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第1463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
お誕生記念月記念品贈呈

戸田　泰弘会員　８月１日
佐々木信幸会員　８月９日
宮本　　昇会員　８月14日
田中　茂樹会員　８月14日
長野　　宏会員　８月17日
村尾　博司会員　８月18日

会長時間「会員増強・新クラブ結成推進月間」
今月は、会員増強・新クラブ結成推進月間で

す。
ロータリークラブの会員を増やすということ

は、内部的にクラブの会員を増やすことで、適格
な職業分類に基づいてその代表者に入会を促し
て、入会してもらうことです。一方で、ロータリー
クラブがまだ存在しないところに、新しいクラブ
を設立してロータリーを拡大して、会員数を増や
すことです。

ＲＩ理事会は、「一人ひとりが実践しよう：会
員の勧誘と維持」という会員増強のスローガンを
採択し、特にまた、2013年10月の理事会は、会員
増強がポリオ撲滅に次ぐ第二の優先項目（RI’s 
second highest priority）であることを決定して
います。

毎年会員が自然減するのは、当然ありうること
で、これを補充しなければなりません。また、組
織には新しい血が必要であり、活力のある奉仕活
動をするには、偏った年齢構成でなく、バランス
が求められます。会員数が増えるということは、
財政的にも、奉仕活動推進にも大きなプラスとな
ります。

では、どういう人がロータリアンとして会員資
格があるかというと、ＲＩの定款には、第５条、
第２節クラブの構成（a）に、「クラブは、善良さ、
高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職業
上および（または）地域社会でよい評判を受けて
おり、地域社会および（または）世界において奉

仕する意欲のある成人によって構成されるものと
する。」とあります。また（b）に各クラブは、
一事業、一専門職務、または一種類の社会奉仕に
偏らないバランスの取れた会員構成を有しなけれ
ばならない。同じ職業分類からは５名以上選出し
てはならないことと、会員数が51名以上のクラブ
は10％を超えない範囲でその職業分類の下に正会
員を選出できるとなっています。

増強するにあたって、ロータリーの奉仕理念を
理解し、実践できるかが、ロータリアンの質を判
断する基準になると思われます。すると、入会前
の人にそれを判断するのは、困難なことですが、
入会したら将来素晴らしいロータリアンになれる
資質を持った人だと信じることです。どうか、そ
の将来にわたってロータリー活動を通じて自分を
高めていく可能性を持った人を積極的に増強して
いっていただきたいと思います。

 幹事報告
ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案

内。／ 10月29日（日）岩国開催の地区大会本登
録のお願いを回覧（本登録欄に回答を）。／先週
の出席率も引き続き100％（後日メークアップ連
絡あり）。Ｅクラブ等でメークアップの場合は、
必ず事務局に連絡のこと。／５月の台北訪問不
参加者は、受付の氏名欄をチェック後台北新東
RCからの創立30周年記念カップを受取りのこ
と。／例会終了後、理事役員会開催（集合写真
撮影あり）。

スマイルボックス
田中朋博会員　７月26日発売しました、カープ女
子タレントうえむらちかの「カープごはん」。只
今、テレビ－ラジオ－新聞ジャックしてキャン
ペーン中です。10冊以上お申し込みの場合は、サ
インして納品させていただきます。カープうどん
さんも出ています！BOXにチラシを入れています。
奉仕プロジェクト理事　水谷耕平　先週土曜日、
平和記念公園の早朝清掃を無事実施することがで
きました。猛暑の中、多くの会員にご参加いただ
きましたこと、厚く御礼申し上げます。子供たち
も一生懸命清掃活動をしていました。皆様のご協
力により、大変有意義な時間が過ごせたのではな
いかと思います。社会奉仕委員会、青少年奉仕委
員会を代表いたしまして、出宝させていただきま
す。

出席報告
　会員数 64名　出　席 53名　欠　席 11名
　　　　 　　　来　賓  1名　ゲスト  1名
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プログラム
外部講師卓話

「家事調停の現状」
元 広島家事調停協会 副会長
 日髙　豪生　氏

ご紹介いただきました日髙豪
生です。昨年９月末まで広島家庭裁判所で家事調
停委員を勤めておりました。本ロータリーの会員
である山下さんが広島家事調停協会で会長をされ
た時、私が副会長を仰せつかったというご縁も
あって、本日、お話をさせていただくことになっ
たわけです。それでは私の調停委員としての体験
も踏まえて、家事調停の現状についてお話させて
いただきます。

調停は、事件毎に、調停委員男女各１名が裁判
所から指定されます。調停委員は、事前に事件記
録を読み、相方調停員とも打ち合わせを行い、担
当裁判官とも評議し、第１回調停期日に臨んでい
ます。

第１回調停期日の当事者の出頭時間は、広島家
裁では、午前中なら申立人は、10時、相手方は、
10時30分と時差呼出しをしています。これは、多
くの当事者が裁判所で他方と出くわすことを恐れ
ていることに配慮したものです。待合室は、申立
人待合室と相手方待合室に別れています。

時間がきますと、調停委員が当事者を呼びに行
き、調停室に案内します。第１回期日の冒頭に、
当事者に調停手続きの説明をします。

１ ．調停は、非公開なので個人の機密は守られ
ること、話合いにより、実情に即した、適正
妥当な解決を図る手続きであること、お互い
が譲り合って解決するのが調停であること、

２ ．調停委員会は、裁判官と調停委員２人以上
で組織していること、裁判官は、複数の調停
事件を同じ時間帯に担当しているので、同席
していないが、必要な時は調停に出席するこ
と、それから調停委員会は、公正・中立であ
ること

３ ．調停委員会は、双方の話を聴き、話合いが
円滑に進むように助言し、合意ができるよう
に手助けをすること、ただし、決めるのは当
事者自身であること、

４ ．一回の調停時間は２時間程度で、30分程度
で、交互に事情や言い分を聴くこと、そのう
えで、双方の主張と争点を整理して、双方に
伝えること、

５ ．話合いの結果、双方が合意し、調停委員会

もその合意内容が相当と判断すれば調停は成
立し、合意内容を記載した調停調書を作成す
ること、その合意内容は確定した判決と同一
の効力を持つこと、

一方、合意できない場合は、不成立となり、審
判という手続きに移行する事件と、別途訴訟に
よって解決を図る事件もあること等を説明します。

当日の最後は、合意した事項、合意できない事
項等期日のまとめと、次回期日までの課題を双方
と確認します。裁判所からの退庁にあたっては、
待伏せを懸念する当事者を先に帰し、他方当事者
を遅れて帰すこともしています。

