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第1474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
物故会員黙祷

　広島東ＲＣ
　　筒井　數三（つつい　かずそう）会員
　　（㈱シンコ―　名誉会長）
� 10月27日（金）ご逝去（98歳）
お誕生記念月記念品贈呈
橋本　幸範会員　11月２日
三宅陽一郎会員　11月14日

地区大会表彰の紹介
30年間100％出席
萬歳　幸治・石井　和彦・梶本　尚揮
奥田　　實・白築　忠治・山下　哲夫　各会員
ガバナー補佐功労賞� 曽里　裕　会員
※�クラブ例会年間100％出席達成賞・米山記念
奨学会　寄付達成クラブ（３千万円達成クラ
ブ）感謝状は例会場に展示

会長時間「地区大会に参加して」
先月28日、29日、と２日間岩国にて地区大会が
岩国中央ロータリークラブの藤中ガバナー主催で
開催されました。
地区大会は、地区のロータリアンができるだけ
多く参加するようにと、会期は２日以上、最高３
日までとし、ロータリーとロータリー財団に関す
る主題に焦点を当て、均衡の取れたプログラムを
盛り込むように推奨されています。また、できる
だけ多くのボランティアを活用し、手頃な費用に
維持することも薦めています。
その目的は、

１．�地区の奉仕プログラムやプロジェクトを紹
介する　

２．�ロータリアンの奉仕活動への参加意欲を高
める

３．�クラブレベルを超えたロータリーのビジョ
ンを分かち合う

４．�会員基盤を維持し、増大をはかるために、
おおいに親睦をはかる

５．�規定審議会に送る代議員を選出する
など、いろいろな目的があります。
さらにこのなかで、ＲＩ会長代理に少なくとも

２回は大会で講演する機会を与えるということ
が、決められています。今年度は、大阪中央ロー
タリークラブの横山パストガバナーがＲＩ会長代
理として出席され、28日の会長幹事会と29日の本
大会の２回講演をされました。特に今回は、2016
年の規定審議会で柔軟性について取り上げられた
ことから、柔軟性・多様性を取り入れることに
よって、会員増強を図ることが必要であるという
ことを藤中ガバナー、横山ＲＩ会長代理ともに多
くの時間をさいて話されました。
午後からは、記念講演として、人口知能研究者

の黒川伊保子女史の話がありました。タイトルは
「男と女の脳科学～脳が作り出す男女のミゾ、人
生の波～」ということですが、男と女の脳の違い
からくる男女間の思考の違い、夫婦喧嘩の原因な
どを自分の体験談を織り交ぜながら、男女間の波
風を立てない会話の方法などを、こと細かく聞か
せていただきました。結論からいえば、男性はゴー
ル指向問題解決型で、女性はプロセス指向共感型
だそうです。
また、懇親会会場への移動の途中、錦帯橋の河

原では、地元の有志で結成されています岩国藩鉄
砲隊の演舞が披露されました。戦国時代の甲冑衣
装に身をまとった大将以下10名の隊員による、火
縄銃演舞は、爆音が響き渡り、白煙がたちこめて、
実戦さながらの素晴らしい鉄砲ショーでした。十
分楽しませていただきまた。
地区大会というのは、主催するロータリークラ

ブの方たちが、参加者のために著名人の貴重な講
演を用意し、また地元のおいしい名物を食べてい
ただこうとか、歴史・文化を紹介しようと、１年
間かけておもてなしの準備をされます。このこと
を考えると、まさに地区大会はロータリアンに
とっては、その年度の一大イベントです。広島か
らは割りと近い岩国ですが、地域の文化を垣間見
ることができ、たいへん有意義な一日を過ごすこ
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とができました。来年は尾道の開催となります
が、ぜひとも多くの方が参加されるよう願ってお
ります。
�幹事報告
ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。
／ロータリーレート変更（１ドル＝112円→114円、
11月から）。／がんアンケートを健康管理委員会
で集計につき、受付へ提出のこと。／各種行事を
回覧。未回答者は回答を。／例会変更。／例会終
了後、理事役員会開催。
スマイルボックス

俵　雅之会員　2018年６月109回国際ロータリー
大会がベストシーズンのカナダ・トロントであり
ます。パンフレット希望の方は俵迄お願い致しま
す。
佐藤二郎会員　「ロータリーの友」11月号の「私
の一冊」のページ（たてがき21Ｐ）に「うえむら
ちかのカープごはん」の紹介記事が掲載されまし
た。この記事は広報雑誌委員長の田中和之会員が
発案、田中朋博会員が記事を執筆、クラブ広報委
員長の私の名前で投稿したものです。両田中会員
の尽力により、カープのセリーグ優勝にちなんだ
記事が掲載出来たことを記念し出宝します。
出席報告
　会員数�64名　出　席�52名　欠　席�12名
　　　　�　　　来　客�� 1名　ゲスト�� 1名
プログラム
会員卓話
「ロータリー財団について」
ロータリー財団委員会
� 委員長　平原　一彦

〇はじめに
　ロータリー財団委員会の話といえば、寄付集
めのことだろう。また、寄付したお金はどう
なっているのかと思われる方が多いのではと思
います。
　寄付をお願いするうえで、ロータリー財団や
財団プログラム等を紹介して理解を深めて頂く
必要があります。

〇ロータリー財団とは
　Ｒ財団の正式名称は「国際ロータリーのロー
タリー財団」です。会員から寄付金を受領し、
これを各ロータリークラブ及び地区が実行する
人道的・教育的活動のために配分する非営利
法人。

〇ロータリー財団の歴史

　国際ロータリー（ＲＩ）の６人目会長、アー
チＣ.クランフが1917年の国際大会で、「ロータ
リーが基金を作り、全世界的な規模で慈善、教
育、その他、社会奉仕の分野で、何か良いこと
をしようではないか」と基金の設置を提案した。
　1928年ロータリー財団と名付けられ現在に
至っています。
　因みに、ロータリー財団の標語は、「世界で
よいことをしよう」です。

〇ロータリー財団の使命
　ロータリアンが人々の健康状態を改善し、教育
への支援を高め、貧困を救済することを通じて、
世界理解・親善・平和を達成すること。
　この様な、崇高な使命を実行するには、ロー
タリアンの寄付が必要不可欠です。

