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第1470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
山國　　豊会員　10月１日
杉川　　聡会員　10月８日
上田　直治会員　10月８日
先小山英夫会員　10月９日
遠崎　秀一会員　10月10日
根石　英行会員　10月11日
末廣浩一郎会員　10月11日
白築　忠治会員　10月23日
田村　英樹会員　10月27日
田中　和之会員　10月29日

山國　豊会員誕生月挨拶
1971年（昭和46年）出来事
◦�ＮＨＫ総合テレビが全番組カ
ラー化を実施
◦�マクドナルド日本第１号店が
銀座にオープン
◦アポロ14号、月に着陸
◦�阪神の江夏がオールスターゲームで９連続奪三
振

1971年（昭和46年）流行ファッション・髪型
◦ボウリングシャツ、ボウリングシューズ流行
◦ホットパンツ登場
◦ミニからパンタロンへ
1971年（昭和46年）新商品・ヒット商品
◦アメリカンクラッカー（アサヒ玩具）
◦スマイルバッジ（サンスター文具）
1971年（昭和46年）新食品・ヒット商品
◦カップヌードル（日清食品）
◦明治ブルガリアヨーグルト（明治乳業）
1971年（昭和46年）流行語
◦�アンノン族（雑誌「anan」や「non-no」を小
脇にかかえて旅行する女の子たち）
◦�脱サラ（脱サラリーマンの略で、会社をやめ、
独力で事業を興すこと）

◦�ニアミス（衝突や接触するおそれがあるくらい
飛行機同士が異常接近すること）
会長時間「米山月間」
10月は、以前は職業奉仕月間でしたが、2015年

の改正後、ロータリーの特別月間として、「経済
と地域社会の発展月間」が定められています。そ
れと、10月７日を含む１週間（月～日曜日）を「ロー
タリー学友参加推進週間」と定めています。さら
には日本独自に「米山月間」を定めています。
ロータリー学友とは、インターアクト・ロー

ターアクト・ロータリー青少年交換・ロータリー
青少年指導者育成プログラム（ＲＹＬＡ）等の各
種プログラムに参加した経験のある人をいうそう
です。そのロータリー学友が地元のロータリーク
ラブと共に活動し、交流を深めることを強調する
週間です。
また米山月間としては、米山奨学事業の意義を

深く認識し、米山奨学生や地区役員・委員の卓話
を聞く機会を設けるとなっています。
本日は今年度の米山奨学生である于さんを招い

て、お話を聞くことになっています。そこで、米
山奨学生に関する話を、ロータリーの友より２～
３拾ってみました。
今年の６月の「ロータリーの友」に、米山だよ

りのコーナーで、東京米山友愛ロータリークラブ
のことが紹介されていました。このクラブは、米
山学友を中心に創立されたクラブで、もと奨学生
の韓国出身の朴さんの話が載っています。彼女は、
2006年から２年間岸和田ロータリークラブにお世
話になっています。米山奨学生として得た貴重な
体験から、留学生に同じような一生の思い出をつ
くってあげたいと、2016年度に真っ先にカウンセ
ラーに応募したそうです。一方で奨学生となった
イラク人のバン・アリ・モハメッド・アリキさん
は、留学生にとって経済的な支援も大事だが、心
に寄り添ってくれるような精神的な支援がとても
大切だと語っています。いまは、アメリカで生活
していますがメールやＳＮＳを通じて世話クラブ
の人たちと交流しているそうです。
2010年の４月号のロータリーの友より。日本の