次に、調停の成立時について説明します。当事
者双方が納得し合意できたら、合意内容を担当裁
判官に諮り、調停条項案を作成します。裁判官、
書記官も出席し、裁判官から、調停条項案をもと
に、原則、当事者同席で合意内容とその意味内容
を説明します。調停成立の場は、それぞれ再出発
の場です。それぞれが複雑の思いを抱えて、臨ん
でいます。離婚に応じた当事者が、終了時に、一
言言わせて欲しいということがありました。何を
言うのかと思っていましたところ、相手に、「長
い間ありがとう。子どもをよろしく頼む。」との
発言でした。

これからは、お配りした資料をもとにお話しさ
せていただきます。調停の種類を見ますと、夫婦
及び子に関する事件が多いことがお分かりだと思
います。子の監護に関する処分とは、監護者の指
定、養育費の請求、面会交流、子の引き渡しをい
います。

それでは、離婚調停事件を中心にお話させてい
ただきます。離婚調停で合意を必要とする事項と
しては、

・離婚に応じるか否か、
・未成年者の子の親権者をどちらにするか、
・ 離れて暮らすことになる親と子との面会交流

はどうするか、
・子への養育費の取決め、
・財産分与、
・慰謝料、
・請求すべき按分割合　年金分割、
・ 離婚調停の場合、夫婦が別居している事例が

多く、その場合、婚姻費用分担の取決めも話
し合っていきます。

まず、離婚に応じるか否かですが、男性も女性
も離婚を迫られると、なかなか応じないのが一般
的です。家庭内別居で仮面夫婦のままでいいとい
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う当事者もいます。
未成年者の子がいる場合は、親権者を決める必

要があります。離婚では合意できたものの親権者
が合意できない事例は、多くあります。

お父さんお母さんだけでなく双方のお祖父ちゃ
んお祖母ちゃんを交えたお子さんの取り合いも結
構あります。

それと同時に、別れて暮らすことになる親とお
子さんの面会交流の調整をしていきます。面会交
流で合意できれば、親権者も治まる傾向はありま
す。一方で、親権を取得したが、頑なに面会交流
を拒む親もいます。面会交流も子の利益最優先で
双方に考えてもらいます。

養育費ですが、金額は、養育費算定表で決める
ことがほとんどです。その際、面会交流を認めて
くれれば養育費を支払う、面会交流を認めてくれ
ないので支払わないという親もいます。その際、
養育費は子への生活保持義務であることを説明し
ます。養育費については、収入環境の変化に応じ
て、増減がある事、さらに、養育費の支払いを怠
ると、家庭裁判所からの履行勧告、さらには地方
裁判所に申立し、強制執行することができること
も説明しておきます。

財産分与は、夫婦が婚姻中に取得した財産は、
原則として夫婦が協力して形成したものであり、
形成についての寄与の程度は平等であるとしてい
ます。したがって、相互に２分の１の権利を有す
るとされています。

慰謝料は、財産分与と密接にからみあいます。
一般的に、夫が早期離婚を望んでいるケースでは、
妻の要求を認める、例えば、夫の財産分与部分を
妻に渡すことにより解決することもあります。

請求すべき按分割合である年金分割は、平成19
年４月１日から導入されました。年金分割の按分
割合は50％が一般的です。

次に、遺産分割です。配偶者と子らに加えて、
子らの妻や夫が子らを焚き付けて、調停申立が増
える傾向にあります。

争いの原因のひとつは、特別受益です。特別受
益を相続分の前渡しとみて、計算上相続財産に持
戻して相続財産を算定します。

特別受益の争いとして、兄弟がどちらも医師で
あるが、一方は国立大学の医学部で自宅通学、他
方は私立大学の医学部で自宅外通学で争われた
ケースや兄は男だから大学へ、私は女だから高校
までと争われたケースもありました。なお、死亡
保険金請求権やこれを行使して取得した死亡保険

金は、原則として特別受益になりません。配偶者
や子らが争うことの内容、遺言を認めておくこと
も大切だと思います。

合意に相当する審判事件には、嫡出否認事件、
親子関係不存在確認事件、認知事件等がありま
す。親子に係る事件は、DNA鑑定を実施する場
合がほとんどです。これらの事件は、当事者双方
の合意だけでなく、裁判官が調停委員会の意見を
聞き、必要な調査をして、当事者の合意が正しい
と認めた場合に、「審判」という形で申立を認め
る判断をします。

以上、調停の実際と現状について、お話させて
いただきました。ご清聴ありがとうございました。
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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
ガバナー補佐来会
迫田　勝明ガバナー補佐

（所属クラブ： 広島中央ロー
タリークラブ）

太田　茂ガバナー補佐幹事
（所属クラブ： 広島中央ロー

タリークラブ）

イピル・イピルの会寄付贈呈
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会長時間「第２回理事会報告」
本日は、RI2710地区のグループ７の迫田勝明

ガバナー補佐、太田茂ガバナー補佐幹事をお迎え
しておりますが、後ほどクラブ協議会に出席いた
だいて、29日に行われますガバナー公式訪問
フォーラムに向けての、アドバイス・ご指導をい
ただくことになっています。

また、ボスニアヘルツェゴビナへ、平和のシン
ボルとして、毎年桜の木の寄贈、絵画コンクール
の開催を実施されています、イピルイピルの会の
代表の伊藤登志子様と坂本真理子様にお越しいた
だきました。先日ご披露した、伊藤代表のお礼の
ご挨拶にありましたように、今年も留学生会館で、
絵の展示がありました。ボスニアヘルツェゴビナ
と言えば、現全日本サッカーチームの監督のヴァ
ヒド・ハリルホジッチ監督や元監督のイビチャ・
オシム監督と縁がありますが、そのオシム監督の
賞が西南ロータリークラブ賞とならんで展示して
ありました。　

本日は先週開かれました、第２回の理事会の報
告をさせてもらいます。

１ ．地区からの報告で、「九州北部豪雨災害に
対する義捐金」が総額約340万円集まりました
が、全額第2700地区（福岡他）へ送られました。

２ ．９月のプログラムと９月９日の創立記念夜
間例会、９月13日の野球観戦家族会の予算が
承認されました。

３ ．戦略計画委員会の佐々木委員長より、戦略
計画の改訂案が提出され、承認されました。
いずれ公表されると思いますが、従来の基本
理念は踏襲しながら、文言の簡素化、ＲＩの
戦略計画と調和させることを念頭に行われま
した。主な改定部分は指針のところで、常任
委員会別に整理され、クラブ管理・会員増
強・奉仕プロジェクトについて追加修正が加
えられました。

４ ．８月29日のガバナー公式訪問フォーラムで
は、クラブ戦略計画について佐々木委員長、
地域連携という部分で、補助金を使った事業
を計画している奉仕プロジェクトの水谷委員
長、ロータリークラブ間の連携というところ
で、台北新東ロータリークラブとの共同事業
であるカンボジアの支援等を徳納委員長に説
明してもらうことが決まりました。

