆さまの
下僕となって働くつもりです。
今日が初めての司会となり、どんな感じなのか
な？粗相しないかな？と思っていましたが、何と
かなりそうです。元々、心臓には２～３本毛が生
えていますが、やりきった後にはきっとボーボー
になっている事だと思います。皆さま、一年間よ
ろしくお願い致します。

� 副幹事　田中　朋博
みなさんこんにちは。今年度
から副幹事を担当させていただ
くことになりました、田中で
す。どうぞ、よろしくお願いい
たします。折本さんと二人で、
会長・幹事をサポートしていきます。
役割分担として、司会と例会の連絡事項は折本
さん、例会のチャイムと記念品の確認作業、理事
会・クラブ協議会の議事録を担当させていただき

ます。会長スローガン「奉仕のギアを回そう、親
睦はエネルギー」のとおり、積極的に奉仕活動に
も参加し、できるかぎりGMにも参加して親睦を
はかっていきたいと思います。
今年、１年よろしくお願いいたします。
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第1460回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
曽里前年度ガバナー補佐へ記念品贈呈

幸村元会員退会挨拶

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

会長時間「理事会報告」
先週からの、九州北部の大雨による被害で多数

の犠牲者の方が出ております。心よりご冥福をお
祈りいたします。また、行方不明の方もまだ何人
かおられ、いまだに孤立状態で不自由な生活を強
いられている方もたくさんいらっしゃいます。心
より、お見舞い申し上げます。
３年前の広島の土砂災害と同じ要因で、線状降

水帯が発生し、それが広島のときよりもさらに1.5
時間くらい長く続いたことで、被害が大きくなっ
たようです。

DONATIONDONATION
7  月 年度累計

ス マ イ ル 176,000 円 176,000 円
善 意 の 箱 14,182 円 14,182 円
100万ドル 51,198 円 51,198 円

（6）� 2017年7月
奉仕のギアを回そう、親睦はエネルギー



お料理７品にフリードリンクをお付けした、とて
もお得なプランです。７月限定のプランですので、
お会社での集まり、またはご家族でのご利用を心
よりお待ちしております。もう一つは、８月３日
に、３階宴会場で開催いたします【リブランド10
（テン）シェフたちの饗宴】のご案内です。洋食シェ
フ６人が腕を振るい、皆様へ感性豊かな逸品をお
届けします。是非、お誘いあわせの上、贅沢な夏
のひと時をご堪能くださいませ。
幸村憲治元会員　すまんねBOX。
出席報告

　会員数�64名　出　席�50名　欠　席�14名
　　　　�　　　来　客�� 1名　ゲスト�� 1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
� 18

第1461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「名前の由来」
皆さんは、ロータリーの名前の由来をご存知で

しょうか？ロータリー歴の長い方はご存知と思い
ますが、きょうは少しそのことに触れてみたいと
思います。
結論から言うと、初期の会合で、名前を決めよ

うとしているときに、誰かが「我々はお互いの事
務所で一種のローテーションを組んで、会合を開
いているので、ロータリーと呼んだらどうだろ
う。」ということで決まりました。
クラブの名前をつける段階で、最初に提案され

た名前は、「ブースタークラブ　Booster�Club（推
進者）」でした。これは、下から何かを持ち上げる、
支援するという意味があるそうですが、シカゴを
押し上げることでも、自分たちのクラブを押し上
げることでもないとポールが反対しました。
次に「ラウンド・テーブル・クラブ　the�Round�
Table�Club」はどうだろうかと誰かが提案したの
ですが、高貴な香りが漂い、重要な人物が参加す
るアーサー王の円卓会議を連想させるのですが、
新鮮味がなく、新しい活力のある国には、相応し

根石前幹事
（前年度萬歳会計代理）

奥田　實
今年度会計

これに対して、地区の藤中ガバナーから義捐金
の要請がありましたので、西南としても、前向き
に検討し、理事会の承認を得次第、協力させてい
ただきたいと思います。
次に、先週の第１週に行われました理事役員会
の報告をさせていただきます。
１つは、東広島21RCが提唱されました、グロー
バル補助金を使っての、ボリビアの子供の水頭症
患者を救う事業への拠出が決まり、西南で1,000
ドル寄付することになりました。2710地区の21の
クラブが参加する事業ですが、Cash＋DDF＋
WFの全部あわせて164,000ドルの事業です。
２つ目は、例年通りひろしま国際平和マラソン
を後援することが決まりました。
３つ目に、末廣会員の出席免除の１ヵ月延長を
承認しました。
そのほかに、７月29日の津田子供の家の生徒と
一緒に行う平和公園の清掃と原爆資料館の見学の
承認、その他８月のプログラム、今年度予算書の
承認がおこなわれました。
先日、３年間にわたって、支援してきたイピル
イピルの会の伊藤登志子代表から、メールが届き
ました。イピルイピルの会が毎年、ボスニア・ヘ
ルツェゴビナに桜の木を贈る事業と絵画コンクー
ルを開催する事業を実施していますが、西南ＲＣ
では、木村年度、杉川年度、室﨑年度の３年間そ
の支援をすることになっています。イピルイピル
の会が、今年の４月に駐BiH大使館より、公館長
表彰を受けられたということで、その報告とお礼
のメールが７月３日に代表から届いております。
ここにご報告いたします。
�幹事報告
事業計画書・会員手帳配布の案内。卓上の2016
－17年度収支決算書はプログラム時間に参照のこ
と。／各種案内の回答提出は受付迄。／例会変更。
／例会終了後、クラブ協議会開催。
スマイルボックス