　�寄付には、①年次寄付　②恒久基金寄付　③使
途指定寄付等があります。

〇寄付金について
　１）年次寄付
　年次寄付は、ロータリー財団プログラムの
主な資金源です。
　この寄付金は財団本部で３年間投資運用さ
れ、３年後に地区財団活動資金（ＤＤＦ）に
50％、国際財団活動資金（ＷＦ）に概ね50％
分配され、その全額が奉仕プロジェクトに活
用される。また、寄付金の運用益は、財団の
運営資金に充てられる。
・�年次ということで、毎年継続しての寄付が
求められています。

・�７月の年度初めに、負担金として「ロータ
リー財団寄付金」５ドルが徴収されていま
す。

　２）恒久基金寄付
　　�　この基金に寄付された寄付金は使用され
ず、投資などで運用される。投資収益のみが
ロータリーの様々なプロジェクトの活動資金
になる。

　　�　その目標は、財団の最低限度のプログラム
活動を継続し、将来の新プログラムまたはプ
ログラムの拡張を容易にするために、寄付金
は原則として使用せず基金として積み立てら
れます。

　３）使途指定寄付
　　�　使い道を決めて寄付するもの。例えば、よ
く知られているのが、ポリオプラスへの寄付
は、集まったお金は全額ポリオ絶滅活動に使
われる。
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ログラムの活動資金となる。
　・�年次寄付は、３年間財団で運用され、３年後
にプログラムに使用されます。
３年後に地区財団活動資金（ＤＤＦ）に50％、
国際財団活動基金（ＷＦ）に45％、残りが、
Ｒ財団活動資金（ＴＲＦ）に分配される。
このような仕組みを、シェアーシステムという

そうです。
地区補助金は、地区の裁量で地元や海外で財団

の使命に沿った、人道的・教育的にかかわりなく
社会奉仕プロジェクトと国際奉仕プロジェクトを
実施できる。
短期の活動やプロジェクトを実施するために活

用できる補助金です。プロジェクト予算のうち
50％以上をクラブが負担し残りを地区財団活動資
金（ＤＤＦ）から拠出される。
※�地区補助金を活用した広島西南ＲＣの事業
（事務局調べ）
2011－12年度　山下哲夫会長
　広島広域公園の梅の園にベンチを設置する
2013－14年度　田中茂樹会長
　東北まち物語紙芝居化100本プロジェクト
2014－15年度　林本正嗣会長
　心臓病の子どもたちと家族のためのデイキャンプ事業
2015－16年度　木村泰之会長
　「津田子供の家」の子供達の国際文化交流体験
プロジェクト
2016－17年度　杉川　聡会長
　点字グループ・つぼみ「点字図書作成」支援事業
※�地区補助金を活用した広島西南ＲＣの事業は、
「人道的プロジェクト」に該当する事業が多い。
「世界で良いことをする」には、先立つものは
やはり資金です。

〇寄付目標達成のために
　第2710地区の2017―18年度ロータリー財団支
援寄付の数値目標が示されています。

　１）目標金額
　　ポリオプラスへの支援� 35ドル／１人以上
　　年次基金� 150ドル／１人以上
　　恒久基金� ベネファクター１人以上
　※�ベネファクター：恒久基金に、1,000ドル以
上を寄付した人

　２）寄付金の現状
　　今日現在の寄付状況を説明します。
　　・�ポリオプラスへの支援（35ドル／一人）は、

クラブの一般会計から10月31日にロータ
リー日本財団に送金済み）

　　�　ロータリー財団の人道的奉仕の一環とし
て、1985年からポリオ撲滅運動を実施。途上
国の子供たちのために資金を供給するなど、
大々的な予防接種を通じて撲滅を目指し、
2017年には年間の発症件数がわずか数件にま
で減少した。

〇個人寄付の認証
　�　ロータリー財団は、寄付をした会員に特別な
称号が与えます。
　　１）ポール・ハリス・フェロー（ＰＨＦ）
　�　�　�　ロータリー財団は、惜しみなく寄付して

くれる人々を、ロータリーの創設者にちな
み、ポール・ハリス・フェローとして認証
しています。

　　　�　年次寄付又は使途指定寄付あるいはその
合計で1,000ドル以上寄付された方。

　　２）�マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
（ＭＰＨＦ）

　　�　�　1,000ドル以上を寄付された方、即ちポー
ル・ハリス・フェローの方が、その後1,000
ドル寄付されるごとに呼ばれる呼称。

　　３）ベネファクター
　�　　�　恒久基金に、1,000ドル以上寄付された

方。広島西南ロータリークラブは、当該年
度の会長がベネファクターとなる、習わし
となっています。

　　　�　今年度は、室崎会長がベネファクターに
なられました。

　�さて、皆さんが寄付してお金はどのように使わ
れているのか。

〇ロータリー財団補助金について
　ロータリー財団の補助金は、①地区補助金　
②グローバル補助金　③パッケージ・グラント
があります。　
　グローバル補助金とパッケージ・グラント
は、国際的また、長期的な比較的大規模プロジェ
クトに活用されているので今回は説明をパスし
ます。
　私たちに馴染みのある「地区補助金」につい
て説明したい。

〇ロータリー財団の資金源
　�　ロータリアンからの寄付は、①使途指定寄付
（ポリオプラス寄付）　②年次寄付　③恒久基金
寄付があります。
　・�ポリオ・プラス基金は、全額ポリオプラス支
援に使われる。

　・�恒久基金は、投資されその運用益が様々なプ
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　　・�恒久基金は室崎会長にベネファクターに
なって頂いた。

　　・��年次寄付については、先に話したように、
既に一人５ドルを負担しています。

　　　�また、本日の理事会において「ＥＲＥＹ」
として、一人当たり100ドルの寄付をお願
いすることが機関決定されるそうです。

　　・�従って、150ドルの目標に対して、105ドル
は確定とするならば、�45ドル×64名＝2,880
ドル残りの約3,000ドルの寄付を集める必
要があります。

　　�　今後、財団担当理事の白築会員と相談しな
がら、皆様にご寄付のお願いをすることがあ
ろうかと思いますが、趣旨をご理解いただき
快く応じて頂きたいと思います。

〇おわりに
　�　Ｒ財団がこれまで行ってきた活動は、世界的
な規模で奉仕活動に集中的に投資するととも
に、寄付金は、各ロータリークラブ或いは各ロー
タリアンの発想に基づいた奉仕活動を援助する
形でクラブに還流されています。