食卓にはおなじみのブラックタイガーの養殖に世
界で初めて成功して、台湾で「エビ養殖の父」と
呼ばれている世界的に高名な水産学者の廖一久
（リョウイッキュウ）さんも米山学友です。1965
年から３年間奨学生でした。その功績によって、
台湾で最も権威のある「総統科学賞」を当時の馬
英九（バ・エイキュウ）総統から贈られています。
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そして、「当時、台湾も日本もたいへんな時代に、
米山奨学金のおかげで、寝食を忘れるほど研究に
没頭できました。」と日本のロータリアンへの感
謝の言葉を寄せています。
西南で受け入れた奨学生は、于さんで21人目で
すが、先週31周年に合わせてＣＤを送ってくれた
姜暁艶（ジャン・ショウエン）さんは、2000年～
2002年に受け入れた奨学生です。会員宛の添え書
きのなかに、2010年の「ロータリーの友」のイン
タビユー記事として、＜「日本に来て私の人生は
変わりました。これからも命の尊さと平和を訴え
る活動をしていきたい。日本のロータリアンは私
の心の両親。呼ばれたらどこへでも飛んで行きま
す。」と答えました＞と書いてありました。その
ときの記事にはまた、＜日本に来て、広島での平
和活動に触れ、来日前に抱いていた「日本人は戦
争好きで残虐、金がすべての資本主義者」という
イメージが崩れ去り、日本が大好きになりまし
た。会社訪問をするなど日本のビジネスを垣間見
たことで、印象が変わった。仕事に対する厳しさ
が理解できた。＞と語っています。
私は、米山記念奨学会の事業を大事にしたいと
思っているうちの一人です。
米山記念奨学金の適用については、最近いろい

ろと問題視されていますが、それはこれからの議
論に任せるとして、少なくとも米山記念奨学金制
度は、これまでにアジアの人々の日本に対する理
解を深めることに大きく貢献してきたことは間違い
ありません。また、奨学生が母国に帰って、その
国の発展の大きな力になり、また日本と本国の架
け橋になって活躍している例もたくさんあります。
今月は、西南の有志が米山記念館を訪問するツ
アーも企画されているようです、米山記念奨学事
業を考える１ヵ月にしていただいたらと思いま
す。
�幹事報告
ロータリー友誌・ガバナー月信・米山豆辞典配
布の案内。／10月17日（火）開催の職場訪問例会・
10月24日（火）開催のパスト会長会の出欠未回答
者は今週中に回答のこと。／例会変更。／例会終
了後、理事役員会開催。
出席報告
　会員数�64名　出　席�49名　欠　席�15名
　　　　�　　　来　客�� 1名　ゲスト�� 1名

プログラム
米山奨学生卓話

米山奨学生� 于　　沁艶さん
�（広島YMCA学園　日本語コース）

皆さん、こんにちは。米山奨学生于沁艶と申し
ます。私は中国の山東省威海市から参りました。
本日、このような場でお話をする機会を与えてい
ただき、とても光栄だと思います。今日は、私の
ふるさとの紹介と広島で感じたこと、及び米山奨
学生になって以来、変化したことについて、報告
させていただきたいと思います。どうぞ、よろし
くお願いします。
まず、故郷について、紹介させていただきたい

と思います。私のふるさとは中国の山東省威海市
です。皆さん、ご存知ですか？威海の漢字は、威
厳の威と海です。かつては威海衛と言って、近代
にはイギリスの租借地となりました。山東省最東端
に位置する威海は、自然の景色が素晴らしく、き
れいな都市で、三方を海に囲まれているため、さ
わやかで過ごしやすい気候です。広島と大体同じ
です。四季がはっきり分かれて、ちょっと違うのは、
広島は威海より夏が暑い、威海は広島より冬が寒
いというところです。広島の人口約119万人で、威
海市はどのぐらいと思いますか？約248万人です。
威海の東側は、海を隔てて、韓国、日本と向かい合っ
て、海岸線の長さは1000㎞近くに及んでいます。
韓国に近いから、現在約5000名の韓国人が威海に
居住しています。ですから、料理店や韓国商品な
どがよくみられます。異国情緒たっぷりです。
そして、威海も歴史が長い町です。例を挙げて