岡本文治様　この度、私の退会に当たりまして、
全く思いがけなく餞別を頂き、ありがとうござい
ました。クラブへ入会して31年となりました。ロー
タリーで学んだことを余生に生かして、生きぬき
たいと思います。同封しました些少ですが（１万
円）はスマイル箱に入れて下さい。
小野　誠会員　皆様のボックスに、レストランと
宴会のパンフレットを入れさせていただきまし
た。一つは、中国料理「桃李」の【暑気払いプラ
ン】のご案内です。料金は、お一人様5,000円、
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くないということで採用されませんでした。それ
から、「コンスピレーターズ・クラブ（共謀者）　
the�Conspirators�Club」はどうだろうというこ
とになりました。しばらく、沈黙の時間が流れた
のですが、たまりかねた一人が、「なぜ、共謀者
なんだい？　我々は何を共謀しようとしているの
か？」ということで、ポールはその言葉の持つ先
入観から、不採用に同調しました。
その後、「ザ・シカゴ・フェローシップ　the�
Chicago�Fellowship」、「ザ・ブルーボーイズ　
the�Blue�Boys」、「ザ・レイク・クラブ　the�Lake�
Club」等々 10以上の提案がされたのですが、決
定に至りませんでした。そして、最後にだれかが
言ったのが、冒頭に言いましたように、「ロータリー
クラブと呼んだらどうか」ということで、簡単に
決まりました。ただ、残念なことに誰がそれを発
したかは記録に残っていませんし、現在にいたっ
ては、そんな経過を覚えている人もいなくなり、
そんなことがあったという事実もあまり話題にな
らなくなっています。
人は、集まって同好会や趣味の会などをつくれ
ば、自然と会の名前を作ろうとする傾向があるよ
うですが、そのいわれとか、意味合いが後日取り
上げられたりすることはあまりないようです。ま
た名前といえば、つけられたときには、誰も知ら
ない知名度の低い存在であっても、たとえば関取
の名前のように、最初は弱々しくても、その関取
が強くなって、横綱になり、有名になれば、その
名前も強い立派な名前に思えてくるのは、皆さん
も感じられるところではないでしょうか。
ロータリーも100年以上の歴史を経て、世界で
最も知名度の高い、親睦奉仕団体へと成長してき
ましたが、その名前も単なる鉄の歯車から現在で
は黄金の歯車へと、輝きを放ってきています。こ
れからもこの輝きを失わないように、皆さんと共
にロータリー活動にいそしんでいきたいと思い
ます。
�幹事報告
　クラブ月報配布の案内。／ロータリー財団奨学
生募集の案内は受付迄。／７月29日（土）早朝清
掃・８月１日（火）夜の歓送迎会案内を回覧。未
回答者は必ず回答を。／例会変更。／半期会費請
求のある同好会は今週中に事務局迄メンバーを連
絡のこと。／例会終了後、戦略計画委員会GM・
月報編集会議開催。／次週例会はバイキング形式、
12時開場。
スマイルボックス

奥田　實会員　80才で初孫ができました。こん
な、うれしいことはありません。此の上は孫が小
学校入学ぐらいまで頑張れたらと欲をおこしてい
ます。
漆原　健夫会員　出産予定日より５日遅れました
が、先週の７／ 13（木）に体重3,646g、身長55cm
の女の子が産まれました。出産に時間がかかりま
したが、母子ともに無事であった事にホッとして
います。年齢的にもかなり遅い子供の誕生となり
ましたが、今まで以上に気を引き締めていきたい
と思います。
荒木　攻会員　「御礼」　長らく例会を欠席してい
ましたので、浦島太郎の様な気がいたします。こ
の度、２年前より準備をはじめ、この７月15日、
16日と広島国際会議場で２日間に亘り、第20回　
日本臨床脳神経外科学会を開催いたしました。全
国より1,400名余りの脳神経外科の臨床にかかわ
る人達に御参加いただき、実りある会議ができま
した。
　学会の関連事業として、ここANAクラウンプ
ラザホテル広島も再々利用させていただき、誠に
有難うございました。当クラブ小野会員にも大変
便宜を図っていただき、厚く御礼を申し上げま
す。カープタクシーの平原会員には、当ホテルと
会場との間のシャトルバスの運行や、昨日の懇親
ゴルフの際、当ホテルから鷹の巣ゴルフ場、鷹の
巣ゴルフ場から広島空港、鷹の巣ゴルフ場から広
島駅新幹線口と、面倒なバスの手配をしていただ
き、有難うございました。厚く御礼申し上げます。
　又、会員の皆様にも企業協賛による御支援を頂
き、誠に有難うございました。最後にすべての皆
様にこの場をお借りして、御礼を申し上げます。
　今後はロータリアンへ復帰するリハビリテー
ションを少しずつ続けて参りたいと思います。
出席報告

　会員数�64名　出　席�49名　欠　席�15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　谷口　公啓
＜指針＞
皆さまご存知の通り、例会出

席はロータリアンの三大義務の
一つです。
例会出席への正しい認識、正しいメーキャップ

の仕方などをRI�の指針に沿ってご理解頂く機会
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を設けたいと思います。その上で例会出席は勿論、
種々の会合・行事にも積極的に参加頂けるように
働きかけたいと思います。
＜計画＞
１�．例会時に出席状況を報告する。これは従来
のやり方とは変えるかもしれません。
２�．事務局の協力を得て、メーキャップ情報の
提供をする。
３�．ホームクラブ例会出席率100％の会員を表
彰する。
４�．例会出席に関する正しい理解（メーキャッ
プの方法などを含む）を得る為の資料を配布
或いは、卓話を行う。
以上です。一年間よろしくお願いいたします。