以上ご報告いたします。
 幹事報告
９月９日（土）夜開催の創立31周年記念夜間例

会・９月13日（水）夜開催の野球観戦家族会の各
案内配布の案内。／８月会費で同好会半期会費を
請求済。同好会幹事は通帳の持参等事務局に連絡
を。／例会終了後13：40 ～迫田AGを迎えクラブ協
議会開催。／次週は休会。次回例会は８月22日（火）。

スマイルボックス
三好清隆会員　このたび、私にひ孫が生れまし
た。丈夫に育ちますよう祈念します。
親睦家族活動委員会　８月１日に開催された「歓
送迎会」に多くの会員に参加頂き盛り上げてもら
いありがとうございました。
井津上晴士会員　歓迎会ありがとうございました。
河原英二会員　この度すい炎から無事、復帰致し
ました。皆様にはご心配をかけて申訳ありません
でした。今後はさらなる節制をして、健康な身体
をとりもどす様努力いたします。ありがとうござ
いました。

出席報告
　会員数 64名　出　席 53名　欠　席 11名
　　　　 　　　来　賓  3名　ゲスト  2名

プログラム
外部講師卓話

「 就労なければ更正なし　再犯
のない社会へ」
特定非営利活動法人　広島県就労支援事業
者機構　就労支援員 西井　一

かず

宜
よし

氏
１　就労支援対策のスタート

　平成17年２月　安城乳児殺人事件（34歳、仮
釈放１週間後）出所後支援問題、平成18年１月　
下関駅放火事件（74歳、12月末出所後８日目）
累犯障害者

２　再犯（非行）防止対策等
　○平成18年５月  「刑事施設及び受刑者の処

遇等に関する法律」の施行
　●平成18年度  「刑務所出所者等総合的就

労支援対策」（法務省・厚
生 労 働 省））が スタート　
①セミナー・事業所見学会　
②職場体験講習　③トライ
アル雇用　④身元保証制度

（最大200万円）
　○平成20年６月 「更生保護法」の施行
　●平成21年１月～  特定非営利活動法人
　　　　　　　　　　全国就労支援事業者機構
　●平成22年４月～  特定非営利活動法人
　　　　　　　　　　広島県就労支援事業者機構
　　　　　　　　　  雇用主へ給与助成　入れ墨
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除去費の一部助成　面接会
場への交通費支給

　　　　　　　　　  職業訓練校入校時の教材
費等の支給等

　○平成24年７月  「犯罪対策閣僚会議」におい
て「再犯防止に向けた総合
対策」として、今後10年間で、
出所（院）後２年以内の再
犯（非行）を２割削減する
数値目標が設定　刑務所：
20％→16％　少年院：11％
→8.8％

　○平成25年12月  「世界一安全な日本」創造
戦略（閣議決定）2020五
輪に

　○平成26年12月  宣言「犯罪に戻らない・
戻さない」（犯罪閣僚会議）

　　　　　　　　　  仕事と居場所の確保　企業
472社→1500社（３倍）H28.4　
788社

　　　　　　　　　  住なし6368人（H25）→4450
人（３割以上）5577人（H27）

　●平成27年４月  刑務所出所者等就労奨励
金制度　月額上限８万円

　　　　　　　　　  Ａコース　１～６月＠８万円　
１年間計72万円（刑務所等）

　　　　　　　　　  Ｂコース　１～３月＠２万円　
１年間計42万円（その他の
保護観察者）

　○平成27年６月  新少年院法、新少年艦別所
法施行

　　　　　　　 社会貢献活動制度
　○平成27年７月  薬物依存者・高齢犯罪者等

の再犯防止緊急対策
　　　　　　　　　  2020年を目途に全国各地で

対象者の立ち直りを支える
ネットワーク構築

　○平成28年６月 新執行猶予制度施行
　○平成28年12月  再犯防止推進法成立施行　

７月再犯防止啓発月間
３　広島県就労支援事業者機構関係
　⑴　新規事業

　平成26年１月に広島県から「非行少年や若者
犯罪者の再犯防止事業」の事業委託を受ける。

　　　① 　職場体験講習（５日間、対象者報奨
＠６千、指導謝金＠６千）

　　　②　学習支接

　　　③ 　支援者等の拡充（一種・二種・三種・四種）
　⑵　現状
　　○　事業者団体（一種会員） 12団体
　　○　一般事業者（二種会員） 約150社
　　○　協力雇用主（三種会員） 456社

広島県下の協力雇用主会　15組織（保護
司会23地区）
現在、未組織８地区については、各保護
司会が中心となって、鋭意組織化に向け
て着手している。

　　○　団体・個人支援者（四種・賛助会員）約270
　　◎　刑務所出所者等就労奨励金制度（平成28年度）
　　　　Ａコース　　58件　　Ｂコース　　55件
　⑶　連携
　　　ハローワーク　保護観察所　保護司会
　　　協力雇用主会　刑事施設　少年院
　⑷　課題

　定着（継続）支援を（短期離職問題）継続
的なフォローアップが
　前歴公開を望まない者
　職種問題　建設業関係が圧倒的に多い

　宮間主将（なでしこＪ）平成27・７・８　カナダ
Ｗ準優勝後「女子サッカーをブームから文化にし
たい。」と
　「再犯防止」を文化として社会に定着するため
には就労支援は欠かせない。就労支援は更生保護
のアンカー役である。
　「更正」ではなく『更生』である。
　反省は一人でできるが、更生は一人ではできない。
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第1465回例会
12：30〜13：30　ANA クラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間「下駄を履くまで…」
長いお盆休みをはさんで、２週間のご無沙汰

です。
お盆休みは、お墓参りとか帰省で忙しく過ごさ

れたことと思いますが、高校野球・世界陸上選手
権・カープの試合と、スポーツ盛りだくさんで、
暑い屋外よりも、涼しい室内でおとなしくテレビ
観戦と決め込んで、過ごされた方も多かったので
はないかと思います。

夏休みにはいって連日マツダスタジアムは超満
員ですが、カープの優勝へのマジックが一旦は８
月８日に33が点灯しましたが、翌日には負けてす
ぐ消えてしまいました。カープファンなら誰もが
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回答者は仮登録希望内容で登録。／例会変更。／
例会終了後、月報編集会議開催。／次週は公式訪
問例会並びにフォーラム。

スマイルボックス
根石英行会員　佐藤克則会員の社会保険労務士法
人サトーと当事務所合同の勉強会開催のご案内を
配布させていただきました。今回のテーマは今年
５月に可決された民法の改正についてです。９月
25日月曜に15時からの予定です。続いて懇親会も
予定しております。勉強会のみの参加は無料で
す。ご興味のおありになる方はご出席ください。