みると、明治27年から28年にかけて行われた共に
朝鮮半島をめぐる日本と大清国の戦争がありま
す。その戦争の末期で、中国清代の政治家李 章
率いる北洋海軍基地となり、劉公島に北洋水師学
校が設置されました。そのあと、北洋艦隊は威海
湾内、海陸から日本軍と戦いましたが、敗戦しま
した。なので、日本と「下関条約」を締結して、
日本に一時占領されました。先の劉公島は、威海
の有名な観光地になります。島には動物園や博物
館などが、昔の資料が残って、悲惨な様子を知る
ことができます。今でも、中国軍が常駐している
所です。ちなみに1992年に威海は山口県の宇部市
と友好都市になりました。
最後に威海の海鮮を紹介したいと思います。威

海は、中国最大の漁業産地の一つと言われていま
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野球のルールがわかりました。現場を真っ赤に染
めたカープファンたちはほんとに必死に応援し
て、私は感動しました。ちょっと寒い４月も熱く
なりました。私は一番好きな選手は、51番鈴木誠
也です。技術も持ってるし、性格も面白い人です。
近年のカープといえば、逆転のカープです。私

も最後まであきらめないという野球精神が勉強に
なりました。カープが好きになって、広島も好き
になりました。
光陰矢の如し。今年４月から米山奨学生にな

り、もう半年を過ごしました。間違いなく、この
半年は今までの留学生活の中で、最も充実した半
年だと思います。これから、この半年間で私が成
長したことについて報告させていただきます。
まず、毎月一回の例会です。毎月の最初の火曜

日に私は、米山奨学生として、広島西南ロータリー
クラブの例会を出席します。私は人見知りの性格
なので、初対面の人とあまり喋れないです。しか
し、皆さんと密に接するチャンスが増えて、コ
ミュニケーション能力が少しだけ上手になりまし
た。この場で、多くの人と留学生活で得られない
ような出会いと交流を通じて、人生観も価値観も
広くなりました。
もう一つは、私は好漢クラブに参加しました。

自由な服装を着て、晩御飯を食べながら、お話を
します。先月にも好漢クラブの皆さんと山口県で
バーベキューをしました。これらの機会には積極
的に参加するように心がけました。人生の先輩と
の交流を深め、人生に対する理解や考え方など、
とても豊かになってきたと感じています。
また、８月に米山奨学生たちと一緒に静岡へ行

きました。静岡へ行くのは初めてだったので、楽
しみにしていました。奨学生たちは、国がバラバ
ラなので、みんな日本語で通じて、留学生活の辛
いことや楽しいことを共感して、様々な文化を理
解して、仲良しになりました。正直に言うと、み
んなは私より年上だし、いろんな経験もあるし、
考え方も私より大人らしいです。一番若い私は相
手の気持ちを気にせず、言いたいことが勝手に口
から出てしまいました。しかし、一泊二日の旅行
を通じて、私は反省しました。20歳になってから、
もう子供ではないと初めて私は思いました。どん
な人になりたい、どんなことにしたいかと改めて
考え直しました。責任感を持って、行動していき
たいと感じました。
ロータリー記念奨学金は、私にとって、世界観

を広げ、奉仕と平和への責任感を持たせてくれ

す。2000年から、威海では毎年「威海国際魚釣り
大会」が開催されて、様々な人々が威海に来て、
夏の威海はとてもにぎやかです。アワビ、ナマコ、
ウニなど、またいろんな魚が水揚げされていま
す。特に、私一番好きなのは、蝦蛄です。空気が
きれいで、環境が良い威海は、中国四つの「人類
の居住に最も適したモデルケース都市」の一つで
す。避暑、レジャー、観光旅行の最高の目的地で
す。皆さん機会があれば、是非のんびりしていて
快適な海辺の都市、威海へ行ってみてください。
おすすめです。
それでは次に、広島留学して以来、感じたこと