親睦家族活動委員会
� 委員長　宮﨑　　真
親睦家族活動委員会委員長の
宮㟢です。委員会は副委員長に
小野会員、委員に宮本会員、漆
原会員、河原会員、井上会員、
井津上会員の７人です。
室㟢会長の事業計画にも書いていますが、『親
睦はエネルギー』と本年度が成功するかどうかは
私たちの委員会にかかっていると、勝手に自負し
ています。
活動自体は例年通りの親睦が図れる懇親会が中
心になりますが、新入会員の歓迎会がたくさん開
催されることが何よりも会にとって必要なことだ
と思います。
必要であれば毎月開催させて頂きます。どうか
当委員会を皆さまでご活用ください。
それでは最後に委員会メンバーと一年間の活動
に対して気合を入れたいと思います。
どうか一年間宜しくお願い致します。

プログラム委員会　
� 委員長　山下　哲夫
副委員長大内田さん、梶本さ
んと協力して運営したいと思い
ます。
会長スローガンに従い奉仕と
親睦を再確認できるような卓話を実施する方針で
す。
外部卓話と内部卓話の調和を心掛けたいと思っ
ています。それに特別月間には委員長自らの卓話
をお願いすることにしています。

また、職業奉仕に関する会員の卓話も予定して
います。
皆さんのご協力をお願いします。

広報雑誌委員会
� 委員長　田中　和之
広報雑誌委員会の田中です。
今年度は、副委員長の遠崎会

員とふたりで、会報資料委員会
と連携を取り、佐藤二郎理事の
助力を得ながら、当クラブの広報活動を務めさせ
ていただきます。
基本的には当クラブの活動を積極的に情報発信

していくという委員会方針は例年通りです。
その中で早速ですが、今月末の平和公園・早朝

清掃についてのプレスリリースを、奉仕プロジェ
クトの水谷理事より相談を受け、先週、市政記者
クラブにリリースさせていただきました。
プレスリリースするタイミングとしてですが、

だいたい公開したい３週間前には報道関係にリ
リースしたいと思いますので、各委員会とも情報
共有を密にして、早めの対応をしていきたいと
思っていますので、皆様ご協力のほどをよろしく
お願いいたします。
また、毎月第一例会での恒例「友誌を読んでの

感想発表」は継続させていただきます。事前に当
委員会で友誌に目を通し、毎号なるべくテーマに
沿った人選をしていきたいと思いますので、ご指
名のあった場合は何卒ご協力のほどよろしくお願
い致します。
その友誌に当クラブの活動がピックアップされ

るよう表現・ライティングにも目配せしながら投
稿努力していきたいと思っています。
１年間、どうぞよろしくお願いいたします。

会報資料委員会　
� 委員長　桒田　博正
会報資料委員会を担当します

桒田です。会報資料委員会は、
よりよい会報を目指し、皆様の
ご意見をお伺いしながら、より
よい会報の発行を目指したいと思います。速やか
な原稿の提出をよろしくお願いいたします。資料
の保存基準の見直しも検討したいと考えておりま
す。
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ロータリー情報委員会　
� 委員長　根石　英行
ロータリー情報委員長を仰せ

つかりました根石です。
室㟢会長は、「奉仕のギアを

回そう、親睦はエネルギー」の
会長テーマの中で、クラブ奉仕のギアのテーマを
学習とされており、ロータリー情報委員会の職責
は極めて大きいものではありますが、それを果た
せるよう、平石副委員長とともに、分かりやすい
ロータリー情報の提供を行って行こうと考えてお
ります。第１のテーマとしては、ロータリーの奉
仕の精神は当クラブの奉仕活動において実践的な
ものとして息づいておりますので、当クラブの奉
仕活動の歴史を学ぶことで奉仕の理念を学ぶこ
と、また第２のテーマとしては、インターネット
はロータリー情報の宝庫と言えますので、イン
ターネットを活用したロータリー情報の学び方を
お伝えして聞きたいと思います。奉仕のギアの潤
滑油になるような情報提供を行ってまいりたいと
思います。
ご協力をよろしくお願いいたします。

職業奉仕委員会　
� 委員長　佐古　雄司
◎方針
職業奉仕の基盤となる、職業

を通じて社会に貢献しなければ
ならない事を基本事業ととら
え、会員の各職業を知る場を多く設け、それに絡
められる事業に取り組みたいと思う。
会長スローガンでもある「奉仕のギアを回そう、

親睦はエネルギー」に職業奉仕事業が少しでも役
立てられるよう取り組んでいく。
◎計画
・�　10月17日に職場訪問例会とし、㈱シンコー
に訪問します。バスのチャーター予算を計画

・�　会員企業の事業内容の紹介と、その企業活
動が社会にどう役立っているかを学びあうた
めのＧＭを年２回開催します。

・　優良従業員表彰：５月　例会予定
・�　１月　職業奉仕月間に因んだ卓話来賓の
実施

・�　毎月第二例会において４つのテストを職業
奉仕委員会（３名）および、奉仕プロジェク
ト配属委員（６名）メンバーの当番制で唱和
していきます

会員増強委員会　
� 委員長　岩田　智博
今年度会員増強委員長を拝命
した岩田です。
５月時点での次年度の事業計
画では、会員数68名で純増２名、
会員数70名の目標でしたが、年度末に退会者、転
勤者、名誉会員になられた方を含め、６名の会員
減と思いもよらないスタートとなって、プレッ
シャーを感じております。
今月、２名の新会員を迎え現在64名となってお
ります。本年度地区ガバナーの重点運営方針で、
「女性会員や若い会員の増強」をもとに、職業分
類未充填の職種を優先し、若者、女性など積極的
な会員増強を会員の皆様とともに努めてまいりま
す。会員の皆様のご協力をお願いして、挨拶とさ
せていただきます。
宜しくお願いします。

