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易流行”の考えに基づき、クラブの多様性を高め、
会員増強を行っていかなければなりません。2018
－19年度バリー・ラシンRI会長は、「インスピ
レーションになろう」をテーマに掲げられまし
た。私たちが今日直面する課題に、勇気と希望そ
して創造性をもって、正面から立ち向かう意欲を
示せるような、クラブの運営を図りたいと思って
おります。会員皆様のご支援とご指導ご鞭撻をお
願いします。

広島西南ロータリークラブも、幾多の困難を乗
り越え、今年度は創立32周年を迎えます。お陰様
で、地域に於ける中堅中核のクラブとなりまし
た。これも偏に多くの諸先輩会員の努力のお陰と
感謝致しております。これからも劇的に変化する
社会に、クラブは対応していかねばなりません。
その為に、2018－2019年度会長スローガンを

「ロータリークラブの多様性を高めよう！」と致
します。2016規定審議会決議である「例会と出席
に柔軟性を、会員身分に柔軟性を」の指針を“不

会長メッセージ

ロータリークラブの多様性を高めよう！
� 岡本　俊雄
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第1504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
　室﨑　直前会長
　杉本　前幹事
　折本　前副幹事
　田中（朋）前副幹事

会長時間「会長就任のごあいさつ」
会長就任にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
今年度の会長スローガンを「ロータリークラブの
多様性を高めよう！」とさせて頂きました。その
基になったのは、昨年一年間、副会長として勉強
をさせて頂いている期間、自分に欠けているのは
ロータリーについて充分理解できていないという
思いでした。次年度会長として、最低限度のロー
タリー情報の勉強をしようと思い、周りの資料を
参考にしてロータリー情報を学びました。1920年
に創立し、会員22名でスタートした東京ロータ

リークラブが、日本初のクラブだと言う事を知り
ました。1922年、２番目に創立された大阪ロータ
リークラブをスポンサークラブとして、1931年に
広島ロータリークラブが創立され、次々と広島に
クラブが増えていきました。1970年に創立されま
した広島西ロータリークラブをスポンサークラブ
として、1986年に35名の有志で、広島西南ロータ
リークラブが誕生しました。各クラブとも、創立
期には30代～ 50代の若い経営者及び壮年の経営
者が中心となり、それぞれのクラブはスタートし
ています。ロータリーの生みの親である、ポール・
ハリスも37歳という若さでの会長就任でした。男
性のみのクラブであり、女人禁制であったロータ
リーも、1989年のＲＩ規定審議会で定款文書から
「男性」という文字を削除し、女性にも開放され
ました。ロータリーの113年の歴史の流れや、広
島西南ロータリークラブ31年の歴史の中で、様々
な変遷をたどり現在のロータリーが活動していま
す。これからも、今まで以上の変革をしながらロー
タリーは進化していくと思います。広島西南ロー
タリークラブの現状は、第2710地区74クラブのな
かで会員数は12番目であり、創立の年度の古さは
54番目です。15の委員会があり、９つの同好会が
あり、会員の平均年齢は60.92歳（2017年７月１
日現在）となっています。いま以上に多くの若い
経営者や女性経営者が活躍している、「10年後の
西南ロータリークラブの姿」を想像し、今年度は
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その第一歩を踏み出す年度にしたいという思い
で、スローガンを決めました。微力ながら、理事
役員一丸となり、この１年間頑張りますので、会
員皆様のご支援ご協力をお願いし、会長就任のご
挨拶といたします。
�幹事報告
ロータリーの友誌・ガバナー月信・会員証・
スマイルチケット入り封筒配布の案内。／７月
会費は７月10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７月17日迄に事務局へメン
バー表を連絡のこと。／例会変更。／例会終了後、
理事役員写真撮影・理事役員会開催。
委員会報告

クラブ広報委員会（友誌を読む）
� 高鍋　徹会員
　本日の「ロータリーの友」７
月号を読んでの時間は「音楽教
育は人間教育」というテーマで
藤重佳久氏より語られたスピーチ記事（後ろから
の３P～８P）より所感をお話しさせていただき
ます。
　音楽教育では「楽しい気持ちになることで音が
変わること」「毎日叱る教育から笑顔で褒める教
育への変革が音楽を教えるだけでなく人間教育に
なるのだ」「思いやりがあり自分で考える生徒を
育てたい」等のスピーチが記事となっていました。
　その中で感じたことは、企業の事業活動と音楽
とは全く異なると思いますが、社員・部下指導の
観点からも、「仕事を正しくすることだけを指導
するのではなく、仕事を通してやりがいを見つけ
られるのか・人間性を磨いているのか等、そこま
で指導育成しているのか」、指導者としての資質
を問われているような気がしました。
　また、尊敬する師匠の話として、AとBの二人
の生徒がいて、Aはできる・Bはできない、そん
な時Bの子はあなたにとって先生なのだ。できな
い子を指導教育するのが教育の原点である…との
くだりからは、会社では、社員・部下指導の観点
でもできる、できないで判断することも多く、ど
んな指導をすれば部下が実績を上げることができ
るだろうか等、「リーダーや上司は学びのチャン
スでもあるのだと、常に自分に問いかけるべきで
ある」と、言われているのだとも感じました。
　何故今回お話ししたことが大切かと感じたの
は、私が昨年度人事部に一年在籍し、究極の売り
手市場の就職戦線の中、若い世代の社員と対話す

ることが多かったのですが、折角入社した社員が
退職するケースも多いのが現状です。
　活かすもダメにするのも、今いる先輩・上司次
第であると、痛感したことがきっかけです。
　そういった意味で、社員・部下指導の観点から
も仕事のやりがいの醸成や指導することを自らの
学びのチャンスと捉える事は大事であると改めて
感じさせていただきました。
　以上で、講話を終了いたします。
　有難うございました。
スマイルボックス

岡本　俊雄会員　2018－19年度執行部が本日より
スタートします。理事・役員一丸となって頑張っ
て行きます。今日の日を祝って出宝します。
室﨑　雅宣会員　おかげ様で、一年間無事会長年
度を終えることができました。皆様のご協力に感
謝して出宝します。
出席報告