出席報告
　会員数 64名　出　席 50名　欠　席 14名
　　　　 　　　来　客  1名

プログラム
会員卓話

「会員増強について」
　会員増強委員長� 岩田　智博

My ROTARYに登録されて
いない方は登録をお願いいたし
ます。

https://my.rotary.org/ja
今回の卓話の内容に関し、以下ご参照ください。
https://my.rotary.org/ja/learning-reference/

learn-topic/membership
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第1466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％
先小山英夫会員（14年）
佐藤　二郎会員（12年）
佐藤　克則会員（11年）
俵　　雅之会員（10年）
児玉　栄威会員（４年）
田村　英樹会員（４年）
戸田　泰弘会員（２年）
長野　　宏会員（１年）
大内田民博会員（１年）

カープの優勝を信じて疑わないところですが、か
つて1996年巨人の長嶋監督時代のメークドラマの
ように、オールスター前に11.5ゲーム差があった
のを、最終的にはひっくり返されて、優勝を逃し
たことがあります。また、今年の例でいえば、阪
神戦で９点差を逆転されて負けた試合もありま
す。このように、よく「勝負事は下駄を履くまで
わからない」と言われますが、まさにその通りで、
油断は禁物です。

先日、休暇期間中に世界陸上が行われていまし
たが、男子の400メートルで、日本チームは、リ
オオリンピックの銀メダルに続いて、世界陸上で
初めての銅メダルを獲得しました。ジャマイカの
英雄のウサインボルトの最後の大会で、100メー
トルの個人と、最後のレースの400メートルリレー
に注目が集まりましたが、結果は100メートルは
３位、リレーはボルト自身の負傷から、ゴールで
きずにジャマイカは棄権となりました。

2007年の世界陸上の大阪大会で颯爽と世界に登
場して以来、翌年の北京オリンピックで、100・
200・４×100リレーの３冠をとってから、この10
年間常に世界の王者であり続けた、ボルトの最後
のレースはあまりにも衝撃的でした。ジャマイカ
に数々の栄光をもたらしたボルトの世界の舞台か
らの退場に惜しみない拍手を送りたいと思います
が、その結果、日本が銅メダルに滑り込めたのも
否定できない事実です。
「下駄を履くまで、勝負は分からない」とは、

柔術の世界の言葉とか囲碁の世界の言葉から来て
いるとか諸説ありますが、途中で負けたと思って
席を立って帰ろうとして、下駄を履こうとしたら、
いい手が浮かんで、引き返して打ち続けたら勝っ
てしまったというところから、来ているそうで
す。またその逆もあるそうです。

このことは、長い人生のなかで、いろいろ当て
はまることも多いのですが、勝っているものは、
手を抜くな、驕るな、負けているものは、決して
諦めるな、あせるなということで、皆さん意味も
よくご存知のことと思います。

カープのマジックは15日に再び27が点灯し、着
実に減らしていますが、我々西南が家族会でゲー
ム観戦する９月13日が下駄を履けるＸデーとなる
ことを祈り、本日の会長時間を終わります。

 幹事報告
　クラブ月報配布の案内。／創立記念夜間例会の
案内を回覧。未回答者は回答を。／野球観戦家族
会の回答期日は本日迄。／地区大会本登録確認未
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会長時間「ガバナー公式訪問」
本日は、RI2710地区のガバナーの藤中秀幸様、

随行幹事の吉良昭治様、ガバナー補佐の迫田勝明
様、ガバナー補佐幹事の太田茂様には、残暑厳し
いこの時期に、多忙な中お越しいただいておりま
す。

ガバナーは、防府ロータリークラブをかわきり
に、既に30ロータリークラブを訪問され、今日31
番目の訪問先として、わが広島西南ロータリーク
ラブにお越しいただきました。これから12月まで、
ほぼ毎日のように、山口県と広島県のロータリー
クラブを全部で73クラブ訪問されます。ガバナー
には後ほど卓話を、また例会後の公式訪問フォー
ラムでは、我々西南ロータリークラブの今後の事
業の進め方等について、いろいろとご指導をいた
だくことになっております。どうかよろしくお願
いいたします。

ロータリーは組織的には、ＲＩ・地区・クラブ
の３段のピラミッドを形成しておりますが、ガバ
ナーは国際協議会出席のあと、そのＲＩの役員と
して、地区協議会や研修セミナーの主催等、ＲＩ
と地区内の個々のクラブとの橋渡し的な役割を担
い、クラブに対する指導と監督を行うことを任務
とされています。そして、なかでも公式訪問は、
10月に予定されている地区大会の主催と並んで、
最も重要な仕事のひとつとなっています。公式訪
問は、ガバナーと地区の全ロータリアンが、ガバ
ナーの直接の声を間じかに聞くことができる唯一
の機会です。どうかこの後、貴重な卓話をご清聴
いただきたいと思います。例会後のフォーラムで
は、今年度の事業として既に一部終了したものも
ありますが、これから予定している事業含めて、
皆様には活発に質問していただき、ご意見をいた
だくようよろしくお願い致します。

幹事報告
経済レポート８月８日号への早朝清掃記事掲載

の案内。／米山梅吉記念館館報回覧の案内。／同
好会半期会費支払いについては事務局迄連絡を。
／例会変更。／例会終了後、フォーラム開催（全
会員対象）。

スマイルボックス
俵　雅之会員　11月17、18日　青深会、坤心会で
鳥羽、伊勢、奈良へ旅行計画してます。ご一緒に
秋の紅葉を楽しみませんか？ご案内をポストへご
案内しました。何卒よろしくお願い致します。
国際ロータリー第2710地区ガバナー　藤中秀幸　寸志

出席報告

　会員数 64名　出　席 57名　欠　席  7名
　　　　 　　　来　賓  4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
2017-18年度ガバナー
 　藤中　秀幸氏

2017－18年度の第2710地区ガ
バナー、岩国中央ロータリークラブの藤中でござ
います。今年度、微力ながら皆様と共にロータリー
活動の推進に全力で取り組んで参りますので、ご
支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

本日は会長、幹事様をはじめ皆様から友情あふ
れる温かい歓迎を賜り、心から感謝申し上げます。

さて、国際ロータリーの当地区における唯一の
役員であるガバナーには公式訪問に際して、イア
ンＨ.Ｓ.ライズリーＲＩ会長が掲げられたＲＩ
テーマ及び会長強調事項を伝達するという大きな
義務が科されています。

ＲＩ会長は１月に開催された国際協議会で次の
テーマを掲げられました。
「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」
「ロータリー：変化をもたらす」
ＲＩ会長は、国際協議会において20年前の自ら

のガバナーとしての１年間を振り返り、「ロータ
リアンの仲間たちと過した365日が私の人生を変
えました。その１年間に、ロータリーの奉仕によっ
て可能となった変化、即ち、その奉仕活動の対象
となった人々や地域社会の変化を目の当たりに
し、自分がしっかりと役目を果たせば、地区が人々
の人生のみならず自分自身に変化をもたらすこと
を知りました。」と語り、ロータリーが末永く存
続し、その重点分野と計画立案において持続可能
性と継続性を保つためには、国際ロータリー理事
会が戦略計画で定めた３つの戦略的優先事項、