会員選考・職業分類委員会
� 委員長　石井　和彦
会員選考・職業分類委員会の
石井でございます。
本年度は戸田会員と２名で担
当致します。
会長のスローガン「奉仕のギアを回そう、親睦
はエネルギー」が達成できるよう任務を果たして
まいりたいと思います。
選考につきましては、会員増強委員会と連携を
密にし、推選された会員候補者のロータリアンと
しての適格性を公平に判断することにより、ロー
タリアンとしてふさわしい人が１名でも多く入会
していただくように努力してまいります。
職業分類につきましては、最新職業分類表をも
とに、未充填部門を優先する職業分類の原則を適
応しながらも、現在の地域社会に合った新しい職
業分類の検討、現会員のもっている職業分類の変
更の有無の確認等により、バランスのとれた職業
分類の構成になるよう努めたいと思います。
１年間皆様のご協力をお願いし、就任の挨拶と
させていただきます。
ありがとうございました。
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和公園の早朝清掃と朝食会を予定しております。
また、心臓病の子供を守る会に対し記念誌制作

費用の支援を行う予定です。
いずれにしましても、子供たちの心を育ててい

けるよう努力したいと思います。
皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。

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

つかりました山國です。
今年度は山田泰子副委員長、

佐藤克則会員・佐々木信幸会員の４名でやって参
ります。前任の幸村委員長は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150万円、うち本年度の

チケットは本年会員様で負担して頂いておりま
す、チケットをご使用して頂けます様お願い申し
上げます。そして、各例会では約３万円を集めな
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
昨年同様考えており途中退席等の際には出来れば
お願いしたいと思います。
また、今年度も、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。
また自主出宝を中心に会員の皆さん会員の企業

が、それぞれの喜びごとや伝えたい情報を積極的
にして頂いてスマイルの達成を目指して参りたい
と思います。奉仕プロジェクトを通じた「変化を
もたらす」を実践したクラブの四大奉仕の活動資
金になりますので会員の皆様のご理解、ご協力お
願い致します。
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。
以上スマイルは皆さまのご協力無しでは成り立

ちませんので、何卒宜しくお願い致します。

ロータリー財団委員会　
� 委員長　平原　一彦
今年度、ロータリー財団委員

会の委員長を仰せつかりました
平原です。
小川光博副委員長と２名で担

社会奉仕委員会　
� 委員長　山下　幸彦
社会奉仕委員長の山下です。
今年度は、会長スローガンの

「奉仕のギアを回そう、親睦は
エネルギー」を目標に、一つの
ギアを回すことにより多くのギアが回せるよう
に、「親睦と奉仕」を社会奉仕活動のギアを回し
ていきます。
活動としては、平和記念公園早朝清掃、地区補
助金を利用して障害者支援施設愛命園へのイベン
ト支援や広域公園の梅、宮島包ヶ浦の桜２か所の
植樹メンテナンス、弱者に対する奉仕プログラム
として点字カレンダーの作成支援を行います。
また、他の委員会との連携を深めて、皆様の力
をお借りしながら、水谷理事と児玉副委員長と精
一杯、力を注いでまいりたいと思っております。
今まで社会奉仕委員会の行事に参加された方や
まだ参加されたことのない方も楽しめるように工
夫していきたいと考えていますので、是非、皆様
のご参加、ご協力をどうぞよろしくお願いいたし
ます。

国際奉仕委員会
� 委員長　橋本　幸範
今年度、国際奉仕委員会委員
長を務めさせていただくことに
なりました橋本です。
私はこれまで、国際奉仕委員
会に属したことはなく、経験不足ではありますが、
ベテランの佐々木副委員長、村尾委員にご指導い
ただきながら、職責を全うしたいと考えております。
カンボジアへの支援、広島国際センター日本語

教室への支援など、当クラブが行ってきた支援活
動を継続し、また、グローバル補助金事業（ボリ
ビア水頭症対策）への支出を行うことなどを計画
しております。
皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

青少年奉仕委員会　
� 委員長　三宅陽一郎
皆さん、こんにちは。今年度
青少年奉仕委員会を仰せつかり
ました三宅です。
今年度の事業としましては、
昨年に引き続き津田子供の家の皆さんと共同で平
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当させていただきます。
ロータリー財団委員会の使命は、一つに、財団
活動を支える寄付を集めること。二つに、財団の
補助金や活動についての情報を提供し、参加を促
すこととされています。
地区及び会長からは、寄付についての具体的な
数値目標を頂いていますので、白築財団理事のご
指導の下、所期の目標を達成するため努めてまい
ります。

米山奨学委員会　
� 委員長　林本　正継
米山奨学委員長の林本です、
山本春男副委員長と共に務めさ
せていただきます。
今年も会員の皆様に米山記念
奨学事業への理解をより深めていただけるよう委
員会運営を行って参りたいと思っております。
米山記念奨学委員会は今年度財団設立50周年を
迎えます、記念行事も様々予定されていますので
10月の米山月間の卓話ではそういった情報を含め
米山記念奨学会の成り立ちや歴史、活動状況等で
きるだけ多くの情報を収集整理し皆様にお伝えし
たいと考えております。
又前年度より中国からの留学生でＹＭＣＡ専門
学校生のウ　シンエンさんを奨学生として引き続
き迎えております、カウンセラーは田中　朋博さ
んに引受けていただいております。
この１年間皆様のご理解とご協力を宜しくお願
い申し上げます。

戦略計画委員会
� 委員長　佐々木　宏
本年度は戦略計画の改定を行
います。
本日例会終了後に委員会GM
を開催し、改定についての打ち
合わせを行います。
改定案を作成し理事会の承認を受け、皆様に発
表いたします。