　会員数�66名　出　席�54名　欠　席�12名
　　　　�　　　来　客�� 2名
プログラム

理事役員就任挨拶
� 会長　岡本　俊雄
「輝け　ロータリー　ふたたび」
「仲間を増やそう　すべては
　そこから始まる」
吉原地区ガバナーの信条と基

本目的です。
今、時代の大きな変化の波に洗われています。

「不易流行」でクラブとして、何を守り、何を変
えていくのか？を会員の皆様と一緒に考え、「10
年後の広島西南ロータリークラブの姿」を創造す
る一年になればと思っております。この一年、宜
しくお願い申し上げます。簡素楚辞ですが、就任
の挨拶と致します。

会長エレクト・副会長
� 　山下　幸彦
副会長の山下幸彦です。
入会16年になりますが、まだ

まだ分からないことが多いで
すが、今年一年間は、岡本会長
を見習い、勉強させて頂きます。幹事、副幹事
と共に岡本会長を支えていきたいと考えており
ます。何卒ご指導ご協力のほどよろしくお願い
します。
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� 幹事　徳納　武使
本年度は会員増強80名を目指
して頑張ります。
80名は実現可能な最大限の数
字だと思います。
次年度の終了時に80が達成で
きるように、前年度から引き継ぎました。
ご協力をよろしくお願いします。
また、退会防止のために、経験豊富な会員と、
若い会員が楽しく交流できる場を作りたいと思い
ます。楽しい運営を務めますので、一年間よろし
くお願いします。
有り難う御座いました。

理事（クラブ管理運営委員長）
� 岩田　智博
本年度、クラブ管理運営委員
会の理事を拝命しました。岩田
です。
クラブ管理運営委員会は、出
席委員会、親睦家族活動委員会、プログラム委員
会で構成されています。出席委員会は白築委員
長、親睦家族活動委員会は小野委員長、プログラ
ム委員会は藤崎委員長と各委員会委員メンバー
で、１年間勤めさせていただきます。「楽しく出
席でき親睦を深められる例会」を目指します。よ
ろしくお願いします。

理事（公共イメージ委員長）
� 桒田　博正
今年度公共イメージ委員会の
理事を拝命致しました桒田で
す。クラブ広報委員長に長野宏
さん、会報資料委員長に田中朋
博さんと強力な布陣をしいて頂きました。
会長スローガン「ロータリークラブの多様性を
高めよう！」のもと、マスコミへのニュースレター
の配布、ロータリーの友への投稿、ホームページ
の改定等，対外的広報活動の積極的な推進を行い、
当クラブのイメージ向上を目指すと共に、会員に
読まれる会報誌の作成を検討していきたいと思い
ます。
公共イメージ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（会員増強委員長）
� 宮﨑　　真
会員増強委員会委員長の宮﨑

です。会員増強委員会には名称
は一部変わりましたが例年通り
３つの委員会で構成されます。
増強委員会折本委員長、会員選考・職業分類委員
会末廣委員長、ロータリー情報委員会杉本委員長
と経験豊かな会員が委員長をしてくれますので初
めての理事で戸惑っている私には心強く安心して
います。
本年度岡本会長の事業計画にある『ロータリー

クラブの多様性を高めよう！』を実現するために、
広島西南ロータリークラブで少ない年齢層である
40代（出来たら30代）と女性会員（年齢は問いま
せん）の入会を第一目標に活動していきます。
その為に昨年立ち上がった岩田委員長率いる10

年会とさらに連携して対象になる会員の掘り起こ
しをしていきます。
また、会員を増やすだけでなく減らさない為に

会員の退会防止にも努めます。
ただこれには会員増強委員会だけでなくS.A.A.な
ど広く連携していく必要があると思いますので今
後議論が必要かと思います。
最後になりますが理事としてまだまだ右も左も

わかりませんがどうか一年間宜しくお願い致しま
す。

理事（奉仕プロジェクト委員長）
� 児玉　栄威
今年度、奉仕プロジェクト委

員長を担当致します児玉です。
私にとって奉仕部門は昨年度

の社会奉仕委員会が初めての配
属で、不慣れな点は否めませんが、ロータリーの
一翼を担う重要な役職を拝命し、身が引き締まっ
ております。
今年度の奉仕活動に関しては既に計画段階から

根石職業奉仕委員長、岡本社会奉仕委員長、佐古
国際奉仕委員長、寺本青少年奉仕委員長、上田ス
マイル委員長と良い連携が図れています。奉仕の
精神にあふれる面々と共に奉仕部門を担当できま
すことを大変心強く、嬉しく思っております。
ロータリー歴も丸５年となり、それなりに責任

を感じているところではありますが、まだまだ力
不足でございまして、この重責は皆様のご指導、
並びにお力添えなくば、全うしえないと考えてお
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ります。
親睦が奉仕の根となり、奉仕が親睦を育むと言
いますが、奉仕活動に当たっては常に親睦を忘れ
ることなく、奉仕部門を１年間しっかり務めて参
りたいと思います。
皆様の温かいご支援、お力添えをお願い致しま
して、就任のご挨拶とさせて頂きます。

理事（財団委員長）�曽里　　裕
本年度はロータリー財団委員
長を佐藤克則さん、米山奨学委
員長を佐藤二郎さんに担当して
頂きます。主に皆さんに寄付を
お願いすることになりますが、
ロータリー活動の大切な資金ですので、毎月発信
されるロータリー財団ニュースやハイライト米山
などの情報を提供し、皆さんのご理解を得ながら
進めてまいります。ご協力のほどよろしくお願い
致します。

� S.A.A.　山國　　豊
今年度S.A.A.を担当します、
山國です。
副S.A.A.には宮本昇会員、寺
本真司会員、河原英二会員の心
強い方たちと一年を務めます。
例会出席が楽しくなるような運営、来訪者が居心
地の良い雰囲気つくりに努めて参ります。
また会員の皆様には例会中、他への思いやりの
気持ちを大切にして卓話者に盛大な拍手を贈る、
卓話中の私語と途中退席の自粛のご協力をお願い
致します。
また会員の親睦が深まるよう工夫し、楽しく参
加・活動できるよう頑張っていきますので１年間
よろしくお願い致します。