　�　これらの活動は民間レベルとしては最大のも
のであり、人類の幸福や世界平和に大いに貢献
してきたと言えます。

　�　ロータリー財団の活動や仕組みを理解し、身
近な奉仕活動に活用しロータリークラブの奉仕
活動を活性化させることがロータリアン一人ひ
とりの責務ではないでしょうか。

〇�以上、ロータリー財団の寄付金、補助金等につ
いて雑駁ではありますが説明いたしました。

寄付金について

１）年次寄付

２）恒久基金寄付

３）使途指定寄付（ポリオ・プラス基金など）

ロータリー財団とは

会員からの寄付金を、各ロータリークラブ及び

地区が実行する人道的・教育的活動のために

配分する非営利団体。

ロータリー財団の使命

ロータリアンが人々の健康状態を改善し、

教育への支援を高め、貧困を救済すること

を通じて、世界理解・親善・平和を達成する

ようにする。

ロータリー財団の歴史

国際ロータリーの６人目の会長 アーチＣ．クランフ

「全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の

分野で、何か良いことをしよう」と提案した。

ロータリー財団の標語 ：世界でよいことをしよう。

個人寄付の認証

ロータリー財団は、寄付をした会員に特別な称号を与えます。

１）ポール・ハリス・フェロー（ＰＨＦ）

年次寄付又は使途指定寄付あるいはその合計で１,０００ドル
以上寄付された方。

２）マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（ＭＰＨＦ）

ＰＨＦがその後１,０００ドル寄付するごとに呼ばれる呼称。

３）ベネファクター

恒久基金に１,０００ドル以上寄付された方。

【 地区補助金 】

〇奉仕プロジェクト

〇地区Ｒ奨学金

【 グローバル補助金 】

〇人道的奉仕プロジェクト

〇ＶＴＴ

〇ロータリ奨学金

〇ロータリー平和フェロー

〇パッケージ・プログラム

ロータリー財団の資金源

財団プログラムの資金

50%

45%

50%

50%

運営準備金

（ＴＲＦ）

ポリオ・プラス

アンから

ロータリ

の寄付

5%

基　金

恒 久 基 金

シェア

地区財団

活動資金

（ＤＤＦ）

国際財団

活動資金

（ＷＦ）
投資収益

ポリオプラス

基　金

年次プログラム

Ｒ財団

ロータリー財団の補助金

１）地区補助金

２）グローバル補助金

３）パッケージ・グラント

ポリオ・プラス

•ポリオ撲滅運動
ロータリー財団の人道的奉仕の一環として、ポリ
オ（小児まひ）撲滅運動を実施。

・ポリオプラス
ポリオと共に、はしか・ジフテリア・結核、百日咳・
破傷風の五つをプラスして同時追放を目的とする。

年次寄付

・年次寄付は、ロータリー財団のプログラムの

主な資金源。

・寄付金は寄付の３年後に使用される。

・３年間の運用益は財団の経費に充てられる。

使途指定寄付

•使い道を決めて寄付するもの。

•ポリオ・プラス基金

ポリオ撲滅活動に使われる。

恒久基金寄付

• 寄付金は投資され、その運用収益のみが財団の

各プログラムに使用される。

・恒久基金へ１,０００ドルを無条件寄付した人をベネ

ファクターと呼ばれる。

ロータリー財団について

ロータリー財団委員会

委員長 平原 一彦
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第1475回例会
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
ベネファクター表彰
室﨑　雅宣会長

ご結婚記念月記念品贈呈
村尾　博司会員　11月１日
三宅陽一郎会員　11月２日
佐々木信幸会員　11月３日
岡本　俊雄会員　11月３日
井津上晴士会員　11月９日
折本　　緑会員　11月18日
佐藤　克則会員　11月18日
石井　和彦会員　11月20日
山下　哲夫会員　11月21日
谷口　公啓会員　11月22日
宮本　　昇会員　11月22日
長野　　宏会員　11月22日

会長時間「第５回理事役員会報告」
本日は、今月７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10月24日に、７人のパスト会長と、今年度

会長、会長エレクト、幹事によって、パスト会長
会が開かれました。ここで、エレクトより次々年
度の会長候補が推薦され、全員一致をもって承認
されました。これに基づき指名委員会を設置し、
そこで指名された次年度役員を来月12日開催予定
の総会に掛けることが決まりました。
今年度の地区補助金事業として、愛命園に焼き

芋器を寄贈するにあたり、今月23日の勤労感謝の日
に「愛命園祭り」に参加します。わが西南の軽音
楽部もアトラクションに参加します。また、ノート
ルダム清心高等学校の１年生６名と引率の先生が