健康管理委員会
� 委員長　荒木　　攻
健康管理委員会は、会員が健
康であることがロータリーの奉
仕活動におけるモチベーション
の向上につながるとし、各自の

健康への意識を高めることを目的とします。
活動としては、随時会員の健康相談に応じるこ

とと、年１回PET、脳ドック、心臓ドックの実
施月間を設け、検診を促します。又、健康に関す
る卓話の企画や市民公開講座など、健康増進にか
かわる情報を提供してまいります。

西南の集い親善委員会
� 委員長　曽里　　裕
本年度の「西南の集い」は

2018年５月12日（土）熊本西南
ロータリークラブをホストに熊
本市内で開催される予定です。
これから詳細な予定を委員会で決定し、年明けに
は皆様にご案内致します。
一昨年の熊本地震では、熊本西南ロータリーク

ラブのメンバーも、たくさんの方が被災された旨
伺っております。熊本を元気づける意味でも大勢
の皆様のご参加をお願い致します。

メモリアル保存委員会
� 副委員長　杉本　清英
我が広島西南ロータリークラ

ブの先人達が創った、創立10周
年事業の宮島包ヶ浦の桜の林、
20周年事業の広域公園の梅林、
そして、30周年の平和公園案内板を大切に維持メ
ンテナンスして、「国際平和都市ひろしま」の市
民及び訪問者が心安らぎ、平和を感じられるよう
整備する活動をすることを委員会の方針といたし
ます。
また、30周年記念事業の一環であったカンボジ

アのココンロータリーハウスの継続支援をするこ
とで、ココンの子供たちの自立に貢献できる活動
を行います。

台北新東RC親善委員会
� 委員長　戸田　泰弘
台北新東ＲＣ親善委員会は戸

田、遠崎、俵、水谷、杉川、伊
藤、山本（豊）で行います。�
本年度は台北新東ＲＣと奉仕

事業の連絡をとり効果的な奉仕を推進していきた
い。
又台北新東ＲＣと交換ホームステイについては

内容を詰め随時報告致したい。�
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ハイジャック犯の一人で、北朝鮮在住の若林盛亮
（もりあき）という人物は、その死に対して、「わ
れわれの思い上がりを気づかせてくれた恩人。で
きれば会って直接お詫びしたかった。」と述べて
おります。この言葉は何かを感じさせてくれます。
私が、ロータリークラブに入会して間もないと

きに、地区大会で日野原さんの講演を聞く機会が
ありました。そのときに、今は亡くなられた女優
の森光子さんと、ともに長生きしようと話しあっ
ているんだとか、食事の大切さ、命の大切さ、平
和の大切さなどいろいろと聞かせていただきまし
た。そのときは、既に御歳が90歳半ばでしたが、
矍鑠と話されていたのを記憶しています。
日野原さんは、生涯現役で自分の専門の医療奉

仕を実践された方です。ロータリアンではありま
せんでしたが、まさにその職業奉仕は見習うべき
ものがあるのではないでしょうか。
ご冥福をお祈りいたします。
幹事報告
Ｂ５判会員名簿配布の案内。／７月29日（土）

平和公園早朝清掃開催。参加者は７：00に原爆
ドーム正面広場集合（メルパルクでの朝食は当日
変更不可）。／例会変更。／本日18時より親睦家
族活動委員会GMをANAホテル５Fで開催。
スマイルボックス

平原一彦会員　先週の例会で荒木会員よりカープ
タクシーのバスを沢山宣伝していただきました。
出席報告
　会員数�64名　出　席�52名　欠　席�12名
　　　　�　　　来　客�� 1名
プログラム

新会員卓話
� 井上　俊博会員
みなさんこんにちは、７月か

ら入会させて頂きましたハイエ
レコンの井上と申します。ロー
タリークラブというような活動
に参加するのは初めてで良く分かりませんので、
皆様に色々お聞きしながら勉強していきたいと思
いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日は15分のお時間を頂戴しましたので自己紹介
と少し弊社業務の紹介もさせて頂きます。
私は昭和36年２月生まれの56才です。今年の３

月までは日立ソリューションズ西日本という会社
に勤めておりましたが、縁あって４月からハイエ
レコンに転籍しました。縁という意味では、その
時はハイエレコンに転籍することになるとは夢に