� 会計　佐々木　宏
効果的なクラブ活動ができる
ように、効果的な予算編成を行
い、また円滑な会計処理を行い
ます。常に資金は確実に管理し、
収支状況を明確にし、予算との
対比を行い執行状況を把握いたします。

� 副幹事　三宅陽一郎
みなさん、こんにちは。本年

度副幹事を仰せつかりました三
宅です。
副幹事という役割を私なりに

考えたのですが、それは会長・
副会長・幹事を支えつつ、例会のスムーズな進
行・運営を行うことだと思っています。
そのために、みなさまにもいろいろとお願いす

ることがあると思います。
橋本副幹事と一緒に頑張っていこうと思います

ので１年間どうぞよろしくお願いいたします。

� 副幹事　橋本　幸範
今年度、三宅会員と一緒に副

幹事を務めさせていただくこと
になりました橋本です。
重責を感じておりますが、三

宅副幹事と協力して役割を果た
していきたいと思います。
本日が最初の例会で、拙い司会進行となってお

ります。今後、よりスムーズに例会を進行できる
よう努力してまいります。
一年間よろしくお願いいたします。
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第1505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
物故会員黙祷

　広島RC　正岡　吉則会員（（医）正岡病院　名誉院長）
� ６月24日ご逝去（92歳）
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」
この度の広島県を襲った豪雨で、甚大な被害が
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�幹事報告
早朝清掃案内・クラブHPへの氏名等掲載につ

いてのアンケート配布の案内。期日迄に回答のこ
と。／ 2017－18年度収支計算書と2018－19年度
予算書配布の案内（プログラム時間に参照）。／
例会変更。／例会終了後、クラブ協議会開催。
出席報告

　会員数�66名　出　席�48名　欠　席�18名
　　　　�　　　来　客�� 0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
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第1506回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間「西日本豪雨災害について」
第３例会の会長時間は、「ロータリー 100年の

歩み」をシリーズでお話しする予定でしたが、急
遽この度の豪雨災害に変更しました。この度の西
日本豪雨による、死者が210人を超えました。行
方不明者もまだ21人おられます、心よりご冥福を
お祈りします。4800人を超える多くの被災者は、
連日真夏日の中、不自由な避難生活を余儀なくさ
れています。全国各地から集まった自衛隊員、消
防隊員、各県の救援隊、連休を利用して全国から
集まったボランティアの人達も、この猛暑の中、
熱中症と闘いながら、必死に復旧活動されている
姿に、心が熱くなり、唯々感謝の気持ちで一杯で
す。広島・岡山・愛媛３県の被害が特に大きく、
広島県に於いては、すでに死者が108人となり、
いまだ行方不明者も12人おられます。７月６日～
７日にかけて、私は九州に出張しておりました。
７日早朝にテレビのニュースで、広島や呉の被害
を知りました。あまりのひどさに、実感が湧きま
せんでした。帰りのフェリーの中で山陽自動車道
が通行止めになっていることを知り、大変心配を
しましたが、徳山港に着いた時点で、運よく山陽
道が広島インターまで開通し、無事に広島まで帰

会計報告
奥田　實前年度会計

監査報告
岡本　倫明会員

予算計画
佐々木宏今年度会計

各地で広がっています。多くの被災者が出ていま
す。お亡くなりになった方々や安否不明者も多数
おられます。お悔やみ申し上げますと共に、お見
舞い申し上げます。各地の道路も寸断され物流が
混乱しています。地域によっては、断水になって
おり、日常生活も困難となっており、１日も早い
復旧を願っております。
本日の会長時間は、先週開催されました理事会
の報告を致します。
先週行われた理事会では、次の事が審議されま
した。
①　合同幹事会報告
　�　新旧正副会長幹事会について、グループ
６．７合同でなら、いいのではないか。ガバ
ナー補佐退任挨拶だけでいいのではないか。
各会長等の挨拶はいらないのではないか。な
どの意見がでた。これらを次回合同幹事会で
西南ＲＣとしての意見とする。
②　公式訪問議題等について
　�　ゲストの席の配置など、訪問時のおもてな
しを検討継続する。
　�　ガバナーから依頼されている３つの議題の
ほか、奉仕についても議題にしてはどうか。
③　８月プログラムは資料の通り
　　資料の通り
④　８月１日平和公園早朝清掃について
　�　プレスリリース・ロータリーの友への寄
稿、市民及びロータリアンへのアピール。メー
クアップ対象行事として承認された。
⑤　今年度予算の確認は資料の通り
　�　資料の通り。充実した事業で使うよう確認
があった。
⑥　退会会員について
　�　戸田会員の６月30日での退会を受理された
との報告があった。
⑦　各理事役員報告
　�　平和公園早朝清掃に一人でも多くの会員出
席を希望します。
　�　毎月最終例会時に幟を立てて会員増強の意
識付けをする
　　新しいホームページの改定作業中
　　財団への積極的な寄付のお願い
　�　９月野球観戦について次の理事会に提出予定
　�　台北新東からの来広は来年３月～４月と
なった
　�　ホーム例会の出席率の発表のお願いをした。
以上で本日の会長時間と致します。
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この１年間、よろしくお願いします。

親睦家族活動委員会
� 委員長　小野　　誠
S.A.A.と連携し会員相互の親

睦を深める例会の運営活動を行
い、親睦委員の意見を尊重し、
親睦を深め元気で活気のあるク
ラブを創造します。お招きした卓話来賓、お越し
頂いたゲストを歓迎しおもてなす。新入会員が溶
け込み易い環境を作って参ります。定期的にGM
を開催し、委員会として団結しクラブ及び行事を
盛り上げて参りますので、皆様のご理解とご協力
をお願い申し上げます。

プログラム委員会　
� 委員長　藤崎健次郎
今年度は、田中和之会員・奥

田会員の３名で務めてまいりま
す。会長方針の多様性を高め楽
しく学べる、そして徳納幹事か
らの『眠らせない卓話を』の要請を頂いております。
様々な分野で活躍されている方の楽しい、興味