について、紹介したいと思います。広島といえば、
平和都市のイメージが強いです。原爆ドームの写
真は中国の歴史教科書に載せてあるので、広島に
来てから、すぐ平和公園に見に行きました。その
時は、たくさんの外国人が訪れていて、世界中が
興味を持っていることがわかりました。人の手で
行われていることは、人の手でやめることも可能
だと思います。広島の平和記念公園の中の平和の
灯では、世界中から核兵器がなくなるまで、炎が
燃え続けています。私は、１日も早く炎が消えるこ
とを心から願っています。身近なことでも平和を
作ることは出来るはずなのです。１日も早く世界中
の誰もが幸せに笑顔になるために、これからを生
きる私たちは、本当の平和を作っていきたいです。
そして、平和記念日の一週間前、広島西南ロー
タリークラブの奉仕活動、朝７時から平和公園の
清掃に参加しました。会員たちと津田子供の家の
子供たちと一緒に資料館へ行って、大変な写真や
歴史を詳しく了解して、本当に言葉で表せないと
思います。留学生として、こんな偉い広島でいる
ことがよかったです。
広島のもう一つ素晴らしいと思うことは、広島
東洋カープです。
実は、来日一年目の時に、野球に全然興味があ
りませんでした。ル―ルさえわからないので、た
まにテレビで野球の中継があるときに、つまらな
いスポーツだと思いました。去年は25年ぶりの
リーグ優勝だから、スーパーやコンビニまで、カー
プの曲は何回も何回も流れています。なんで広島
で野球はこんなに人気なのと私が思いました。こ
の疑問はずっと残ったままでした。
しかし、今年の４月に、カープが大好きな友だ
ちから誘われて、初めてマツダスタジアムでカー
プ戦を見にいきました。友達は野球の専門家のよ
うに、ルールを教えてくれたので、私は少しだけ
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た、大事な存在です。これから、永遠なるロータリー
米山奨学生として、頑張っていきたいと思います。
以上、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
ご結婚記念月記念品贈呈
平原　一彦会員　10月７日
佐藤　二郎会員　10月16日
曽里　　裕会員　10月18日
伊藤　英彦会員　10月21日
児玉　栄威会員　10月30日
室﨑　雅宣会員　10月31日

会長時間「理事役員会報告」
本日は、今月３日に開かれました、理事役員会
のご報告をいたします。
まず、東広島21ロータリークラブが中心になっ
て進めておりました、グローバル補助金の申請が
財団より承認されました。我がクラブが手数料含
めて1050ドル、日本円にして約114000円を援助し
て、また全体としては164000ドルがボリビアの水
頭症の子供患者約442人を救うために使われるこ
とになりました。
11月23日に、地区補助金を使って、視覚障害者
施設「愛命園」へ焼き芋器を寄贈し、当日の施設
祭りのイベントに軽音楽部が参加し演奏すること
が決定しました。また、同時に行われるバザーも
手伝うことになり、場合によっては、ノートルダ
ム清心の学生も奉仕事業の一環として参加するこ
とも検討されています。例年、佐藤二郎会員を介
して、バザーへの出品依頼がありましたが、今年
は特に支援事業の一環となりますので、後日出品
依頼がありましたら、皆さんのご協力をぜひお願
いしたいと思います。
佐藤二郎クラブ広報委員長が、ロータリーの友
の11月号の私の一冊のコーナーに、元祖カープ女
子のうえむらちかさんが書いた「うえむらちかの
カープごはん」を紹介される予定です。うえむら

ちかさんのカープライフを再認識できる本として
紹介されています。カープファンにはぜひ、ロー
タリーの友を読むとともに、「うえむらちか」さ
んの本も買って読んでいただきたいと思います。
そのほか、11月24日から26日に実施される、広

島国際映画祭への後援名義使用が承認されまし
た。そして、11月度のプログラム、９月までの会
計報告が承認されました。
本日は、卓話来賓として、「ロータリーの友」の

前編集長の二神典子様をお迎えしています。６月
で編集長を退任されましたが、たいへんお忙しい
ところ、無理をお願いして遠路おいでいただいて
おります。卓話のほうよろしくお願いいたします。
�幹事報告
11月23日（木・祝）開催の地区補助金事業・11