7
� 25

第1462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（12年）
林本　正継会員（12年）
会長時間「日野原重明さんを偲ぶ」
先日、７月18日、聖路加国際病院の名誉院長日
野原重明さんが享年105歳で亡くなられました。
日野原さんは、皆さんよくご存知のように、終
末期医療の充実や生活習慣病の予防の大切さを説
かれ、医師としての職歴はもちろん100歳を過ぎ
ても生涯現役の医師として診察し、さらには講演、
執筆活動に精力的に取り組んでこられました。
お父様の日野原善輔様が戦前1930年から42年ま
で、広島女学院長を務められ、その記念のヒノハ
ラホールがつくられており、広島ともたいへん深
い縁のある方でした。
日野原さんは、亡くなられて多くの逸話を残さ
れた方で、昭和45年58歳のとき、赤軍派による日
航機ハイジャック事件が起きたときには、「よど
号」に乗り合わせていました。そのとき、乗客が
ハイジャックを理解せず、メンバーも説明に窮す
るなか、「ハイジャックする人が説明できないの
はおかしい」とマイクで語り、「人質を取る乗っ
取り」と説明し、機内をなごませたという話が残っ
ています。
日野原さんは、無事解放されたあとは、「自分
も人間は死ぬものなんだと初めて感じた。命の大
切さ、その命を守る平和の大切さを伝えたい。許
された第二の人生を人に捧げたい。」と決意し、
特に「命の授業」には力を注がれました。これは、
こどもに聴診器を手渡して、心臓の鼓動を聞かせ
て、子供たちに生きていることを実感させる授業
でした。
また、平成７年83歳のとき、地下鉄サリン事件
が起きると、院長として、聖路加国際病院を開放
する決断をし、外来患者診察などの通常業務をす
べて中止し、被害者640人を受け入れたといわれ
ています。これは日野原さんが東京大空襲の経験
から、大災害の発生を見据えて、廊下や待合室や
礼拝堂も応急処置場として利用できるように、大
規模な酸素の配管等を設備していたからだといわ
れています。
亡くなられて、日野原さんの業績、人柄に対し
て、その死を悼む言葉が全国から寄せられていま
すが、ここで、ひとつご紹介したいと思います。
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も思ってもいませんでしたが、３月まで理事をし
ていた（一社）広島県情報産業協会で一昨年実施
した「ひろしまIT総合展2015」でケーブルテレ
ビの取材対応をしました。その中でハイエレコン
のブースを私がインタビュー形式で紹介しまし
た。取材の様子は当日のケーブルテレビでも放送
されましたが、今でもユーチューブで見ることが
できます。転籍して知ったのですが、ハイエレコ
ンの製品・ソリューション紹介のホームページで
その時の動画を見られるようになっていました。
私には何の連絡もなく使用しているので、ひとこ
と言いたいところですが、今はその時インタ
ビューした担当者が同じ部署で働いていますし、
紹介した「３Dプリンタのトータルソリューショ
ン」を事業部長としてその他のソリューション含
めて事業推進する立場です。どこでどうつながる
か分からないので、縁は大切にする必要があるな
とつくづく感じた次第です。
「３Dプリンタのトータルソリューション」と
は何？という方もおられると思いますので、少し
紹介させて頂きます。
３Ｄプリンタは、主に製品大量生産の前の「製
品のデザイン、設計、機能、構造等を評価するた
めの試作品の作成を目的」として使われていま
す。企業の多くはこの試作品の作成を他の企業に
外注していることが多く、その際にかかるリード
タイムと外注費が大きな課題となっています。そ
ういった中、３Ｄプリンタを導入し、試作品の内
製化を進める企業が増えつつあります。試作品の
内製化をすることで、従来は必要となっていた「試
作品を外注する前のデザイン、設計の絞り込み」
「試作品を外注するための社内手続」等も不要と
なりますので、製品大量生産前の工程全体の効率
化が実現されます。さらに近年では３Ｄプリンタ
の性能が飛躍的に向上し、また３Ｄプリントで扱
える素材が増えてきたことから、自動車製造、医
療分野等では、製造プロセスの一部として使用す
る動きが高まっています。
でもどうやって導入したら良いの？導入したは
良いけどちゃんと活用できるの？等々悩みがある
と思います。この悩みを解決するため、３Ｄプリ
ンタ提案・導入からアフターサービスまでトータ
ルにサポートするのが、「３Dプリンタのトータ
ルソリューション」です。まだまだこれからといっ
たところですが、導入実績も着実に増えてきてい
ますので、今後に期待しているところです。
その他の弊社業務も少し紹介させて頂きます

と、各種業種向けの製品・ソリューションとして
互助会（冠婚葬祭）向けの製品、介護施設・福祉
施設・病院の勤務シフト作成用製品や大学等の同
窓会会員管理製品等各業種向けシステム構築を
やっています。この中で同窓会会員管理システム
は、卒業生や関わりのある方の力を活用できる情
報にするということで、各種SNS（LINE、
facebook等）とも連携を可能にして、活発な同窓
会活動、会員同士のコミュニケーション促進を実
現するものです。色々な人とのつながりは今後
益々大切にしていく必要があると思いますので、
そのために少しでも寄与できるものになればと思
います。
自己紹介の続きで経歴について紹介させて頂き

ますと、生まれは山口県徳山（現周南市）で、高
校卒業するまで地元徳山でしたが、大学は大分大
学に進学しました。
大学では寮に入りましたが、この時同じ釜の飯

を食った連中とは今でも付き合いがあります。平
成26年の土砂災害の時には、現住所が安佐南区と
いうことで心配してメールをくれました。年賀状
のやりとりぐらいで、ほとんど会う機会もありま
せんが、感謝すると共につながりって大切だなと
改めて実感しました。
大学の関係では、広島で同窓会に参加したのを

きっかけに、先輩に誘われて広島大分県人会に入
会して毎年大分に一泊旅行に行っています。この
旅行が始まったのは、今年も災害で大変な日田市
の災害復興を応援しようということで旅行が始ま
り、毎年どこかを訪れています。今年は佐伯市に
行く予定です。この取り組みは、１年間大分県内
どこかの市町村を応援しようということで、全国
都道府県対抗男子駅伝等イベントでの特産品販売
と旅行でその地を訪れて応援しようというもので
す。旅行先での懇親会や広島での総会に、市の関
係者や「いいちこ」で有名な三和酒類の社長さん
等企業の方にも参加頂いて、こちらが元気をも
らっています。
大学卒業後は日立の半導体関係の会社に就職し

て、１年間東京の青梅市で勤務、その後地元の山
口県柳井で３年半勤務後、日立のソフトウェア関
係の会社に転属して、10年間横浜で勤務しまし
た。その後平成９年に広島勤務となり、現在に至
ります。日立関係の方々をはじめとして多くの
方々と知り合い、助けて頂いたと感謝しています
が、これからも色々なところでお世話になると思
いますので、人のつながりを大切にしていきたい
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と思っています。
最後に家族についてですが、妻と娘が２人いま
す。長女は市内で一人暮らしておりますが、勤務
場所が府中のイオンモールソレイユから４月に商
工センターにオープンしたLECTに変更になりま
した。LECTは、ハイエレコンが入っているミク
シスビルとは道路を挟んだ向かい側です。これも
何かの縁かと思っています。次女は今年銀行に就
職しました。４月から次女も私も新入社員として
頑張っている状況です。
娘２人も就職して、とりあえず責任は果たした
かなと思っています。あとは良い人を見つけて結
婚してくれればと思っているところです。
これから広島西南ロータリークラブの皆様と一
緒にロータリー活動に取り組んでいきたいと思い
ますので、ご指導よろしくお願いいたします。
本日は貴重な時間を頂き、どうもありがとうご
ざいました。