深い卓話を企画して参りますので、会員の皆様か
らのご紹介を是非ともお願いしたいと思います。
１年間宜しくお願い致します。

クラブ広報委員会
� 委員長　長野　　宏
みなさんこんにちは、この度

クラブ広報委員会委員長をさせ
ていただくこととなりました長
野です。メンバーは、林本さん、
荒木さんです。前年度は同じく広報ですが、内容
は写真撮影などビジュアル面を担当させていただ
いてました。この度は、対外への事業PRなどで
早速、市、県記者クラブなど伺いましたが、災害
情報などの情報ファイルが置かれたりで、非常に
勉強になりました。今後、クラブPRを私なりに、
１年間頑張りますので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　田中　朋博
会報資料委員長を務めさせていただきます田中

です。今年度は、桒田理事の下で、井上会員、山
田会員と一緒に、会長方針「ロータリークラブの

ることができました。時間の経過とともに、被害
の深刻さが伝わってきました。西南の集いの各ク
ラブからも、お見舞いのメールを頂いておりま
す。取りあえず現状の報告と、お礼を申し上げて
おります。現在、各県や各クラブのロータリー関
係者の被害状況が、把握できておりませんが、地
区ロータリーも情報収集に動いており、この先
徐々に明らかになって来るものと思われます。被
害者の皆様が一日も早く、元の生活ができるよ
う、広島西南ロータリークラブとして、どのよう
な支援ができるのか皆様と検討したいと思ってお
ります。これで会長時間を終わります。
�幹事報告
　事業計画書・会員手帳配布の案内。／８月１日
（水）早朝清掃案内を回覧。未回答者は回答を（夏
休み中の開催につき、家族やお子様の参加受付
可）。／当クラブＨＰへの会員情報掲載可否アン
ケート・同好会半期会費請求のメンバー連絡の受
付は本日迄。／今回の豪雨災害で自宅や事業所が
被災された方、会員の被災情報について幹事又は
事務局迄連絡のこと。／例会変更。／本日18：30
から親睦家族活動委員会・Ｓ.Ａ.Ａ.委員会合同
GMをANAホテル５Fで開催。
スマイルボックス

岡本　俊雄会員　この度の西日本豪雨で被災され
た多くの人達の一日も早い復旧を願い出宝します。
出席報告
　会員数�66名　出　席�46名　欠　席�20名
　　　　�　　　来　客�� 1名　ゲスト�� 1名
プログラム
委員長就任挨拶
出席委員会　
� 委員長　白築　忠治
出席委員会の白築です。對馬
さん、佐々木信幸さん、私と３
人で担当します。
例会の多様性とか、出席の柔
軟性とかが、いわれていますが、岡本会長の運営
方針にあります「不易流行」の考え方に基づき従来
とおりの自発的な出席を促したいと思っています。
本年度はホームクラブへの出席率を高め会員相
互の親睦を深めて欲しいとの要請がありますので
ホームクラブの出席状況も発表させていただきま
す。先週の例会の発表は83％でした。
また、３年未満の会員のクラブ協議会の出席を
促し、できるだけ早くロータリー活動を理解し慣
れ親しんでいただきたいと思っています。
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い致します。

職業奉仕委員会　
� 委員長　根石　英行
職業奉仕委員長を仰せつかった根石です。平石

副委員長とともに、１年間務めさせていただきま
すのでよろしくお願いいたします。
職業奉仕が職業人であるロータリアンの拠って

立つ基本であることから、ロータリーの職業奉仕
の理念を学ぶことが当委員会の目的であり、会員
が、他の会員の事業や事業理念を知る機会を作り、
会員同士が自己の事業展開のインスピレーション
を得られるような活動を行いたいと思います。行
事は例年通りの第２例会での４つのテストの唱
和、職場訪問例会、職業奉仕月間の卓話、優良社
員表彰、会員企業紹介のGMなどですが、各行事
の際には、皆様に協力と参加をお願いすることが
あるかと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。�（代読：奉仕プロジェクト理事　児玉　栄威）

社会奉仕委員会　委員長　岡本　倫明
社会奉仕委員長を拝命しました、岡本倫明です。
１年間、よろしくお願いします。
今年度の会長スローガンの「クラブの多様性を

高めよう！」を促進するため、クラブの多様な活
動の中で社会活動を高めていきたいと思います。
今期の計画として、

　・�記念樹広域公園の梅のメインテナンス、宮島
の桜のメインテナンス

　・�地区補助金を利用した津田子供の家を招いた
森林教室

　・平和記念公園の清掃実施
　・点字カレンダーの制作支援
を行います。
それと、今年度は先の西日本豪雨による災害に

より、社会奉仕関連の事業が新たに加わることも
想定されます。
こちらについても誠意をもって対応したいと思

います。

国際奉仕委員会
� 委員長　佐古　雄司
今年度の「ロータリークラブ

の多様性を高めよう！」という
会長スローガンのもと、国際奉
仕では他国の人々との交流を図
り、その国の文化、歴史、習慣等に触れ、相互理

多様性を高めよう！」に沿って、会報誌を少しだ
け、刷新できればと考えております。さらに今年
度は、広島西南RCのホームページもリニューア
ルするため、会報誌の情報ともうまく連動できれ
ばと思います。会報誌制作のために、皆様への原
稿のお願いや、GMや同好会活動などでも写真提
供や原稿のお願いをすることもあります。１年間、
ご協力の程よろしくお願いいたします。
� （代読：幹事　徳納　武使）

増強委員会　
� 委員長　折本　　緑
本年度、増強委員会委員長を
拝命した、折本でございます。
今期は会員増強が最重点課題

として掲げられており、今期来
期の２ヶ年計画で80名体勢へとの特命が下されま
した。「会員組織委員会」が「会員増強委員会」に、
「会員増強委員会」が「増強委員会」にとそれぞれ
名称が変更され、委員会内メンバーは過去最大の
４名に増員されております。責任重大であります。
副幹事が終わってほっと一息、といきたいとこ

ろですが、人使いの荒い幹事の毒牙にかかりまし
た。。。
発足以来、会員数の最大は71名。前人未到の目
標に到達するには、増強委員会メンバーはもちろ
ん、会員全員が一丸となって行っていく必要があ
ります。
「ヤルからには腹のど真ん中で」が私のモッ
トーです。にぎやかに楽しみながら、新しい伝説
を作ります。
皆さまには、お願い事が多い一年間になると思
いますが、どうぞお力をお貸しください。よろし
くお願い致します。