月28日（火）夜開催の会員組織委員会GMの各案
内、11月卓話予定の県立美術館よりブータン展パ
ンフレット配布の案内。／ 10月29日（日）地区
大会参加者は当日案内を事務局より受取りのこ
と。／11月14日（火）のクラブ協議会案内を回覧。
未回答者は回答を。／例会変更。／来週は職場訪
問例会。ANAホテル前11：40バス出発。ホテル前
帰着は14：30予定。
出席報告

　会員数�64名　出　席�49名　欠　席�15名
　　　　�　　　来　賓�� 1名
プログラム

外部講師卓話
「ロータリーの友誌について」
元ロータリの友編集長
� 二神　典子氏（東京築地RC）
ロータリーの雑誌編集者とし
て、私とロータリーのかかわりが始まりました。私
は大学で、国際政治、国際関係を学びました。そ
れは、政治家や国と国の問題でしたが、ロータリー
は、国と国の争いの犠牲になって難民になった人
たち、特におかあさんや子どもたちへの支援をし
ていることを、The�Rotarianの記事で知ることが
できました。世界の一般の人々の現状を知ること
ができたのと同時に、それを自分たちのこととし
て活動している人たちに感動して、長くロータリー
の友で仕事を続けることになったのだと思います。
国際ロータリーのウェブサイト「My�Rotary」

や『ロータリーの友』には、国際ロータリーの最
新の動きや、世界中のロータリアンの活動が掲載
されていますので、私が最初に感じたロータリー
の素晴らしさの一端に、皆さまにも触れていただ
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くことができると思います。
国際ロータリー定款、細則、標準ロータリーク
ラブ定款、いずれも難しそうなことがこまごまと
書いてあるだろうと敬遠しがちですが、規則とし
ては、それほど大きなしばりがあるわけではあり
ません。皆さま方がやってはいけないと思われて
いることの多くが規則でノーと言われているので
はなく、クラブの慣習でやってこなかったことだ
と思います。
しかし、慣習には始めた理由がかならずあるは
ずですから、何かを変えようとする時に、なぜ自
分たちのクラブではそのようにしているのかを考
えてみることは大切だと思います。ろくに知りも
しないのに単純に否定して新しいことを取り入れ
ようとする方も多いのですが、それはしてはいけ
ないことだと考えています。
ロータリーの編集者セミナーに参加して、国際
ロータリーの世界では、たとえすべての人と意見
が違っていても、自分の意見を述べるべきだとい
うことを学びました。もし、自分の考えが世界の中
で少数派だったとしても、意見表明することは、
価値があることだと、私は思っています。皆さまに
もご自分の意見を述べていただきたいと思います。
私は都内のホテルで、襟のバッジを見つけ声を
かけたことが切っかけで、助けていただいたり、
お手伝いをしたり、一人のトルコ人ロータリアン
との縁が始まりました。しかし、もし彼がその時
バッジをつけていなければ、私が声をかけること
もありませんでしたし、その後のご縁も生まれな
かったと思います。
私は、ロータリーには人と人の縁をつなぐ素晴
らしい力があると思っています。日本の多くの
ロータリアンが例会に出席する時しかバッジを着
けていませんが、そのために、ロータリーの素晴
らしいご縁、エピソードを多くの方々が逃してし
まっているのではないか、私はそのことをとても
残念に思います。
ですから、最後に、いつもロータリーのバッジ
を着けていただくことをお願いして、私のお話を
終わらせていただきたいと思います。ありがとう
ございました。