寄付目標達成のために

•地区目標

１）ポリオプラスへの支援 ３５ドル／１人以上

２）年次寄付 １５０ドル／１人以上

３）恒久基金寄付 ベネファクター１人以上

地区補助金

•地区補助金は、地元地域や海外における比較的規
模の小さい、短期的な活動を支援する。

•支援例

人道的プロジェクト

奨学金

職業研修チーム

グローバル補助金

•グローバル補助金は、財団の使命に関連する６つの
重点分野の一つにおいて、大きな成果と持続が望ま
れる国際的なプロジェクトを支援するもの。

•平和と紛争予防/紛争解決 ・疾病予防と治療

•水と衛生設備 ・母子の健康

•基本的教育と識字率向上 ・経済と地域社会の発展

寄付の進捗状況

１）ベネファクター
室崎会長

２）ポリオプラスへの支援
３５ドル／１人 （クラブ負担で支払い済み）

３）年次寄付
１５０ドル／１人以上 （未達）

※ ＥＲＥＹ（Every Rotarian Every Year)
―毎年あなたも１００ドルを―

ロータリー財団の資金源

•年次寄付は、３年後に地区財団活動資金（ＤＤＦ）に

５０％、国際財団活動資金（ＷＦ）に５０％分配され

その全額が奉仕プロジェクトに活用される。

・このような仕組みを、シェアーシステムという。

・地区補助金事業は、クラブが事業費の50％以上を負担。

残りを、地区財団活動資金の補助を受ける。

地区補助金の活用例 （事務局調べ）

2011－12年度 （山下 哲夫会長）

広島広域公園の梅の園にベンチを設置する

2013－14年度 （田中 茂樹会長）

東北まち物語紙芝居化１００本プロジェクト

2014－15年度 （林本 正嗣会長）

心臓病の子どもたちと家族のためのデイキャンプ事業

2015－16年の （木村 泰之会長）

「津田子供の家」の子供たちの国際文化交流体験プロジェクト

2016－17年度 （杉川 聡会長）

点字グループ・つぼみ「点字図書作成」支援事業

ご清聴ありがとうございました
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参加され、お茶のおもてなしや焼芋の販売を手伝い、
入所者の生活の様子を学ぶ予定になっています。
12月のクリスマス家族例会の予算計画が承認さ
れ、アトラクションでは、元米山奨学生の姜暁艶
（ジャン・ショウイェン）さんの二胡の演奏を楽
しんでいただくことになりました。
また、10月度までの会計報告と、12月度のプロ
グラムが承認されました。
合同幹事会、合同事務局運営委員会の報告があ
りました。そのなかで、来年の３月11日に広島中
央ロータリー主管でＩＭがリーガロイヤルホテル
にて開催されることになり、全員登録となりまし
た。また、４月29日に広島南ロータリークラブ主
催で、14RC合同懇親ゴルフ大会が広島カンツリー
クラブにて開催され、表彰式も同日開催されるこ
とが報告されました。
�幹事報告
年次総会案内・本日卓話資料・12月19日（火）
夜のクリスマス家族例会案内・会員手帳追加シー
ル・オークニジャパンのファミリーセールお知ら
せ配布の案内。／健康管理委員会からのがんアン
ケート提出期限は本日迄。／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

萬歳幸治会員　税を考える週間（11月11 ～ 17日）
寺本真司会員　これまでは、大した実績もなく
ひっそりと続けていました趣味の詩吟なんです
が、このたびEMIレコード吟詠大会中国地区予選
で３位入賞し、来年夏、東京で行われる全国大会
に出場することになりました。もう二度とない事
かもしれないので、つつしんでSMILEさせてい
ただきます。
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
「�広島西南ロータリークラブ戦
略計画」
戦略計画委員長
� 佐々木　宏会員
［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
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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。

11
� 21

第1476回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間「筒井パストガバナーを偲んで」
本日、先日亡くなられました広島東ロータリー
クラブの筒井パストガバナーの葬儀に参列してま
いりました。わが西南の山本豊会員も参列される
ということで、一緒に行って来ました。
筒井パストガバナーのロータリー歴は、1961年
に入会されてから56年に及び、その間2014年12月
まで53年間100％出席を果たされました。メーク
アップも必ず他クラブに出席されていました。東
ロータリークラブの幹事、会長を歴任後、1994
～ 1995年度のRI2710地区のガバナーに就任され
ました。マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
をはじめ、ロータリー財団ベネファクター、ロー
タリー平和センター冠名寄付、米山功労者マルチ
プル、米山功労法人と数々の貢献をされました。
さらには、2012年にロータリアン最高の栄誉であ
ります「超我の奉仕賞」を受賞されています。
筒井パストガバナーは、我が西南とはたいへん
ご縁のあった方で、もちろん何度か卓話来賓とし
て来て頂いています。特に山本豊会員とは、山本
さんが特別代表となっておられる子クラブの廿日

市ロータリークラブの創設にあたって、地区ガバ
ナーとしてたいへん尽力され、1995年の廿日市
ロータリークラブの誕生を実現されました。また、
ロータリーの世界大会では、オーストラリア他に
一緒に参加されたこともあると聞いております。
私はビジネスでたいへんお世話になっておりま

すが、たいへんゴルフのお好きな方で、会社主催
のゴルフコンペの時には、何度か送り迎えをさせ
ていただきました。80歳を過ぎてからのゴルフで
は、前半に40台のスコアが出ると、「エージシュー
トができるかもしれませんね」とおっしゃりなが
ら、日本酒を好んで飲まれていたのが印象に残っ
ています。筒井パストガバナーは、広島の商工会
議所、造船工業会、日伯協会等々、公職にもずい
ぶん奉仕された方です。ご覧になられた方がある
かも知れませんが、職場訪問のときに使わせて頂
いた部屋の隣に特別室があり、ロータリーはじめ
各界から表彰された数々の記念の品、写真等が展
示してあります。
筒井パストガバナーは、ロータリー活動にたい

へん熱心で、ロータリーを通して交流、親睦をは
かり、ロータリーの仲間をたいへん大事にされた
方でした。思うに、筒井様はまさにこれぞロータ
リアンと言うに相応しい方ではないでしょうか。