ロータリー情報委員会
� 委員長　杉本　清英
今年度ロータリー情報委員会
を担当します杉本です。昨年度
は前の雛壇に座って気が重かっ
たのですが今年度は幾分、肩の
荷が軽くなった気がします。昨年度は多くの新入
会員を迎え、今年度も会員増強に力を入れる方針
が出ているのでロータリー情報委員会としては広
島西南ロータリークラブに早く溶け込んで頂ける
よう努力していきたいと思っています。先小山副
委員長と一緒に１年間頑張りますので宜しくお願
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解を深め、国際奉仕活動を推進します。
広島国際センター日本語学校への支援を今年度
も実施し、日本語学校生との交流を図るための懇
親の場を企画いたします。

青少年奉仕委員会　
� 委員長　寺本　真司
2018－19年度、青少年奉仕委
員会の委員長をさせていただく
ことになりました寺本真司で
す。メンバーは副委員長の伊藤
英彦さんと、谷口公啓さんです。
周知のとおり、奉仕プロジェクト委員会は合同
の事業が多く、柱になっており、本年度も平和公
園の早朝清掃や森林教室の体験学習等が企画され
ております。単独事業では、心臓病の子供を守る
会の支援や、RYLAなど予定しておりますが、一
人でも多くの会員の皆様のご理解、ご参加、あた
たかい友情、ご助力を賜りたいと存じますので、
よろしくお願いいたします。

スマイル委員会　
� 委員長　上田　直治
今年度スマイル委員長を仰せ

つかりました上田でございま
す。今年度は小川会員、山下哲
夫会員、平原会員の４名で浄財
150万円の目的に向けて、明るく笑顔でニコニコと
進めて参りたいと思います。皆様が進んで自主出
宝を出して頂けるスマイル委員会を目指して１年
間頑張りますのでどうか宜しくお願い致します。

ロータリー財団委員会　
� 委員長　佐藤　克則
ロータリー財団委員長に就任
しました佐藤です。
昨年はスマイル委員会でお金
を集めておりましたが、今年も
別の立場からお金を集めることとなりました。皆
様、しっかりと集金にご協力下さい。
ロータリー財団につきましては、まだまだ不勉強
なところがありますが、曽里理事からの指導を頂き
ながら、広島西南ロータリークラブの発展のため
に、何とかお役に立ちたいと思っている次第です。
これからの１年の計画を立てながら、時期に応
じた事業を行い、またロータリー財団の広報を
行ってまいります。

よろしくお願いいたします。

米山奨学委員会　
� 委員長　佐藤　二郎
米山奨学委員長の佐藤二郎で

す。石井和彦副委員長と二人で
担当します。
米山奨学会は1952年にスター

トした日本のロータリークラブ独自の奨学会で我
が国の大学等に在籍する外国人に対し奨学金を支
給し、国際理解、親善と平和に寄与することを目
的にしています。
今年度も普通寄付と特別寄付を合わせた地区目

標の一人当たり16,000円の達成を最重点に取組み
ます。皆様に特別寄付として米山功労者、準米山
功労者になって頂くべくご協力をお願いすること
になりますので宜しくお願いします。
又、当クラブでは来年４月まで奨学生の受け入

れはありませんので、二ヵ月に一回第四例会で米
山奨学会広報紙であるハイライト米山の記事紹介
をしたいと考えています。又10月の米山月間での
卓話は米山親善大使にお願いする方向で調整した
いと考えております。１年間宜しくお願いします。

戦略計画委員会
� 委員長　佐々木　宏
昨年度当クラブの戦略計画の
改定を行いました。戦略計画は
クラブのビジョン、目標、指針を
表しており、クラブの一貫性、
継続性を保持して活性化、強化を図るために重要な
ものであります。会員の皆様により深く理解しても
らい、この計画が達成できるように努めていきます。

西南の集い親善委員会
� 委員長　児玉　栄威
西南の集い親善委員会の委員

長を担当致します児玉です。
西南の集いは京都に始まり、

岡山、松本、福知山、熊本と毎
年開催されてきました。今年度は東京、次年度は
鹿児島、次々年度にいよいよ広島にて開催が予定
されています。
広島での開催時には他クラブから頂いた温かい

おもてなしをきちんとお返ししたいと思いますの
で、これまでにも増してたくさんの会員の皆さん
にぜひ西南の集いへの出席を頂き、その空気を感
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な中、７月21日午前８時より、広域公園にある
梅林の草刈清掃を、メモリアル保存委員会の有
志で行いました。１メートルを超えて、伸びた
雑草がうっそうと生えていました。汗だくだく
となって５台の草刈機をフル稼働させ、草を刈っ
ている会員の姿は、まさにロータリーにおける
奉仕の精神そのものでした。
広島西南ロータリークラブ創立８周年記念事

業として梅林は作られました。姉妹ロータリー
クラブである、台北新東ロータリークラブより
梅の木の苗木と、蛇紋石でできたテーブルが贈
られました。11年の時が経過して、ポールハリ
スゆかりのオリーブの木も立派に育ち、周りに
植えられた梅の木も大きく育っています。でき
た当時は空き地を整備して梅の木を植えただけ
の空間でしたが、毎年草を刈り、柵を作りロー
プを張り、枯れた梅の木を植え替え、市民に休
んで頂くためにベンチを備え、冬には堆肥を施
す作業を毎年実施してきました。多くの会員の
奉仕の賜物です。愛情を込めながら育てられた
梅林です。台北新東クラブの会員の皆さんも、
来広時には必ず訪問され、友好を温めつつ絆も
大きく育っています。散歩をし、ランニングを
する市民の人達は満開の梅の花を楽しみ、広島
西南ロータリークラブの会員は自分たちが愛で
ることもない梅林を、汗を流して、作り、育てる。
これこそが奉仕の精神で
はないかと思います。新
しく入会された会員の皆
様にも台北新東クラブと
の友好の証であり、奉仕
の精神そのものである梅
林を、共に育てて下さる
ことをお願いし、これで
会長時間を終わります。
幹事報告
増強委員会作成チラシ・広島市からの広島国際