10
� 17

第1472回例会
12：30〜13：30　㈱シンコー

職場訪問例会

ＲＯＴＡＲＹ

会長時間「株式会社シンコー様職場訪問」
本日は、毎年一度実施しています職業奉仕委員

会主催の職場訪問ということで、株式会社シン
コー様にお邪魔させていただくことになりました。
シンコーさんは、ポンプ・タービンの専門メー

カーですが、特に舶用のカーゴポンプでは、世界
のシェアで約90％を占めて、No. １を誇っておら
れます。日本が誇る物づくりのなかで、もともと
広島は製造業の盛んなところですが、一地方都市
の広島にあって、その一端を担っておられます。
なお、シンコーさんの筒井名誉会長さん（1994

～ 1995年度にガバナーを努めらました）が広島
東ロータリー、筒井社長さんが広島ロータリー、
黒木専務さんが広島南ロータリークラブのそれぞ
れ会員となっておられて、ロータリー活動に対し
てたいへん理解を示していただいております。
普段、われわれにはあまりお目にかかることが

ない工場であり、製品ですが、この機会にぜひ機
械加工、組み立てといった物づくりの現場をしっ
かりと見ていただきたいと思います。
�幹事報告
11月23日（祝・木）開催の地区補助金事業・11

月28日（火）夜開催の会員組織委員会GMの未回
答者は回答のこと。／ 10月29日（日）地区大会
バス出発時間変更の案内（ANAホテル前８：00、
西広島駅前８：20、五日市駅南口８：40）。／次
週例会はバイキング形式、12時開場。
出席報告

　会員数�64名　出　席�47名　欠　席�17名
　　　　�　　　来　賓�� 2名

　　　　　写真をＰ８〜９に掲載　　　　　�

10
� 24

第1473回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

それでこそロータリー
連続出席100％
萬歳　幸治会員（31年）
石井　和彦会員（31年）
梶本　尚揮会員（31年）
奥田　　實会員（31年）
白築　忠治会員（31年）
山下　哲夫会員（31年）
平石　雅史会員（17年）
山下　幸彦会員（16年）
岡本　俊雄会員（15年）
室﨑　雅宣会員（12年）
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会長時間「職場訪問その後」
先週は、株式会社シンコーさんへ職場訪問例会
として、47名の会員でお邪魔しました。職業奉仕
委員会の皆さんはじめ、出席された会員の皆様た
いへんお疲れさまでした。　
われわれの日常使っている生活用品は石油から
できている物が多いのですが、その石油依存が高
いなかで、日本は中東から原油を輸入して精製して、
石油化学製品にしています。石油から製品への過
程で、原油を国内に輸入する段階で、シンコーさん
のカーゴオイルポンプが活躍するわけですが、その
ポンプが世界のシェアの85％以上を占めているわけ
です。我々の生活用品が不自由なく満たされている
なかで、陰の力として、このような日本の産業が
大きく支えているということがよくわかりました。
あらためて、日本の物づくりの素晴らしさを知
ることができました。　
ところで、先週の21日の土曜日に、朝のＮＨＫ
の「おはよう日本」のなかで、７：45頃から、旧
可部線を訪ね歩くコーナーがありました。そして、
旧加計駅の車庫に唯一保存されている気動車をと
りあげていました。一年に数回、整備して、敷地
内を約100メートル走らせるそうですが、その時
に、シンコーさんの職場訪問で、会社の説明をし
ていただいて大変お世話になった釈迦郡一正様
が、その車輛を運転しているのが、放映されてい
ました。たいへん楽しそうに語っておられたので
すが、職場訪問でお世話になっていたので、その
名前からすぐわかりました。今回このような縁が

なかったら見過ごしていたかも知れません。そし
て、釈迦郡様は、以前西南ロータリーの会員であっ
たある方の義理の息子さんであるということも今
回わかりました。何か不思議な縁を感じました。
また、訪問のあとに、黒木専務様からお礼のメー
ルに、西南ロータリーの中に知り合いのかたが数
名おられて、久しぶりに会えて、話ができてうれ
しかったと書いてありました。
よく必然の偶然とか、偶然の必然とかいいます

が、まさにこういうことなのかなと思います。ま
た、世間は広いようで狭いというのも、このこと
だなとつくづく思った次第です。ご縁をいただい
た釈迦郡様有難うございました。
今週末、28日、29日と岩国で地区大会が開催さ