⑴ クラブのサポートと強化
⑵ 人道的奉仕の重点化と増加
⑶ ロータリーの公共イメージと認知度の向上を

達成することが大切である
と強調され、更に環境問題を踏まえ地球の持続

可能性についても触れられ、「環境に対する良心」
を呼び起こしたいとロータリアン一人が少なくと
も一本の植樹をするよう提唱されました。

そして「ロータリーとは何ですか？」という問
いに対して、私たちは行動をもって応えたい。奉
仕を通じて変化をもたらすことによって！と述べ
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られ具体的目標を提示されました。主な目標は

１．クラブのサポートと強化について
　イ． ロータリークラブ・セントラルの積極的

活用
　　 　クラブの目標と達成状況を知ることがで

き、クラブの意欲を喚起することができ
る。また、マイ・ロータリーを通してロー
タリーの貴重なリソースの活用ができる。

　ロ．クラブの具体的な課題としては、
　　①　男女会員のバランス
　　②　ロータリアンの平均年齢　が問題です。
　　　 　1989年規定審議会がロータリーに女性

の入会を認める採決をして28年経ちま
す。しかし、女性会員の割合は20％強に
過ぎず、本年度ガバナー 539名のうち女
性は103名、19.1％です。又、40歳未満
の会員も報告済み会員のわずかに５％、
会員の大半が60歳以上。組織の繁栄、永
続性にとってこれらの問題に優先的に取
り掛かる必要があります。

２．人道的奉仕の重点化と増加について
　 　ロータリーには６つの重点分野があり、そ

のすべてに不可欠な要素の一つが「持続可能
性」です。

　 　ポリオ撲滅活動は、ロータリーのあらゆる
奉仕のモデルとなるべき活動で他団体とパー
トナーシップを組むことで世界に対して奉仕
のインパクトを大きくする最善の方法となっ
ています。

３ ．公共イメージの向上は、これらクラブのサ
ポートと強化、そして人的奉仕の重点化と増
加と相俟って、ロータリーとは何か、どんな
活動をしているのかをより良く伝えることに
より、ロータリーにふさわしい新会員の入会
を増やすことができ、ロータリーの奉仕でよ
り大きな成果を上げるために協力するパート
ナー団体を増やすことができます。

ＲＩ会長賞は、地元や海外の地域社会で変化を
もたらしているクラブの貢献を称える重要な賞で
す。会長賞をめざすことによって、クラブが元気
に、そして地域が元気になります。是非とも会長
賞をめざし、活発な活動をお願い致します。その
際には、皆様の活動状況を、ロータリークラブ・
セントラルを利用して記録し、進捗状況を把握し
て下さい。奉仕活動に費やした時間と資金を、ロー

タリークラブ・セントラルを使用することにより
ＲＩも皆様の活動状況を知ることができ、それが
ＲＩ会長賞につながります。マイロータリー及び
ロータリークラブセントラルの積極的な活用をお
願い致します。

次に、2710地区の活動方針についてです。2017
－18年度、私はガバナー信条として「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! !」掲げました。目標は「ロータリーの元気は
地域の元気」です。

今日の世界と日本の政治、経済、社会の劇的な
変化を鑑みたとき、私たち自身も変化する必要が
あります。将に「不易流行」です。先達が数々の
経験から学び築き上げ、そして世界に拡がったロー
タリー。その基本理念であるロータリーの目的、
また、中核的価値観である親睦、高潔性、多様性、
奉仕、リーダーシップをしっかりと認識しながら、
少子高齢化、グローバル化が日々進展する地域社
会でどのようなロータリー活動を行うべきか。

私は、10の重点運営方針を掲げました。
2016年規定審議会で決定されたクラブ運営の柔

軟性は、活力あるクラブにする為に是非とも検討
して頂きたい事項です。クラブの置かれている状
況により対応は異なるでしょう。女性会員や若い
会員の増強も負担の軽減、例会の実施方法等の変
更により大きくなる可能性があります。

クラブ間やグループ間の連携も重要です。互い
に共感し合える活動を連携し、地域社会により大
きなインパクトを与えることができます。地域社
会で奉仕活動するボランティア団体やNPO法人
等との協力も必要です。田原直前ガバナーの提唱
されたがん予防の普及・推進も２年目に入りま
す。次代を担う青少年に対し適切ながん予防を普
及することは極めて大切な活動です。行政や医師
会、教育委員会、父兄会等との連携は不可欠です。

米山奨学生やローターアクター、インターアク
ターの協力を求めての合同活動もクラブの活性化
につながります。ローターアクターは、今組織の
維持に真摯に取り組んでいます。提唱クラブに限
らずそれ以外のクラブもローターアクターを招く
など応援して頂ければ幸いです。活力あるすばら
しい青年達です。よろしくお願い致します。財団
については、ボリビアの水頭症への支援を、地区
20クラブが参加して合同グローバル補助金として
申請できたことに財団委員会をはじめ関係者の皆
様に心から敬意を表します。今後も、補助金申請
していなかったクラブにも呼びかけ、合同プロ
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す。ロータリアンが充実感の持てた、他クラブに
も誇れる奉仕活動、感動を受けた卓話等を地区公
共イメージ委員会に報告して下さい。地区のホー
ムページ、ロータリーの友等を通して紹介し、
優秀な作品はガバナー特別賞を創設して進呈し
ます。

ロータリアンの皆様、ロータリーの元気が地域
の元気です。多くのロータリアンが地域のリー
ダーとして活躍しています。皆様のクラブの特性
を活かし、活力あるクラブにするためには連携と
共感がキーワードになります。

ロータリーの未来を語り合い、地域社会に、そ
して私達自身に変化をもたらす活動を展開して行
きましょう。どうかよろしくお願い致します。

ジェクトができるようになれば、ロータリーが地
域や世界ですばらしい奉仕活動を行っていること
が実感でき、ロータリーの幅の広さ、そして奥深
さを知ることになり、財団への理解がもっと深ま
ると思います。

このように、世界や地域社会に寄り添った奉仕
活動を通して、公共イメージと認知度の向上を図
ることができれば、会員増強にも大きく寄与する
ものと思います。

クラブの将来を考える戦略計画委員会の役割り
も重要です。５年先、10年先のクラブのあるべき
姿を思い描きながらこれまでの活動を棚卸し、ク
ラブの英知としての役割りを果たして下さい。

最後に、ロータリーの知的資産の蓄積と活用で

ガバナー公式訪問フォーラムにおける事業報告 ８月29日

　　　　　職業分類のバランスを重視する。
　　　　 　新会員のロータリー情報を遅滞なく行う。
　　　　奉仕について
　　　　 　職業奉仕が奉仕の根幹であることを明記。
　　　　　 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる

事業を実施する。

３　広島西南ロータリークラブ戦略計画（改定版）
［ビジョン］
　私達広島西南ロータリークラブは、「ロータリー
の目的」の達成を目指して、効果的クラブの要素
に取り組み、五大奉仕部門に基づいて成果あふれ
る奉仕をすることを推進し、明るく大胆にして活
力のある奉仕組織を目指すものである。