アニメーションフェスティバル案内配布の案内。
／８月１日（水）７：00より開催の平和記念公園
早朝清掃の回答期日は本日迄。未回答者は回答を
（清掃のみ・清掃と朝食・清掃と朝食と講演会参
加での希望受付）。／８月７日（火）13：45より
開催の第２回クラブ協議会案内を回覧。公式訪問
前の松田ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会に
つき、多数の参加を呼びかけ。／津田子供の家よ
り、廿日市市丸石への移転と「丸石こどもの家」
への施設名変更予定の案内（来年４月１日より）。

じてお力添えを頂きたいと存じます。曽里前委員
長が培った土台を汚すことなく広島開催に向けて
努めていきたいと思いますので、1年間どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

メモリアル保存委員会
� 委員長　徳納　武使
創立８周年を記念して、広域
公園に台北新東RCから寄贈さ
れた梅林を整備する事業、創立
10周年を記念して、国定公園内
の包ヶ浦に植樹した桜林、そして、創立30周年を
記念して平和公園に寄贈した多国語の説明碑を管
理することを目的にしています。先人たちの思い
や願いがこもった宝物を大切に維持していこうと
思います。多くの会員が参加できるように工夫し
ていきたいと思います。

台北新東RC親善委員会
� 委員長　岩田　智博
本年度、委員長に就任いたし
ました岩田です。本年度３月～
４月で台北新東RCの方が来広
される予定があります。来広時
には親睦を深め、過去の共同事業を振り返り、今
後の活動の参考とし価値ある活動を双方で検討し
ます。

10年会� 委員長　岩田　智博
　前年度に立ち上げた10年会ですが、本年度から
特別委員会へ組み込まれ、初年度の委員長を仰せ
つかりました岩田です。
前年度同様入会10年未満の会員を中心に、新規
会員の掘り起こしを中心に増強委員会のフォロー
をし、既存会員との親睦も深める活動をしていき
ます。
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第1507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
会長時間「梅林草刈清掃に思いを寄せて」
７月７日、突如として発生した西日本豪雨災害
から、２週間余りが経過しました。主要幹線道路
がやっと開通し、水道の給水も一部の地域を除け
ば、ほぼ回復しました。あの豪雨が嘘のように、
連日猛暑が続いています。まさに日本は、亜熱帯
の気候になっているように思われます。そのよう
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開設いたしました。当面、常駐の弁護士は１名で
すが、山口県東部の事件についても迅速に対応で
きる体制づくりを目指します。皆さまに周南事務
所開設のご案内を配布させていただきましたの
で、出宝いたします。
出席報告
　会員数�66名　出　席�55名　欠　席�11名
　　　　�　　　来　客�� 1名　来　賓�� 1名
　　　　�　　　ゲスト�� 1名
プログラム

外部講師卓話
「�自ら考えて積極的に行動する
力を育むボトムアップ理論」
　安芸南高校サッカー部監督
� 畑　喜美夫氏

／例会変更。／例会終了後、月報編集会議開催。
スマイルボックス

田中　朋博会員　本日の畑喜美夫先生の書籍「ま
んがでみるボトムアップ理論」を弊社より出版さ
せていただいております。2016年発売ですが、ロ
ングセラーでたくさんの人に読んでいただいてお
ります。皆様の会社でも社員教育のツールとして
ぜひよろしくお願いします。
佐藤　二郎会員　私の経営している八洲管理（や
しまかんり）株式会社が明日７月25日で創立50周
年を迎えます。お陰様で半世紀の節目を迎えるこ
とができました。皆様のご支援への感謝の気持ち
を込めて出宝致します。
根石　英行会員　このたび、弁護士法人広島メー
プル法律事務所は、山口県周南市に周南事務所を
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れたからです。一刻も早く戦争を終わらせてほし
い…「身はいかに、なるともいくさ、とどめけり、
ただ、たふれゆく、民をおもひて」…天皇陛下は
その想いを、信頼する彼に託したのです。広島と
長崎への原爆投下、ソ連参戦から終戦に至るまで
の間、77歳の老人は不眠不休で終戦工作に尽力し
ました。そして御前会議において「天皇の御聖断」
を賜り、終戦の玉音放送へとつながったのです。
降り積もる、深雪に耐えて色変えぬ、松ぞ雄々

しき、人もかくあれ� （終戦時の昭和天皇御製）
いかに必要であろうと、いかに正当化しようと、

戦争が犯罪であることを忘れてはならない
� （ヘミングウェイ語録）
�幹事報告

　ロータリーレート変更の案内（１ドル＝110円
→112円、８月１日より）。／明日８月１日の平和
公園早朝清掃実施の案内（７時に原爆ドーム正面
広場集合、メークアップ行事）。当日メルパルク
での朝食追加不可、追加希望者は本日15時までに
連絡のこと。／例会変更。／例会後、理事役員会
開催。
スマイルボックス

村尾　博司会員　７月22日に行われた芝楽会で年
間取切戦で優勝しました。ちなみに賞品は￥30,000
です。もうけました。80を超えたジジイにしては
出来すぎです。人生最後の大型優勝だと思いま
す。まぐれですがうれしいと思いますので出宝致
します。
出席報告

　会員数�66名　出　席�50名　欠　席�16名
　　　　�　　　来　客�� 2名

７
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第1508回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