� 井津上晴士会員
今日は自己紹介と、今取り組
んでいる仕事についてお話しさ
せていただきます。
生まれは兵庫県篠山市。丹波
の黒豆で有名な兵庫県中部にあ
る小さな城下町で、東京オリンピック開催の昭和
39年に生まれの52歳。男３人兄弟で私は次男で
す。井津上（いづがみ）の姓は全国に十数件しか
なく、私の親族以外は鳥取県に数件あるのみだそ
うです。
小学１年生の時に神戸市北区の有馬温泉の隣町
に引っ越して、その後は大学卒業までそこで育ち
ました。実家は父が小さな工務店を営む傍ら、母
親が建材店を始めました。
近くで神戸のベッドタウン開発が始まり、その
おかげで建材店が繁盛し兄弟３人は母の店を手伝
いながら育ちました。
小学校から野球部に入部し、中学からは当時、
野球が強かった地元男子校の三田（さんだ）学園
に進学しました。三田市は神戸市の北側に隣接す
るニュータウンで三田牛が有名です。
当時の三田学園はプロ野球選手を多く輩出して
おり、有名選手では、ロッテの監督を務めた元ジャ
イアンツの山本功児、同じくジャイアンツの淡口
憲治、大洋ホエールズの屋鋪要などがいます。甲
子園にも３度出場していますが最近は聞かなくな
りました。

また、芸能人では渡哲也や渡瀬恒彦も三田学園
を卒業しています。
高校では甲子園出場を目標に野球に没頭する毎

日でした。私は３番サードでそれなりに活躍しま
したが、惜しくも準優勝に終わり甲子園に行けま
せんでした。
野球で充実した６年間でしたが、苦い思い出が

あります。高校２年生の時、兵庫大会の決勝戦ま
で進みましたが、延長13回、私のエラーがきっか
けで試合に負けてしまい甲子園出場のチャンスを
逃してしまいました。
この事がきっかけで私の性格は大きく変わりま

した。
決勝戦を終えた後、しばらく立ち直れないくら

い落ち込みました。高１からベンチ入りして公式
戦に出ていた私は自信家でレギュラー以外の選手
たちとの関わりが薄かったのですが、一番に私を
支えてくれたのが、レギュラー以外の部員たちで
した。
その後、彼らと話す機会が増えました。同じ時

間、同じ様に辛い練習を続けてレギュラー選手に
なれない悔しさや、試合に出場できなくてもベン
チや応援席で、必死に選手の応援をしていたこと、
グランド整備や道具整備など舞台裏での彼らの努
力や、チームの勝利への思いを改めて知る機会に
なりました。
決勝で負けたことは辛い思い出ですが、この事

で周囲への感謝の心や奉仕の精神、気配りの大切
さを学んだように思います。
大学は関西学院大学社会学部に入学しました

が、野球は卒業して、友人とともにアルバイトや
旅行を楽しみました。勉強は文化人類学という謎
めいた学問を専攻しチベットやシルクロードに行
き、どのようにして住文化を形成してきたかを学
びました。
時代もバブルでしたので、とにかく楽しい学生

生活を満喫した後、普通に就職しました。
私はおじいさんが宮大工で、父も小さな工務店

を経営していたため、幼い頃より建築現場を見る
機会が多かったことで、就職は自然と住宅会社に
決めていました。そして縁あって昭和63年に三井
ホームに入社しました。
勤務地は東京か関西を希望しましたが最初の配

属が広島でした。
広島は全く初めての土地で、最初に驚いた事は

路面電車が沢山走っていることや迫力ある広島弁
でした。
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また、広島市民球場が甲子園に比べとても小さ
く、選手との距離がとても近いことに驚きました
が、便利でとても楽しかった記憶があります。
仕事は住宅営業です。若い頃はよく売れました
が、休みは水曜で週に１日取れるか取れないかく
らいで、夜も遅くとにかく働きづめの毎日でした。
そんな中で、仕事のやりがいはお客様からの感
謝の言葉をいただくことでした。
人生で一番か二番目に大きな買い物である住
宅。特に注文住宅はお客様と出会ってからのご入
居いただくまで、通常１年くらいかかりますが、
担当した全ての建物にはお客様と一緒にマイホー
ムを作り上げた思い出があります。
色々なトラブルも経験しましたが、ご入居され
た後に「あなたにお願いして良かった！」「三井
ホームで建てて良かった」と言っていただけるの
が一番のやりがいでした。
28歳で同期入社の広島の女性と結婚し３人の子
供に恵まれました。
広島勤務の後、大津、宇部、山口、２度目の広
島、高松と異動を繰り返し、３度目の広島に４年
前に戻ってまいりました。
今は家族で広島に住んでいます。通算17年目と
なり、広島は大好きな街で私にとって第２の故郷
です。今後、異動があれば単身赴任となりますが
最終的には広島に戻ってくるつもりでいます。
広島で支店長になりまして、今年で４年目とな
りますが、この度、三井不動産リアルティさんの
大内田社長からお誘いいただき、伝統あるこの西
南ロータリークラブに入会させていただきまし
た。
私の勤務先の三井ホーム中国支店は三井ガーデ
ンホテルの７階にあります。６階には大内田社長
がいらっしゃいます。
三井ホームは２×４工法のパイオニアで、注文
住宅や賃貸住宅以外に医療や介護施設、教育施設、