れますが、特に本大会に参加されるかたは、早朝
からのバスでの遠征となりますが、よろしくお願
いいたします。
�幹事報告
クラブ月報配布の案内。／がんアンケート配布

の案内（11月14日提出期限、例会中に記入し終了
後受付へ提出を）。／ 10月29日（日）開催の地区
大会バスは、ANAホテル前８：00発、西広島駅
８：20発、五日市駅８：40発予定。／例会変更。
／例会終了後、月報編集会議開催。／本日18：30
より５Ｆ「雲海」にてパスト会長会開催。／次週
例会は休会、次回例会は11月７日（火）。

掲　示　板

11月行事予定
❖�11月７日（火）
　13：45 ～　第５回理事役員会� ANAホテル４F
❖11月14日（火）
　13：45 ～　第３回クラブ協議会� ANAホテル４F

❖11月23日（祝・木）
　地区補助金事業…メークアップ行事です
　９：30 ～集合　佐伯区　障害者支援施設「愛命園」
　10：00　　　　焼き芋販売開始
　11：15　　　　会長挨拶・焼き芋器寄贈セレモニー
　14：15　　　　まつり終了予定　
❖11月28日（火）13：45 ～
　月報編集会議� ANAホテル例会場前

DONATIONDONATION
10  月 年度累計

ス マ イ ル 89,000 円 405,000 円
善 意 の 箱 11,510 円 47,055 円
100万ドル なし 101,430 円
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山國　　豊　１日
上田　直治　８日
杉川　　聡　８日
先小山英夫　９日
遠崎　秀一　10日

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

平原　一彦　７日
佐藤　二郎　16日
曽里　　裕　18日

伊藤　英彦　21日
児玉　栄威　30日
室﨑　雅宣　31日

会員誕生日

結婚記念日

10月の会員記念日

パートナー誕生日入　会　月

創　業　月

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

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

桒田　博正　Ｈ23年
對馬　久子　Ｈ23年
橋本　幸範　Ｈ23年

石井　和彦　養神館病院� Ｓ７年
伊藤　英彦　㈱クロマ� Ｈ16年
梶本　尚揮　㈱綜合建築設計�Ｓ50年

佐々木信幸　㈱ネクサス� Ｈ４年
井津上晴士　三井ホーム㈱中国支店� Ｓ49年

スマイルボックス
佐藤二郎会員　本日BOXに、地区補助金事業と
して参加する愛命園の園祭りの案内を入れさせて
頂きました。バザー用品提供のお願いが来ていま
す。11月14日の例会までに持参頂ければ、私の方
で愛命園まで届けます。皆様のご支援を宜しくお
願いします。
田村英樹会員　（スマイルボックスチケット）
出席報告
　会員数�64名　出　席�51名　欠　席�13名
　　　　�　　　来　客�� 1名
プログラム
会員卓話
「�米山奨学事業の原点をたずねて」
米山奨学委員会委員長
� 林本　正継会員
今月10月は米山月間です。米

山月間は日本ロータリー独自の特別月間で会員の

皆様に米山奨学事業への理解を深めていただく機
会にすることとなっております。奨学事業の原点
は1952年東京ロータリークラブが初代会長の米
山梅吉翁の遺徳を記念し「米山基金」を設置した
ことに始まります。
そこで私自身米山奨学委員長として米山奨学事

業への理解を深める為10月の11日にゴルフ同好会
の有志の方々と共に総勢８名で米山梅吉記念館を
訪ねて参りました。記念館で米山梅吉翁の遺徳を
偲ばせる遺品や展示品を拝見しながら学芸員の
方のお話をお伺いしてあらためて米山梅吉翁は
ロータリアンの鑑であるということが理解でき
ました。本日は米山梅吉を語るDVD「米山梅吉一
代記」をご覧いただき生涯を通じ公私にわたり奉
仕の実践を貫かれた米山梅吉翁の遺徳を学び米
山奨学事業のみならずロータリーの奉仕の精神
の理解も深める機会にしていただければと思い
ます。