［中核となる価値観］
　親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ。

［指　針］
　１．クラブ管理運営
　　　１）  クラブ定款、及び細則を遵守し常に品

位あるクラブ運営を行う。
　　　２）クラブの刷新性と柔軟性を育てる。
　　　３） クラブ運営システムの標準化、簡素化を図る。
　　　４） 例会は節度あり整然とした中にも心温

まるものとし、会員間の親睦を育み、
そしてお互いに切磋琢磨し、自己研鑚
に励む貴重な場として準備する。

　２．公共イメージと認知度の向上
　　　１） 行動を主体とした奉仕を推進し、地域

広島西南ロータリークラブ
戦略計画について

 戦略計画委員長　佐々木　宏

　本年度当クラブは戦略計画の改定を行ない８月
の理事会で承認を受けました。
　改定の骨子及び改定戦略計画は次の通りです。

１　基本的な理念について
　　現戦略計画の基本理念は踏襲しました。すなわち
　　① 　ビジョンとして、従来通り目指すクラブ

の姿として「明るく、大胆にして活力ある
奉仕組織を目指す」とした。但しビジョン
の文言は簡素化した。

　　② 　中核となる価値観をロータリー活動の基
本的な理念とする。

　　③ 　会員のロータリー活動に対するモチベー
ションを上げる方策を取る。

　　④　ＲＩの戦略計画と調和したものとする。

２　指針について
　　①　常任委員会別に纏めました。
　　②　新たに主に次の項目に追加、修正しました。
　　　　クラブ管理について
　　　　　品位あるクラブを目指す。
　　　　　刷新性と柔軟性を育てる。
　　　　 　例会は自己研鑚と切磋琢磨を図る場とする。
　　　　会員増強について
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選定し、全会員がそのプロジェクトと
その業務に活発に関与するように図る。

　　　３） ＲＩ及びロータリー財団のプログラム（グ
ローバル補助金　地区補助金など）など
への参加を検討し、海外の地域社会で奉
仕し、国際理解、親善、平和を推進する。

　５．財団
　　　１） ロータリー財団、米山記念奨学会の現

状に関する情報を定期的に入手し、そ
の情報を会員に遅滞なく提供するとと
もに、それぞれのプログラムを検討し
て適切に実施する。

　　　２） ロータリー財団　米山記念奨学会に対
して財政的支援を行う。

　６．継続性
　　　１） クラブ組織全体を通じて継続性と一貫

性を保持して体質の強化を図る。クラ
ブのモチベーションの更なる高揚を意
識して、理事会と各委員会のコミュニ
ケーションをグループミーティングや
合同グループミーティングを通じて保
ち、クラブの意思を全会員が共有し明
確に理解するように努める。

に対するロータリーの認識と公共イ
メージを高める。

　　　２） 会報は遅滞なく発行し、会員のクラブ
への関心を高め、また資料の保存とし
ての役目を行う。

　３．会員増強
　　　１） 会員組織の基盤の強化を図るため、職

業分類のバランスを重視しつつ柔軟な
会員選考を行う。

　　　２） クラブの全会員がロータリーに関する
情報を共有しロータリーに関する知識
が向上するように努める。

　　　３） 特に新会員に対するロータリー情報は
遅滞なく行う。

　４．奉仕プロジェクト
　　　１） ロータリーの奉仕の根幹は職業奉仕で

あることを認識し、会員は自らの職業の
品位を保ち、最高の倫理基準を推進し
て、職業を通じて地域社会に奉仕する。

　　　２） クラブは五大奉仕部門に基づいて成果あ
ふれる各奉仕プロジェクトを推進する。

　　　　　 そのためには単年度、複数年度のプロ
ジェクトを明確に選別し、重点分野を

1988年5月：西南RC創立２周年記念例会に

台北新東RCより正副会長が来訪して、交流が始まる。

1991年5月：台北新東RC４周年記念例会で姉妹クラブ締結

1994年2月：台北新東RCから梅の木６８本が寄贈、広島広域公園に植樹

当クラブからは桜の木７０本を寄贈し、台北陽明山に植樹

2002年：タイのチンライ奥地、民族移住地に道路整備

(マッチンググランド)15周年記念事業
2006年：モンゴル・ウランバートルの保育園に図書館建設
2013年：台北市中世記念公園に植樹

2016年：創立３０周年事業

・カンボジア・ココンに孤児院の宿舎建設

・可部集会所再建支援

・平和公園内案内看板

その他

親睦家族活動委員長

宮﨑　真

広島西南ロータリークラブ

*

*１９９１年５月 広島西南RCと台北新東RCは、
姉妹締結しました。

*このあと、定期的に相互訪問して、そして積極
的に親睦を継続しています。

*また、互いの奉仕活動を尊重して、共同事業を
行ってきました。

1994年1月：アジア大大会を記念し台北新東ＲＣから贈られ

た梅の木68本を広島市に寄贈、同2月22日広域公園に植樹

毎年メンバーで整備を続け、市民の憩いの場所になっています

■当クラブチャーターメンバーの紹介により、創立2周年に
台北新東ＲＣより2名、4周年には家族を含め9名が来訪

■翌1991年5月17日 台北にて姉妹締結

共同事業の軌跡
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2004年5月：ＲＩ国際大会（大阪） へ合同で参加

←ＲＩ国際大会

京都八坂神社にて→

カンボジア支援 可部集会所再建支援 平和公園内案内看板

2012年5月：台北新東ＲＣ創立25周年記念共同事業として

台北市中正記念公園へ楽活花園（ハーブ園）を造園

2013年4月：台北市中正記念公園へ共同梅林竣工

←楽活花園での催しのひとコマ

共同梅林竣工式→

2006年6月：モンゴル子供発展センターへ図書館建設

カンボジア支援プロジェクト

*

*

*

ここにロータリークラブの支援を仰ぐこと
が出来るならば、その意義は計り知れない。

最優先事項として、孤児たちを収容する建
物（寮）の建設が望まれる。その上で、孤
児たちが自立するための継続的支援がなさ
れることが期待される。

建築費：３８０万円

内 訳：広島西南RC ２８０万円

台北新東RC １００万円

継続支援【３年間】 １５０万円

田中会長、杉川幹事、山下国際奉仕委員長、徳納で現地調査

2001年11月：台北新東ＲＣ及びチェンライＲＣと共同でチェン
ライ奥地少数民族地区へ道路建設

（同額補助申請承認事業）

タイでの調印式風景
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他団体等と連携した事業例

① 学校

小学生が参加する「水環境に関する学習会」への支援

② 民間福祉団体

視覚障害者に対する点字支援グループと連携し、視覚障害者のた
めの点字カレンダーを製作・寄贈

③ 社会福祉法人

視覚障害者支援施設が主催するイベント（地域住民参加）への協
力及び物品寄贈（地区補助金事業として今年度実施予定）

連携と共感
当クラブ奉仕事業を例として

*

*現地スタッフによる継続的教育活動を実施しています。

カンボジアの教育の現状は非常にレベルが低い。
しかし、子供たちは大きな夢を学ぶことに貪欲である。

そして、何よりも暴⼒的でない平和⼼を持った⼦供たちである。
その子供たちに学ぶ場を提供して、将来のカンボジア

を支える人材になることを期待する。

・現在実⾏している活動
英語教育(週一回)
数学教育(週一回)