広島西南ロータリークラブ戦略計画について

広島西南ＲＣ

戦略計画委員会

CLP(クラブ リーダー シップ プラン）

RIが効果的なクラブとなるための具体的な最善の
管理的枠組みを示したもの。

西南RCは２００７年に独自のCLPを導入して

１ 組織の大幅な変更

２ 事業計画策定の手順の明確化

３ 単年度から継続性へ

４ 戦略計画の策定

西南RC戦略計画

「ロータリーの目的」を達成するためのクラブ

のあるべき姿 目標（ビジョン）を示しその

目標を達成するための基本的な考え方や

行動指針を表したもの。

２００７年CLPを導入時にクラブ独自で作成

２０１０年８月改定

２０１７年８月に改定

戦略計画策定の基本的考え方

１） 中核となる価値観（すなわち親睦、高潔性、多様性、奉仕、
リーダーシップ）をロータリー活動の基本的な理念とする。

２） 具体的には明るく、大胆な、楽しいクラブを実現することを
目標としたビジョンと行動指針を策定する。

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
を考慮する 。

４） RIの戦略計画と調和したものにする 。

中核となる価値観

ロータリアンとしての基本的な考え方のガイドライン（何を優先させる

か、どのような行動をとるか）を示したもの。ロータリーの基本理念

私たちは、親睦を通じて生涯にわたる友情をはぐくみ、国や文化を超え

た理解を促します。

私達は高潔性をもって約束を守りぬき倫理を守ります。

多様性を誇るロータリーはさまざまな考え方をつなぎ、多角的なアプロ

ーチで問題に取り組みます。

私達は奉仕を通じてリーダーシップと職業のスキルを生かし

地域社会の問題に取り組みます。

CLPと戦略計画

ロータリーは毎年会長をはじめとして全ての

理事役員や委員長が交代します。

CLPでは戦略計画をたて、その戦略計画に調和す

る事業計画を立案して実行することにより、クラブ
の一貫性 継続性を保持し、よりクラブの活性化、
強化を図ることを推奨しています。
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者に流出したという事件です。流出した情報件
数は約3000万件と言われています。しかも、名
簿業者から得体のしれないデータを、名の通っ
た上場会社が購入して利用し、ダイレクトメー
ルの送付を行っていたことも問題となりました。
　�　この事件では、個人情報の流失を理由にした
慰謝料請求について、さる10月23日最高裁判決
があったばかりです。「不安感や不快感を抱い
ただけで、直ちに損害賠償請求はできない。」
として慰謝料の請求を認めなかった大阪高裁の
判決に対して、最高裁は、精神的損害の有無や
程度を十分に検討するように、ということで、
高裁判決を取消して審理を高裁に差し戻したも
のです。賠償額を幾らにするか、という点に関
連して、かつて早稲田大学江沢民事件というの
がありまして、江沢民中国国家主席の講演会が
大学で行われた際の出席者の名簿を勝手に大学
が警察に開示したという事件で、学生一人につ
き5000円という賠償額が認められたケースがあ
ります。他の個人情報漏えいの損害賠償の事件
でも、１人当り5000円～１万円位、一番高いと
ころで３万円というケースがありましたが、こ
れは迷惑メールなどの実害を受けた方に対して
の賠償額なので、単に漏れただけなら5000円～
１万円というのがこれまでの裁判例での相場で
す。この事件の対策費としてベネッセは200億
円を用意し、１人500円の金券を配ったそうで
す。ベネッセの事例は全国規模のもので扱う顧
客データの多さも膨大ですから、金額のボ
リュームも桁違いですが、塵も積もれば山とな
るとの例えがあるように、個人情報の漏えいに
よる企業損害の大きさは意識しすぎて足らない
ということはありません。また、この事例での
情報の流出源は子会社の下請の下請の従業員と
いう、ベネッセ本体から言えば三次下請業者で
した。発注者が三次下請業者の責任まで取らさ
れるのかという問題もあり、委託先への管理責
任がどこまで及ぶのかについての裁判所の判断
も注目されています。

３�　さて、個人情報保護法による事業者の義務の
内容についてですが、個人情報保護委員会が
作っているパンフレットが非常に判りやすいの
で、これをご参照いただければと思います。

　�　まず、個人情報保護法は、情報の利用と個人
の利益の調和を図りつつ、民間事業者の個人情
報の取扱を定める法律である、となっています。
さらに、先に述べましたように、今年の５月30

ご冥福をお祈りいたします。
�幹事報告
クラブ月報配布の案内。／ 12月19日（火）夜
開催のクリスマス家族例会について未回答者は回
答提出を。当日参加会員には別途クリスマスプレ
ゼントの希望聞き取りあり。／11月23日（祝・木）
に当クラブ地区補助金事業を愛命園で開催（メー
クアップ行事）。／県立美術館で開催中の「ブー
タン展」チケットをスマイルで販売。希望者は受
付迄。／例会変更。
出席報告
　会員数�64名　出　席�45名　欠　席�19名
プログラム
会員卓話
「�個人情報保護法について」

� 根石　英行会員

１�　個人情報保護法は、個人情報取扱事業者の個
人情報の取扱義務を定めたもので、2003年に制
定され、2015年に改正されまして、本年５月30
日から改正法が施行されています。
　�　今回の改正のポイントの一つは、進歩したＩ
ＣＴ情報通信技術を使っての個人情報の利用
や、国を跨いでの個人情報の利用に対応しつつ、
個人情報の利用と保護の調和を図るという点で
す。ビッグデータという言葉をお聞きになった
ことがあるかと思います。個人情報保護法の手
続に則って処理されたビッグデータ化した情報
のことを匿名加工情報と言い、匿名加工情報の
取扱いが法改正の眼目です。
　�　今回の改正のもう一つのポイントで、私の事
務所のような零細事業所を含めてですが、影響
が大きいのが、個人情報取扱事業者の範囲の拡
大です。これまでは個人情報保護法の適用を受
けなかった事業者に対しても法律が適用される
ようになりました。これまでは、個人情報デー
タベースを使っている事業者は、データ件数が
5000人分以下であれば、法律の適用がなかった
のですが、今回の改正でデータ数にかかわらず
法律の適用を受けることになりました。
２�　個人情報漏えいなどの問題が生じた場合に、
事業者はどのような損失を被るのかについての
事例として、影響の大きかったものとして３年
前のベネッセの事件をご紹介しておきます。幼
児向けの雑誌を販売しているベネッセの顧客の
子供と家族の名前や住所等のデータが、名簿業
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得に際して、保管について、第三者への情報の
提供について、本人からの開示等の請求につい
ての四点について個人情報取扱事業者には守る
べきルールが定められています。

　　⑴�　第一に、利用目的を定めておいた上で、
利用目的の範囲内でしか個人情報を利用し
てはなりません。

　　　�　事業者は個人情報の利用目的を具体的に
定めておかなければならず、その目的の範
囲内でしか利用できませんし、利用目的の
範囲でしか利用できませんし、利用目的は
予めホームページや店頭で公表しておかな
ければなりません。利用目的については、
変更することができますが、変更前に取得
した情報を変更後の目的のために利用する
ことはご本人の新たな同意がなければ原則
的にできません。例外的に変更前の目的と
合理的な関連性が認められる変更の場合に
は利用が可能です。

　　⑵　取得の際の制限
　　　�　個人情報の取得に際しては、偽りその他

不正の手段での取得は禁止されます。名簿
業者や第三者から個人情報の提供を受ける
場合には、その提供元が適正に個人情報を
取得した上で、もともと第三者提供が許さ
れている情報であるのかを確認しなければ
ならず、それを怠ると不正な手段での取得
とされるおそれがあります。

　　　�　なお、偽りや不正の手段でなければ、本
人の同意がなくてもその人の情報を収集
（取得）することは可能です。例えば、顧
客の商品の購入記録を残しておくこと自体
について顧客の同意は不要です。個人情報
の利用目的として自社商品販売管理のため
という目的を定め公表しておけば、ご本人
の了解がなくても販売実績のデータを残し
ておくことは可能です。

　　　�　要配慮個人情報（人種、信条、社会的身分、
病歴、犯罪歴、犯罪被害歴、健康診断結果、
診療情報等）については、言ってみればプ
ライバシーの極致というか他人に知られた
くない事項であり、本人の同意なく情報を
取得すること自体が禁止されています。