手に手つないで
連続出席100％
　田中　茂樹会員（13年）
　林本　正継会員（13年）
会長時間「戦後73年・日本のいちばん暑い日」
８月15日は終戦記念日です。太平洋戦争は昭和
16年12月に日本軍がハワイ真珠湾を攻撃して始ま
り、昭和20年８月15日に無条件降伏して終わりま
した。ところで、開戦した時の首相が東條英機と
いうのはよく知られていますが、終戦時の首相に
ついてはあまり知られていません。その人物の名
は「鈴木貫太郎」。つまり彼が太平洋戦争を終わ
らせた首相ということになります。彼は和泉国（現
在の大阪府堺市）の出身で、日清・日露戦争に従
軍した軍人です。そんな彼は、やがて昭和を揺る
がす大事件に遭遇することになります。２・26事件
です。当時、侍従長として昭和天皇に仕えていた
彼は、過激派の青年将校たちに襲撃されて４発の
銃弾を浴びます。しかし夫人の機転により九死に
一生をえたのでした。なぜ命を狙われたかという
と「穏健派」で「親米」だったからです。事件の
前夜も駐日アメリカ大使に招かれて、一緒にチャッ
プリンの映画をみていたとか。事件のあと政治の
一線から退いていた鈴木でしたが、昭和20年、戦
況悪化の責任をとって辞職した小磯首相の後を受
け、内閣総理大臣に任命されます。このとき鈴木貫
太郎は77歳。明治から続く歴代総理大臣の中で最
高齢（任命時）です。なぜ、こんな時期に首相に
任命されたかというと、天皇陛下から直々に頼ま
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ロー、売上向上につながるサポートに励んでおり
ます。
さて、株式会社マリーはペットハウスマリー広

店、ペットハウスマリーゆめタウン呉店、ペット
ハウスマリーマリーナホップ店とペットショップ
３店舗、呉市阿賀中央のスーパー藤三内にある雑
貨ショップマリージョジョ、マリーナホップ内に
あるペットと楽しめるカフェ、マリーポポと猫と
たわむれるカフェ、ネコカフェマリーナと事業展
開をし、社是を「信頼」とし、お客様、従業員、
お取引様との関係を大切に、理念を「顧客愛、仕
事愛、社会愛」としております。
ペットハウスマリーの事業内容は犬や猫のカッ

トやシャンプー、爪や耳などのケアとして行う美
容関連のトリミングを中心に、フードやおやつ、
お洋服や関連グッズと、他店には取扱いしていな
いような商品を取り集め販売しております。店内
は他店にはないような商品を多くあつめ、犬猫専
門店として差別化を図るようにしております。
又、最近では販売している子犬子猫の両親が知

りたい、見たい、会いたいといったニーズもある
ことや、大手ペット会社によるブリーダーさんの
囲い込みや、生体の市場価格の高騰から、自社の
♂♀の犬猫を管理、お世話し純血統を守るブリー
ディングにも力を入れております。
最近はオンリーワンということでミックス犬が

注目され、店頭に並んでいるお店をよく目にし、
連れられている方も多いですが、正式な血統書が
ないため、その子の祖先のルーツがわからず、犬
種ごとに注意すべき病気や疾患が潜んでいるか予
測ができません。我々は犬猫専門店として純血統
による過ちのない交配を行い、病気、疾患のキャ
リア発見からの交配からの排除と徹底しておりま
す。世間、メディアでは劣悪なブリーディング業
者が取り上げられ、ブリーディングに対するイ
メージは悪いかもしれませんが、衛生面や環境に
十分注意徹底管理し、犬猫のことを一番に思い弊
社は行っております。
その犬種はトイプードル、ヨークシャテリア、

チワワ、ポメラニアン、フレンチブルドッグ、ミ
ニチュアシュナウザー、キャバリア、パピヨン、
猫種はアメリカンショートヘア、ブリティッシュ
ショートヘア、ブリティッシュロングヘア、スコ
ティッシュフォールド、ペルシャ、ノルウェージャ
ンフォレストキャット、メインクーン、エキゾチッ
クロングヘア等繁殖業も行っております。
自社で行うことによって親猫、子猫の徹底管理

プログラム
新会員卓話
� 　栗原　佑哉会員
５月15日から仲間にしていた
だいた、株式会社マリー栗原佑
哉です。
昭和55年５月15日生まれの38歳です。
23歳に同い年の妻と結婚し結婚15年目となり、
今年高校受験の中学３年の長男、中学２年生の長
女、小学５年の次女、妻の両親、トイプードル２
匹、チワワ６匹、ヨークシャテリア５匹の大家族
で生活をしております。
趣味は小学３年から35歳までソフトボールに野
球と体を動かすことでしたが、今はなかなか時間
も取れないので２、３ヵ月に一度、町内の定年後
の皆様で行われているソフトボールチームに交
じってプレイすることと、ランニングです。
株式会社マリーは今年で創業40周年、現社長が
トリマーとして、呉市広文化町ではじまった会社
です。
その社長の姪が私の妻で、妻はトリマーとして、
私はトリミング以外全般に関係して仕事をさせて
いただいております。
もともと私は、建築資材メーカーの営業マンと
して働いておりました。
５年前、平日はその営業マンとして、土日は
ペットハウスマリー、マリーナホップ店やゆめタ
ウン呉店の販売応援としてアルバイトとして働か
せていただいておりました。
趣味の野球も捨てがたかったので午前中に試合

をやり、午後から店頭に立つことをしておりました。
子供のころからネコアレルギーではあります
が、犬猫が好きでアルバイト中、子犬や子猫に癒
やされる以外にも、新しく家族に迎えられようと
する家族の皆さんの表情や喜び、家族に迎えた後
も「見て見て、こんなに大きくなりました」「こ
の子はわがままなんだけど可愛くて仕方なくて
ね」などのお声をいただくうちに気分転換で働い
ていた土日のアルバイトにやりがいを強く感じて
きました。そんな生活を繰り返すこと約２年。
店舗も増え、業務内容も厚みを増し、人手不足
となってきた中、夫婦そろって一緒にやらない
か？と声をかけていただきました。
そして平成27年から正式に株式会社マリーの栗
原佑哉として、経営の中心側から仕事をするよう
になり、より多くのお客様に喜んでいただくべく
日々イベントの企画や現場スタッフへのフォ
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と専属のエステティシャンが行っております。
ネコカフェマリーナ、こちらはマリーナホップ

内にございまして今年で５年目になります。開業
時は６畳一間、入場最大人数は８名、ネコも５、
６匹でしたが、平成27年12月に中２階完備で最大
入場数15、６名、猫は７、８匹で楽しんでいただ
けるよう改装いたしました。室内はメルヘン仕様
で現実離れいただきながら猫にふれあい癒やされ
る空間となっております。もちろんカフェですの
で室内でドリンクや軽食もご提供しております。
カフェマリーポポ、こちらもマリーナホップ内