相互訪問、そして奉仕活動を
通じて親睦の輪を広げそして、
友情を深める交流をつづけた

いと思います。

他国語案内板の設置

④ 広島市

当クラブ３０周年記念事業として、平和記念公園内の諸施設につ
いて他国語案内板を寄贈

⑤ 児童養護施設

８月６日の平和記念式典に先立ち、当クラブと児童養護施設の子
どもたちとで平和記念公園の早朝清掃を実施

案内掲示板の清掃

・ ８月６日の平和記念式典に向けて、清掃活動により環境面から寄
与する

・ 広島市が管理する平和記念公園に案内掲示板を設置することによ
り、外国人の方も含めた来園者に対し、平和施設の意義を伝える。

・ 児童養護施設の子どもたちと清掃を行なうことにより、次世代を担
う子供たちに過去の惨禍を学んでもらい、平和への感謝の想いを育
んでもらう。

・ 多数の来園者が見込まれる平和記念公園における事業により、広
島西南ロータリークラブの地域社会への浸透を図る。

広島市、福祉団体と連携した、未来に繋がる平和事業

ベスト着用による広報

詐

早朝清掃活動

・ ２０１５年８月の被爆７０年をむかえるにあたり、「広島らしい」事業を
行なうことを検討。毎年８月６日に開催される平和記念式典に先立ち、
平和公園内を清掃することにより、環境面から貢献

・ 同年８月４日に第１回目の早朝清掃活動を実施

・ ２０１６年８月１日、第２回目の早朝清掃活動を実施

→当クラブが継続支援をしてきた児童養護施設の子どもたちも参加

・ ２０１７年７月２９日、第３回目の早朝清掃活動を実施

→昨年度に引き続き、上記子供たちも参加

→２０１６年に設置した案内掲示板も清掃対象

広島市とともに施設情報の提供を実現

・ 平和記念公園内には、多くの平和施設があるが、ほとんどが日本
語の案内文が設置されているだけであり、外国人の方に向けた情報
提供が十分ではないと考えられた。

・ 広島市としても、予算等の関係から、早急に案内掲示板を設置す
ることが難しく、また、設置した案内板の維持、管理の問題もある。

⇒ 当クラブ３０周年記念事業として、平成２８年６月、
広島市に案内掲示板を寄贈

外国人観光客の推移
（広島市ＨＰより）

奉仕プロジェクト委員長

水谷　耕平

早朝清掃の様子
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がん予防の取り組み
 健康管理委員会　石井　和彦会員

まず最初に当クラブの健康管理委員会の由来を
説明した。

2006～2007年度クラブ会員のくも膜下出血によ
る突然死により、会員の健康管理の重要性が叫ば
れ、2007～2008年度から始った。現在迄、ＰＥＴ、
脳卒中、心臓病の検診案内及び健康に関する卓話
等を継続事業として実施している。

2016～2017年度、田原ガバナーは信条の一つとし
て癌予防の推進を挙げ、癌を生活習慣病と把握し、
癌の一次予防（禁煙と食生活の改善）、癌の二次予
防（早期発見、早期治療）、そして青少年への癌教
育に真摯に取り組むこと等を強調された。当クラブ
もガバナーの意向に添うために前年度、具体的には

① 　例会及び会員企業（みどりグループ）にて
中央ロータリークラブ会員で癌の専門家であ
る児玉氏にお願し癌予防の卓話を実施。

② 　第一回癌予防アンケートの実施及び集計結
果報告（回収率85％）。

　 　当クラブは中央ロータリークラブと比較し
喫煙者数、アルコール摂取量が多かった。

③ 　がんを防ぐための新12 ヶ条のシールを会
員手帳に貼るよう会員に配布。

等を実施し、生活習慣の改善を呼びかけた。
本年度は継続事業として第二回癌予防アンケー

トの実施の他、我々ロータリアン一人ひとりがも
う一度癌に対する理解、すなわち癌は臨床的に発
見されるまでには、10～20年の歴史があり、それ
は青少年時代の生活習慣が影響し、生活改善によ
り予防できる（一次予防）、癌を早期発見すれば
完治する（二次予防）、癌の治療により癌と共存
して生活できる（三次予防）ことを確認し、自己
責任に基づく健康管理を目指す等、癌予防と癌教
育をクラブ内のみならず、家族、職場、学校、地
域社会、特に将来を担う青少年に実施することが
大切であると思っているが、現時点ではまだ具体
的な計画ができていないと報告した。

迫田ガバナーからは、青少年への癌教育（卓話）
は学校の授業時間をさくことは困難であるが、学校
等で演奏会等を企画し、その前に実施する。ＰＴ
Ａの役員、教育委員会との交流をもつことも有効で
ある。本年度は是非、クラブ外に向けて活動をし
て欲しい。地区の癌予防推進委員会にも方法論を
問い合わせておく等のコメントを頂いた。癌予防
推進事業は３年間の継続事業の為、２年目の本年
度は有意義な事業ができればよいと思っています。

2017-2018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
2017年8月8日
13：40～

第２回クラブ協議会

ありがとうございました

その他の事業（今年度実施予定）
① 視覚障害者支援施設への物品寄贈、イベント協力

（地区補助金事業）

② 視覚障害者支援グループへの点字カレンダーの製作、寄贈

③ 広島で生活する外国人のための日本語教室への支援

④ 心臓病の子供をサポートする一般社団法人への支援

⑤ ボリビア水痘症対策のグローバル補助金事業への参加
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８月８日　イピル・イピルの会資料

掲　示　板

10月行事予定
❖ 10月17日（火）
　職場訪問例会 in ㈱シンコー
❖ 10月29日（日）10：00 ～
　地区大会（シンフォニア岩国）

９月行事予定
❖ ９月５日（火）13：45 ～
　第３回理事役員会 ANAホテル４F
❖ ９月13日（水）17：45 ～
　野球観戦家族会 マツダスタジアム
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2017-2018年度　第2回理事・役員会　議事録