　　⑶　情報管理保護の重要性
　　　�　小規模事業者向けの緩やかな情報管理保

護のルールについて説明します。
　　　�　まず、個人データについては安全に管理

日からは、全ての事業者の適用されることにな
りました。
４�　次に個人情報とは何かです。個人情報は、「生
存する個人に関する情報であって、特定の個人
を識別することができるもの」とされています。
これを個人識別性と言いますが、言いかえると
誰の情報かが分かるものということです。顔写
真などや防犯カメラの画像は、名前が書いてな
くても誰の情報かが分かりますので、典型的な
個人情報です。死者の情報は原則的に含みませ
ん。しかし死者の情報であっても相続人の情報
となりうるものは相続人の情報として個人情報
となります。顧客情報だけでなく従業員情報も
個人情報です。事実だけではなく事業者の個人
に対する評価情報も含みます。
５�　個人情報保護法で義務が課せられるのは誰
か、というと個人情報取扱事業者です。
　�　この個人情報取扱事業者というのは、「個人
情報データベース等を事業のために使っている
者」と定義されています。ここで、個人情報デー
タベース等とは何か、ということですが、（１）
個人情報をコンピュータで検索できるように体
系的に構成したもの。エクセルで作った住所録
もこれに該当します。（２）コンピュータを用
いなくても個人情報を体系的に整理し、目次、
索引その他で検索が容易となっているもの、紙
ベースの電話帳とか、会員名簿とかです。
　�　こういう個人情報のデータベースを使ってい
る者が個人情報取扱事業者です。
　　但し、市販されている住所録、住宅地図、電
　�　話帳、カーナビ等もデータベースですが、こ
れらだけを使っている者は個人情報取扱事業者
から除外されています。
　�　さらに、個人情報データベース等の内容を構
成する個人情報のことを、「個人データ」とい
います。
６�　小規模事業者については、個人データの安全
管理の措置についての対応が緩和されていま
す。小規模事業者とは、従業員100人以下で、
過去６カ月以内に5000人分を超える個人データ
を一度も扱ったことがない事業者です。個人
データを処理する業者は除きます。2015年改正
前は、5000件を超えなければ、個人情報取扱事
業者から除外されていましたが、現在では、先
にご説明したように個人情報取扱件数の下限が
無くなっています。
７�　事業者の個人情報の扱いについてですが、取
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曽里　　裕会員（26年）
杉川　　聡会員（20年）
村尾　博司会員（19年）
根石　英行会員（15年）
山本　春男会員（14年）
橋本　幸範会員（６年）
對馬　久子会員（６年）
桒田　博正会員（６年）
会長時間「地区補助金事業」
23日の勤労感謝の日に、湯来町にある視覚障害

者支援施設「愛命園」で行われた「愛命園祭り」
に参加してきました。水谷理事が、地区補助金を
使っての事業として、愛命園に焼芋機を寄贈する
ことを企画され、これに合わせて、我が西南ロー
タリークラブの会員が焼芋の販売、軽音楽部の皆
さんがアトラクションへの参加、同行したノートル
ダム清心高校の先生と生徒さんは、バザーの手伝
いにと、皆楽しい有意義な一日を過ごして来ました。
当日は、前日来の雨もあがって晴天ではあった

ものの、晩秋の県北にて、寒風吹きすさぶなかで
の祭りでしたが、おかげさまで用意した焼芋は完
売しました。
また、アトラクションのコーナーでは、地元湯

来南高校の生徒による、しっかり息のあった和太
鼓の演奏もあり、日ごろの練習の成果をたっぷり
みせてくれました。もちろん、西南の軽音楽部も
変装をとりまぜての、懐かしい曲から、カープの
歌まで披露し、観客のみなさんにも大いによろこ
んでいただきました。
今月は財団月間ですが、地区補助金というのは、

ロータリー財団から地区にもどってきた財源から、
地区が各ロータリークラブに奉仕事業の資金とし
て、その事業の半額を援助するものです。そして、
地区補助金事業は、単に資金の提供だけでなく、
ロータリアンが汗をかいて、その事業に参画する
ことが求められます。地区補助金事業は、西南は
毎年実施してきておりますが、今年は焼き芋機と
今回の諸経費合わせて、約20万数千円かかりまし
たが、その半分の100,000円を地区が補助してくれ
ます。愛命園では、焼芋機を毎年レンタルしてお
られたそうですが、このたびの寄贈によって園に
常備することができ、祭りだけでなく、夏にはとう
もろこしを焼くなど他の機会にも使用したりでき
るので、園長先生もたいへん喜んでおられました。
このたびの事業では、水谷理事が補助金の申請

段階から尽力され、また当日はアトラクションの
司会にと大活躍されました。また、山下幸彦社会

して行かなければなりません。
　　　�　安全管理の方法ですが、①組織的安全管

理、②人的安全管理、③物理的安全管理、
④技術的安全管理が求められています。組
織的安全管理においては、体制の整備、情
報取扱の手順を定めること、情報漏えいに
対応する体制を作ることなどが求められて
います。技術的な安全管理とは、コンピュー
タへの外部からの不正なアクセスを防止し
たり、コンピュータから情報が漏えいしな
いようなセキュリティを設けたりすること
です。小規模事業者についての安全管理処
置については、より緩やかな措置で良いこ
とになっていて、例えば、技術的な安全管
理措置については、通常の事業者は、情報
システムに対してのファイアウォールの設
置がガイドラインで推奨されるのに対し、
小規模事業者については、パソコンのオペ
レーションシステムの最新のものに保持し
たり、ウイルスソフトを入れたりしていれ
ば良いとされています。なお、個人データ
をメールで送る場合はパスワードを常に設
定する必要があります。外部に個人情報に
ついての整理等を委託することがあります
が、その場合では委託先について前記安全
管理措置が取られるように必要かつ適切な
関与が必要です。業務委託について情報管
理の義務を定めた契約条項を作っておくこ
とや委託先を監督する方策を確保しておく
必要があります。

　　⑷　第三者提供の制限
　　　�　個人データは原則的に予め本人の同意が

なければ、第三者提供ができません。
　　⑸　開示等の手続
　　　�　保有している個人データについては、開示、

訂正、利用停止等の手続や窓口を定め、こ
れに応ずるような体制が求められています。

８�　以上雑駁なお話で、まとまりもなく、駆け足
でお聞き苦しい点も多かったかと思いますが、
個人情報管理の重要性について注意を向けてい
ただくきっかけになれば幸いです。本日はあり
がとうございました。