事務所や倉庫などを手がけています。
最近では大規模なものも手がけており、昨年は

東京足立区で５階建て医療複合施設で延床面積
3000坪の国内最大の木造建物を建築しました。
そして、今一番伸びているのがリフォーム事業

です。個人の住宅リフォームはもちろんですが、
ホテルやオフィスビルなどの大規模なものも手が
けております。
私の所轄は中国５県で普段は広島に居ますが、

岡山と山口を行ったり来たりしています。そして、
現在、取り組んでおりますのが「働き方改革」で
す。
昔から住宅営業はノルマがきつくて、夜も遅く、

休みも取れない。それが業界の常識でした。
社員が定時に帰って、休みはもちろん有給休暇

まで消化しながら、お客様との商談機会を増やし
て業績を伸ばすことが会社からのミッションで
す。
新築においては、今後もマーケットは縮小して

いく予想で、その実現は簡単なことではないと思
います。
手始めにやり出した事は、社員が定時に帰るた

めに、17：45（退社時間の15分前）に各部署で終
礼を行い、各自帰る時刻を口頭で申告します。
東京の本社では１年ほど前から、事務所にロッ

キーのテーマを流しながらこの終礼を行なってい
ます。ロッキーのテーマは残りの仕事を早く切り
上げるため気合を入れる意味があるそうです。
その事が最近、話題になりテレビや新聞に取り

上げられています。先週はテレビ番組『ミュー
ジックステーション』でも紹介されていました。
その結果、社員の意識が変わったことに加えて、

社員同士が互いの業務を理解するようになり、そ
の日の負担が多い人の仕事を皆で分け合う仕事の
シェアをするようになりました。その結果、本社
では残業時間が３割近く減ったそうです。

７月の会員記念日

橋本　幸範　２日
梶本　尚揮　６日
山國　　豊　７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
児玉　栄威　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
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

戸田　泰弘　Ｈ27年
長野　　宏　Ｈ28年
大内田民博　Ｈ28年
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津田子供の家よりお礼状が届きました

す。
まだわからないことばかりで皆様にご迷惑をお

かけしてしまう事が多々あると思いますが、一生
懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し
上げます。

本社と当支店の仕事内容は全く異なりますが、
働きやすい企業を目指し色々工夫を重ねている毎
日です。
最後になりましたが、今後は皆様と共に奉仕活
動をさせていただきながら、皆様にとってもプラ
スの人材になれるようしっかり努力してまいりま
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2017-2018年度　第1回理事・役員会　議事録

日　時：2017年７月４日　13時45分～ 15時

場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ

出席者：室﨑、岡本（俊）、杉川、杉本、奥田、

　　　　佐藤（二）、上田、水谷、白築、藤崎、

　　　　折本、田中（朋）

会長挨拶（室㟢会長）

　第１回例会無事に終了。これまで半年間、予算

計画してきたものを皆さんの力をかりて、いよい

よ実行に移していく。

議事

　①　合同グローバル補助金会議報告

　　�　昨年度、協議。グローバル補助金について

も学ぶ。2710地区では、21のクラブが賛同。

　　�　広島西南RC負担金は、支援1,000＄、事務

手数料50＄。

　②�　８月プログラム

　　　８月29日ガバナー公式訪問。

　③�　７・８月の事業予定

　　�　津田子どもの家との平和記念公園清掃（７

月29日（土）に実施。メークアップ対象とする。）

　④�　ひろしま国際平和マラソン後援について

　　　例年どおり、後援あり、協賛はなし。

　⑤�　末廣会員の出席免除１ヶ月延長について

　　�　東京での引継ぎがあり、７月一杯例会参加

が難しいため。理事会で承認。

　⑥�　今年度予算書の確認

　　�　承認。最終調整は理事と事務局に一任する。

例年よりも雑費増は、インターアクトやその

ほかの事業費にあてる。

　⑦�　各理事役員報告

　　�　倉敷RCの制度（退会者でも、ロータリー

クラブに在籍できる）について、奥田会員よ

り提案あり。課題が多いため広島西南RCで

は現状難しい。

　⑧�　その他

　　�　事務員給与（昇給・賞与）について。会長・

幹事に一任する。

次回の予定

　８月１日（火）　13時45分～ 15時　ANAクラ

ウンプラザホテル広島　※写真撮影あり

閉会挨拶（岡本副会長）

　様々な討議を重ね、ロータリー少子高齢化に向

けて知恵を出しながら、会員増強に取り組み、退

会者防止にも努めていく。

８月行事予定
❖�８月１日（火）13：45 ～
　第２回理事役員会� ANAホテル4Ｆ
　（集合写真撮影）
❖�８月８日（火）13：40 ～
　第２回クラブ協議会� ANAホテル4Ｆ
❖�８月29日（火）13：40 ～
　クラブフォーラム� ANAホテル4Ｆ
※�創立31周年記念夜間例会の予告　９／ 12
例会の変更

　日時：９月９日（土）18：30 ～�
� ANAホテル3Ｆ

掲　示　板
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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

2017年８月22日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　室㟢�雅宣　幹事　杉本�清英
　　　　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

　２回目の会報資料委員長になりまし

た。前回の経験も踏まえ、よりよい会

報の発行を目指し、精進したいと思い

ます。速やかな原稿の提出をよろしくお願いいた

します。� （桒田　博正）

氏　名 6 13 20 27 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 宮崎　　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 × × × 0%
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 6 13 20 27 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 ○ ○ ○ 100%
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%
68 河原　英二 ○ ○ ○ 100%
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歓送迎会

平和公園早朝清掃と食事会

８月１日（火）
広島グランドインテリジェントホテル

７月 29日（土）
平和公園／メルパルク広島