職 場 訪 問 例 会 10月17日
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2017-2018年度　第4回理事・役員会　議事録

日　時：2017年10月３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）

　７・８・９月で４分の１の事業が遂行しまし

た。10月は職場訪問例会、地区大会と外へ出てい

く行事が多いので、引き続きよろしくお願いいた

します。

議事

　①�　グローバル補助金承認と振込（1050＄）の報告

　　�　ボリビアにおける水頭症治療援助に対する

グローバル補助金が財団より承認された。

　　�　援助金1000＄と手数料５％の1050＄を送金

する。

　②�　職場訪問例会について

　　�　10月17日　10月３日現在40名弱の参加。11

時40分にANAをバス出発。次回例会で最終

案内。

　③�　地区補助金事業

　　�　メーキャップ対象として承認する。当日行

われるバザーの協力は佐藤会員より別途案内

がある。インターアクトクラブの交渉をして

いる、ノートルダム清心中・高等学校の生徒

へも参加要請を行う。次回、例会で会員への

案内を実施予定。

　④�　広島国際映画祭後援名義使用

　　�　11月24日（金）から26日（日）実施される。

例年どおり承認する

　⑤�　11月プログラム

　　�　11月７日平原会員（ロータリー財団）、14

日佐々木会員（戦略計画）、21日会員弁護士

で調整中、28日広島県立美術館学芸課長・福

田浩子氏を迎え、ブータンの文化と展覧会に

ついて卓話予定で承認。

　⑥�　９月度会計報告

　　�　未収金毎月２～３名あり、スマイル３ケ月

で95万円/予算150万円、ポリオプラス35＄は

一般会計より、EREY100＄は例年通り会費

請求により寄付を実施する。

　⑦�　各理事役員報告

　　�　クラブ広報より（ロータリーの友　次号の

読書面に紹介あり）、会員組織委員会より（11

月28日実施の会員組織委員会全体GMは入会

10年以内の会員へ参加を要請）

　⑧　その他

　　�　インターアクトクラブの交渉状況。ノート

ルダム清心中・高等学校へ訪問。橋本会員の

ご息女が通われている。橋本会員自身も保護

者会の副会長のご縁から。面談は、今崎校長、

中路教頭、神垣教頭の３名。既にNDA委員

会という奉仕組織があり、クラブ活動とは違

いクラスから人員を選抜する委員会組織のた

め、インターアクトクラブにすることは難し

い。また、新規にクラブをつくるにも課題が

いくつかあり。今後は、当クラブが行う奉仕

事業には生徒派遣を検討していただく。地区

補助金事業の「愛命園祭り」で打診する。

次回の予定

　11月７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）

　熱心なご検討ありがとうございました。季節も

かわり、風邪を引かないように元気でクラブ運

営・奉仕活動を行っていきましょう。
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広島西南RC　９月度個人別出席状況一覧表
（メークアップ期間の都合上１ヶ月前を掲載しております）

名…名誉会員　■…出席免除会員　○…ホームクラブ出席　△…メークアップ　×…欠席

2017年11月21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

　プロ野球ＣＳシリーズでカープは残
念ながら敗退しました。
　しかしカープは今年ペナントシリー
ズで２年連続制覇し、広島を大いに勇

気づけてくれました。
　日経情報によりますと試算では広島県内への経
済効果は昨年より70億円増えて400億円に達すると
のこと…スゴイですね！
　来年も頑張れカープ、日本一を目指して! !
� （田村　英樹）

氏　名 5 9 19 26 出席率
名 岡本　文治

1 荒木　　攻 × ○ × 33%
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 ○ ○ ○ 100%
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 9 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 △ ○ △ 100%
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%

1214号� （11）
経済と地域社会の発展月間・米山月間
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