11
� 28

第1477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％

1215号� （11）
ロータリー財団月間



として、2015年現地訪問時の様子を交え、ブータ
ンの文化などを紹介した。

ブータンの首都ティンプーにあるタシチョ・ゾンには中
央政庁が置かれている。先代の第４代国王が GNH（国民
総幸福量）を提唱し、幸せの国として世界の注目を集めた。

この国は信号を設置しないことを選択した。首都のもっ
とも交通量の多い交差点では交通警官が手信号で車両を
誘導する。

ブータン料理は世界一辛いのではないか。唐辛子は香辛
料ではなく、野菜として多量に食べられる。

1964 年に新妻とともにブータンに赴任した西岡京治氏は、
農業振興に尽力し、「最高の人」の意味を持つダショーの
爵位を外国人としてただひとり授けられた。1992 年現地
で没。写真提供：西岡里子氏

奉仕委員長には、焼芋の責任者として、しっかり
と焼芋完売の成果をあげていただきました。今回
アトラクションに出演された会員、ご家族の皆様、
焼芋販売に汗を流された皆様、お手伝いいただい
たノートルダムの先生、生徒さん、米山奨学生の
于さん有難うございました。そして今回ご紹介い
ただいた佐藤二郎会員にも御礼を申し上げたいと
思います。有難うございました。
総勢約30名で参加した、愛命園への地区補助金
事業は、おかげさまをもちまして無事終了するこ
とができました。ここに、厚くお礼申し上げます。
ちなみに現地は、翌日初雪が降ったそうです。
�幹事報告
ロータリーレート変更の案内（１ドル＝114円
→112円　12月１日より）。／ 12月19日（火）夜
開催のクリスマス家族例会の出席・プレゼント希
望回覧の案内。未回答者は必ず回答を。／ロータ
リーカレンダー納品遅延の案内（配布は12月12日
（火）以降）。／例会変更。／例会終了後、月報編
集会議開催。／本日18：30 ～会員組織委員会GM
をホテルJALシティ広島で開催。
スマイルボックス

山本　豊会員　先週11月21日（火）故パストガバ
ナー筒井数三様の告別式が葬儀場で行われまし
た。遠方で困っておりましたところ室㟢会長の車
に同乗させて頂きました。式場佛前で報恩感謝の
誠を捧げ合掌致しました。室㟢会長の機敏なる手
配で例会へも出席出来、会長より会長時間にも話
して頂き心より、感激と感謝であります。出宝さ
せて頂きます。
山國　豊会員　11月23日の愛命園でカメラのトラ
ブルでとり直ししてすみませんでした。
社会奉仕委員長　山下幸彦会員　11月23日の愛命
園まつりに参加いただいた皆様に感謝して出宝い
たします。
出席報告
　会員数�64名　出　席�51名　欠　席�13名
　　　　�　　　来　客�� 1名　来　賓�� 1名
プログラム
外部講師卓話
広島県立美術館
特別展「ブータン〜しあわせに
生きるためのヒント」
　広島県立美術館学芸課長
� 福田　浩子氏
広島県立美術館で開催中の特別展「ブータン～
しあわせに生きるためのヒント」の鑑賞の手引き
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ブータンの民族衣装は絹や木綿を用い、縫取織や経浮織
による複雑な文様が表現されている。精緻な織物は 1日
に 1 センチほどしか織れない。気の遠くなるような織り
の手わざである。

この国では公の場での民族衣装着用が勅令で義務付けら
れている。大人はもちろん、子どもの制服も民族衣装で
ある。民族衣装を着る伝統、織物制作の伝統を保護する
ための政策である。

2017～ 2018本年度会員増強委員会の取り組みについて
理事　上田　直治　　委員長　岩田　智博　　副委員長　新藤幸次郎
　現在、広島西南ロータリー会員64名中、入会10年未満の会員が34
名在籍しており、今後５年、10年後のクラブ運営に、このメンバー
が中心となって活動していくために、退会防止を目的に、親睦を深
めまた新入会候補者の発掘をするため、10年会（仮名）を異業種交
流会形式で会員の友人、知人を誘い継続的（毎月）に開催していく。
・10年会開催の目的と期待効果
　�　継続的な開催で、会員相互の親睦を深めることで、退会防止
につながる。
　�　この会の開催には、会員の友人、知人も誘い参加することで、他会
員の友人知人との交流を深めることで、新入会候補者の発掘に繋がる。
　�　新会員候補者も会員との交流で、入会障壁のハードルを下げる
効果がある。

・10年会開催の維持と継続
　�　会員の中から３～４名の幹事役を選任、運営、企画を行う。
　�　この会が、会員増強委員会を運営母体で継続的に運営していく
ことで退会防止と新入会候補者の発掘を複数年、続けていける。

　「私の思い」
　本年度、会員増強委員長に選任されるに当たり、「嫌な役が回っ
てきたな～」と思いましたが、なんとか楽しくできないかと思い
今回の活動を考えました。
　また、この活動を複数年継続することで、次年度以降の活動が
負担無くスムーズに進めば幸いです。

西南ロータリー10年会開催報告
開催日：2017、11、14（火曜日）　時間：19：00～　会場：四季や袋町店
　参加メンバー：西南会員19名、ゲスト８名（男性５名、女性３名）
総勢27名で、第１回の10年会を開催しました。
　参加者全員の自己紹介などののち、和やかに１次会を終え、ゲ
スト４名を含め、15名ほどでの２次会へと流れました。
　開催に当たり、会員の皆様が幹事役、会場手配など進んで受け
持っていただいたり、宴を盛り上げていただいたりと、皆で開催
した一体感があり参加してい
ただいたゲストの方々も、良
い雰囲気を感じていただいた
と思います。
　今後は、出席していただい
たゲストを含めた、少人数の
仲良しグループ形成を、各会
員にお願いし、ゲストのフォ
ローをして、次回開催には又
参加していただけるよう、フォ
ローしていけたらと思います。

　「反省」
　お酒が入ると、まだまだ会員だけで盛り上がる場面があり、ゲ
ストを巻き込むと言う目的を忘れがちになっていた。座敷席での
開催で、席変更が難しかったので、次回開催はテーブル席での会
場で開催したい。