日　時：2017年８月１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、

　　　　徳納、佐藤（二）、上田、水谷、白築、

　　　　藤崎、折本、田中（朋）

会長挨拶（室㟢会長）

　１ヶ月が過ぎ、最初の事業・早朝清掃も終了。

今月は、ガバナー訪問もあり、いろいろと検討し

ていただきたい。

議事

　①　合同幹事会報告

　　 　ガバナー公式訪問記念品（能面）、会員名

簿について報告がある。

　② 　９月プログラム

　　 　９月９日は創立31周年記念例会。９月19日

休会。

　③ 　創立31周年記念夜間例会・野球観戦家族会

　　 　夜間例会のゲストは西南に関係のある方に

交渉、最終的に沖田ご夫妻に依頼する。野球

観戦は総勢65名で案内。

　④ 　公式訪問（クラブ協議会）

　　 　水谷理事／平和公園の清掃を含めた地域団

体の活動報告。徳納理事／台北新東RCとの

共同事業・カンボジア報告。

　⑤ 　戦略計画改定

　　 　指針／委員会の役割を分かりやすくする、

承認。

　⑥ 　友愛広場出展

　　 　平和公園の早朝清掃を展示。

　⑦ 　７月会計報告

　　 　新年度で請求書の発送が通常より遅いた

め、未収金がある。スマイル７月は順調に推

移。

　⑧ 　各理事役員報告

　　 　特になし。

　⑨ 　その他（地区指導育成セミナー・RYLA）

　　 　三宅委員長が選定中。

　　 　地区指導者育成セミナー　クラブ活性化部

門／室崎・杉本　ロータリー財団部門／白築

の３名で参加。九州北部豪雨災害に対する義

援金　総額3,407,194円

次回の予定

　９月５日（火）　13時45分～ 15時　ANAクラ

ウンプラザホテル広島

閉会挨拶（岡本副会長）

戸田　泰弘　１日
佐々木信幸　９日
宮本　　昇　14日
田中　茂樹　14日
長野　　宏　17日
村尾　博司　18日

会員誕生日

８月の会員記念日

パートナー誕生日入　会　月 創　業　月

伊藤英彦夫人　亜紀様　７日
吉田栄壮夫人　まゆみ様　９日
田中茂樹夫人　岳子様　13日
平原一彦夫人　 緑 様　15日
佐古雄司夫人　真弓様　16日
宮㟢　真夫人　敬子様　21日
末廣浩一郎夫人　香織様　22日
奥田　實夫人　紘子様　29日

遠崎　秀一　Ｈ18年 藤崎健次郎　日本建設㈱広島支店 Ｓ30年
岩田　智博　㈱中国道路施設 Ｈ11年
三好　清隆　㈱ミヨシ Ｓ25年
折本　　緑　ゆめみらい㈱ Ｓ49年
佐古　雄司　キョーリツコーポレーション㈱ Ｓ25年

DONATIONDONATION
8  月 年度累計

ス マ イ ル 53,000 円 229,000 円
善 意 の 箱 14,543 円 28,725 円
100万ドル 50,232 円 101,430 円

（16） 2017年8月
奉仕のギアを回そう、親睦はエネルギー



広島西南RC　７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９月26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

　猛暑の夏も終わりに近づき、朝夕は
秋の訪れを感じるようになってきまし
た。
　先日の藤中ガバナー訪問時にマイ

ロータリーの登録促進を要請されました。今月号
ではマイロータリーに関する記事を掲載しており
ます。これを機会にマイロータリーへの登録とロー
タリー活動への活用を宜しくお願いします。
 （佐藤　二郎）

氏　名 5 12 19 26 出席率
名 岡本　文治

1 荒木　　攻 × × ○ ○ 50%
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 石井　和彦 ○ ○ ○ △ 100%
9 岩田　智博 ○ ○ ○ ○ 100%
10 伊藤　英彦 ○ ○ ○ ○ 100%
11 梶本　尚揮 ○ ○ ○ ○ 100%
12 桒田　博正 ○ ○ ○ ○ 100%
13 児玉　栄威 ○ ○ ○ ○ 100%
14 河原　英二 × × × × 0%
15 三好　清隆 ○ ○ ○ ○ 100%
16 村尾　博司 ○ ○ ○ ○ 100%
17 宮本　　昇 ○ △ ○ ○ 100%
18 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ ○ 100%
19 宮﨑　　真 ○ ○ ○ ○ 100%
20 三宅陽一郎 ○ ○ ○ ○ 100%
21 水谷　耕平 ○ ○ ○ ○ 100%
22 根石　英行 ○ ○ ○ ○ 100%
23 長野　　宏 ○ ○ △ ○ 100%
24 奥田　　實 ○ ○ ○ ○ 100%
25 小川　光博 ○ ○ △ ○ 100%
26 岡本　俊雄 ○ ○ ○ ○ 100%
27 折本　　緑 ○ ○ ○ ○ 100%
28 小野　　誠 ○ ○ ○ ○ 100%
29 岡本　倫明 ○ ○ △ △ 100%
30 大内田民博 ○ ○ △ ○ 100%
31 佐々木　宏 ○ △ ○ ○ 100%

氏　名 5 12 19 26 出席率
32 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100%
33 曽里　　裕 ○ ○ ○ ○ 100%
34 杉川　　聡 ○ ○ △ ○ 100%
35 先小山英夫 ○ ○ ○ ○ 100%
36 佐藤　二郎 ○ ○ ○ ○ 100%
37 佐藤　克則 ○ △ ○ △ 100%
38 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100%
39 末廣浩一郎 × × × × 0%
40 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100%
41 佐古　雄司 △ ○ ○ ○ 100%
42 新藤幸次郎 ○ ○ ○ ○ 100%
43 田中　茂樹 ○ ○ △ △ 100%
44 谷口　公啓 △ △ ○ △ 100%
45 遠崎　秀一 ○ △ △ △ 100%
46 寺本　真司 ○ ○ ○ ○ 100%
47 俵　　雅之 △ △ △ ○ 100%
48 徳納　武使 △ △ △ ○ 100%
49 對馬　久子 △ △ △ ○ 100%
50 田村　英樹 ○ ○ ○ △ 100%
51 田中　朋博 ○ ○ ○ ○ 100%
52 田中　和之 △ ○ ○ ○ 100%
53 戸田　泰弘 ○ ○ ○ ○ 100%
54 上田　直治 ○ ○ ○ ○ 100%
55 漆原　健夫 ○ △ ○ ○ 100%
56 山本　　豊 ○ ○ ○ ○ 100%
57 山下　哲夫 ○ ○ ○ ○ 100%
58 吉田　栄壮 ○ ○ ○ ○ 100%
59 山下　幸彦 ○ ○ ○ ○ 100%
60 山本　春男 ○ ○ ○ ○ 100%
61 山國　　豊 ○ ○ ○ ○ 100%
62 山田　泰子 △ ○ ○ △ 100%
63 井上　俊博 ○ ○ ○ ○ 100%
64 井津上晴士 ○ ○ △ ○ 100%

1212号 （17）
会員増強・新クラブ結成推進月間



ガバナー公式訪問
フォーラム

会長幹事会