2017～2018年度 会員組織委員会 第１回ＧＭ
日時　2017年11月28日（火）18：30 ～　　場所　ホテルJALCITY広島

DONATIONDONATION
11  月 年度累計

ス マ イ ル 80,000 円 485,000 円
善 意 の 箱 14,196 円 61,251 円
100万ドル 44,436 円 145,866 円
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2017-2018年度　第5回理事・役員会　議事録

日　時：2017年11月７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）、岩田（オブザーバー）

会長挨拶（室㟢会長）
　７～ 10月で４ヶ月、１／３が経過。ガバナー
訪問、周年、地区大会が終了し、今月は地区補助
金事業の活用。残りの事業を引き続きよろしくお
願いいたします。
議事
　①�　合同幹事会・合同事務局運営委員会報告
　　�　ロータリーカレンダー。西南は１人２枚で
注文。

　　�　広島14RC合同懇親ゴルフ大会。４月29日
開催（広島カンツリー倶楽部　西条コース）
表彰式・懇親会も同日夜開催する。

　　�　2017－18年度RI第2710地区グループ６・
７合同インターシティ・ミーティング。

　　�　３月11日開催（リーガロイヤルホテル広島）
全員登録。

　　�　合同事務局負担金。１人あたり1,000円が
200円～ 400円値上げ予定。

　②�　パスト会長会報告・指名委員会設置
　　�　10月24日、ANAクラウンプラザホテル５
階の雲海にて11名参加で開催。次々年度会長
は山下幸彦会員で承認。

　　�　理事役員は指名委員会方式で行う。
　③�　12月度プログラム
　　�　12月５日、外部卓話。Oenophileオーナー
ソムリエの尾崎良輔氏。12日年次総会と健康
管理委員会により、がんアンケートの纏め。
19日昼例会はクリスマス家族例会（夜間）に。
26日は休会。プログラム承認。

　④�　10月度会計報告
　　�　順調に推移。スマイル予算150万円／実績
104万円。職場訪問は予算15万円／ 72,360円。�
青少年奉仕はRYLA登録料と交通費支払い。

　⑤�　各種報告
　　�　地区補助金事業進捗状況／ノートルダム清
心中・高等学校から高校１年生６名、先生１
名の計７名（手話同好会の方）が参加。当日、
会員はベスト着用。愛命園へ９時30分集合。

焼きいもの販売、バザー陳列、ステージ観客
整理などを手伝う。

　　�　会員増強の現状と委員会の取組み/現状、
入会候補０名。10年未満の会員（34名在籍）
を集め10年会（仮名）を開催。10年会で異業
種交流会などと題し実施しながら会員獲得へ
つなげていく。

　　�　財団寄付の進捗状況／各委員長より、米山
奨学会とロータリー財団ともに各３名に依頼中。

　⑥�　各理事役員報告
　　�　ロータリー旗が破れているので現状確認
後、購入も検討していく。

　　�　学友会の賛助会員は、現状の理事メンバー
に依頼する。承認される。

　⑦�　その他
　　�　なし
次回の予定
　12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）

橋本　幸範　２日
三宅陽一郎　14日

村尾　博司　１日
三宅陽一郎　２日
佐々木信幸　３日
岡本　俊雄　３日
井津上晴士　９日
折本　　緑　18日

佐藤　克則　18日
石井　和彦　20日
山下　哲夫　21日
谷口　公啓　22日
宮本　　昇　22日
長野　　宏　22日

会員誕生日 結婚記念日

11月の会員記念日

パートナー誕生日

入　会　月 創　業　月

佐々木　宏夫人　伸子様　20日
曽里　　裕夫人　麻美様　23日

岩田　智博　Ｈ21年
伊藤　英彦　Ｈ25年
三宅陽一郎　Ｈ26年
漆原　健夫　Ｈ28年

大内田民博　三井不動産リアルティ中国㈱� Ｈ４年
杉本　清英　㈱ARCON� Ｈ２年
徳納　武使　福徳技研㈱� Ｓ41年

掲　示　板

12月行事予定
❖�12月５日（火）13：45 ～
　第６回理事役員会� ANAホテル４Ｆ

1月の行事予定
１月例会は１月９日（火）から開始（12時
開場バイキングの食事）
❖�１月９日（火）13：45 ～
　第７回理事役員会� ANAホテル４Ｆ
❖�１月16日（火）13：45 ～
　第４回クラブ協議会� ANAホテル４Ｆ
❖�１月23日（火）
　�例会は卓話時間を10分延長させて頂きます。
　時間：13：00 ～ 13：40　呉RC
� 　大之木精二PG卓話

（14）� 2017年11月
奉仕のギアを回そう、親睦はエネルギー



広島西南RC　10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12月12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

　12月の到来です。とはいえそこまで

寒くもないかなと思いきや急にコート

が必要だったり、翌日は厚手のジャケッ

トだけでOKだったりで、なんだか地球が病んでま

すね。年末年始は宴席が続くことと思われますが、

侮れない日々の天候ならびにモチロン健康にはご

留意のほどを。� （田中　和之）

氏　名 3 10 17 24 出席率
名 岡本　文治

1 荒木　　攻 ○ ○ × ○ 75%
2 萬歳　幸治 ○ ○ ○ ○ 100%
3 藤崎健次郎 ○ ○ ○ ○ 100%
4 平原　一彦 ○ ○ ○ △ 100%
5 林本　正継 ○ ○ △ ○ 100%
6 平石　雅史 ○ ○ △ ○ 100%
7 橋本　幸範 ○ ○ ○ △ 100%
8 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 3 10 17 24 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%

1215号� （15）
ロータリー財団月間



地区補助金事業 愛命園まつり 11月23日（祝）

　11月 23日、当クラブは、今年度の地区補助金事業として、視覚障害者支援施設に対し焼き芋機を
寄贈しました。この施設では、毎年 11月 23 日に地域住民も参加する施設まつりを開催しています
が、今年は当クラブ会員も施設まつりに参加してまいりました。当日は、寄贈した焼き芋機を使用して、
会員が焼き芋販売を行ったほか、会員有志による歌謡ショーも披露し、施設まつりの盛り上げに一役
買いました。また、会員とともに女子高校生６名にも同行してもらい、上述の焼き芋販売や、当日開
催されたバザーの手伝いなどをしてもらいました。会員と高校生が一緒になって奉仕活動を行った充
実した一日でした。