にございまして、お連れの犬や猫とご一緒に食事
いただきくつろいでいただける空間として平成27
年12月にオープンいたしました。同じフロア内に
ネコカフェとドッグカフェがある施設は当時、中
四国発でしたので多くメディアから取材いただき
ました。
店内は自家製にこだわった50種類以上の豊富な
飲食メニュー、16種類の犬猫の食事、とご用意し
ておりまして、トリミングを待たれるのに利用頂い
たり、ワンちゃん同士の会合の場にもご利用いた
だいております。また、看板犬を日替わりで出勤
させており、ご自宅で犬を飼うことができないお客
様や、小さいお子様連れのご家族といったお客様
も看板犬にふれあいにお越しくださっています。
また、昨年冬場には水族館内でのパーティー利

用のお客様に対しての食事ケータリングをさせて
いただき、水族館内でカフェマリーポポのお料理
を提供させていただきました。
このようにマリーナホップ店でいろいろとチャ

レンジできるのも、いまこうしてこの場に立てて
おりますのも、ロータリーにお誘いくださった杉
川さんのおかげでございます。本当にありがとう
ございます。　
さて皆様、少子化と並行して到来したペット

ブームといわれておりますが、2018年２月時点で
日本の15歳未満の子供数は1600万人、一方、ペッ
トとして飼われている犬は約991万7000頭、猫987
万4000頭、犬猫合わせてざっと1979万頭となり、
日本では子供の数よりペットの数のほうが圧倒的
に多くなっております。
ちなみに犬、猫の寿命はここ30年で倍に伸長し

てるとのことです。
世界的にみると犬の飼育数、日本は世界３位で、

１位のアメリカは6990万匹と推計されているよう
です。（日本の６倍以上）
猫は世界６位、こちらも１位はアメリカで7405

のいき渡りで病気発症のリスク低下、成長過程に
よるその子その子の特徴の把握、兄弟親両親の情
報提供といった面でお客様にご満足いただけるよ
う努めております。
又、マリーナホップ店では、お客様のワンちゃ
んの家庭での悩み事、しつけ方法の疑問などに関
するカウンセリングを行っており、希望者は送迎
やお店に通うことにより問題点の解決、改善、家
庭での接し方を飼い主様ともども学んでいただけ
る学校「Mary’s�Fun�Training」（マリーで楽し
くトレーニング）という意味合いの学校をこの４
月より開校し、専属のトレーナー２名を先生とし
て設置し取り組んでおります。
他には、これらすべての生き物に安心安全無害
の消臭除菌スプレー「スーパーアルカリイオン水
ANY」を自社で作成し店頭販売、問屋さんへの
卸もペットハウスマリーとして行っております。
このアルカリイオン水ANYは99.9％がお水の
ためペットや小さいお子様にも無害で安心して
使っていただけます。
99.9％のお水に0.1％の炭酸カリウムを加え、独
自の電気分解でPH12.5のアルカリイオン水に変
換します。犬の涙焼けのヌメリ、お散歩後の肉球
ケア、ブラッシングの静電気防止、耳掃除、短毛
種のボディーケアと多様性があります。
それだけではなく特に油汚れの分解に優れてお
り、犬猫の排せつ物の消臭はもちろんですが、キッ
チン周り、部屋中のお掃除に最適と主婦の皆様の
ウケもよく喜ばれており、マリーオリジナル商品
として店頭にならび、よく売れております。
卸は中四国全般のペットショップに流通してお
ります。
ペット関係だけではなく、お掃除会社、飲食店、
病院などでこのアルカリイオン水を取り扱ってい
ただいております。
ご興味いただけましたら商品説明に参りますの
でよろしくお願い致します。　
ペットハウスマリーとしておおまかにはこのよ
うな事業となっております。
つづきまして雑貨ショップマリージョジョ、こ
ちらは呉市阿賀中央のスーパー藤三内にありま
す。こちらでは、カントリー雑貨の販売とエステ
も行える店舗であり、地元に愛されるお店として
28年目を迎えております。　
こちらもペット同様、他店に置かれていないマ
ニアックなメーカー、雑貨、洋服を集めておりま
す、エステは男性女性問わず、フェイス、ハンド
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メイドスペースで行っており、最後はマリーナホッ
プ内を仮装してワンちゃんとパレードも行います。
１回目は約1,000人、２回目は台風直撃にもか

かわらず約600人ご来場いただきました。
今年は10月28日（日）10時から開催し16時から

パレードです。司会に広島でご活躍されておりま
す、浅田真由さんを迎えて開催いたします。
例年全国からメーカーさんが集結し、普段購入

できないような商品や無料サンプリング、最後の
大抽選会ではペットカートやペットベット、など
豪華賞品が当たります。
入場料は無料となっておりますので皆様のご来

場心よりお待ちしております。　
最後に、今後事業として取り組まなくてはなら

ない課題が、高齢犬に対する取り組みです。長生
き＝高齢犬が増える、ということは痴ほうや寝た
きりが出てきます。　
そこで老犬施設や犬用デイサービスなど高齢犬

に向き合ったサービス、事業が今後の必須事項と
なり、現在進行中です。　
皆様、ペットに関することや、あたらしく犬猫

をむかえられる場合はペットハウスマリーにお願
いいたします。

� 稲田　健二会員

万匹、世界的にもいまや猫が多くなっているよう
です。（日本の７倍以上）
もちろん国の大きさ、人口が違うので当然ですが、
このように世界的にも猫が多く飼われております。
ただ弊社で言いますと年間約400頭の子犬子猫

が新しい家族に迎えていただいておりますが、圧
倒的に犬が多く猫ブームといわれても、やはり犬
が根強い印象です。
犬の平均寿命は大型犬、小型犬と若干は違って
きますが、おおよそ10年から13年。
猫は約16年、人間同様に寿命は延びてきており
ます。
それはやはり、医療関係の発達や各獣医院の設
備の充実が一番ですが、毎日口にするフードやお
やつの高品質化、生活関連商品の高機能化も原因
の一つと考えられております。
その反面食物アレルギーや体質変化の子が多い
印象でもあります。過保護すぎる点も良し悪しか
とも思います。
過保護ゆえにワンちゃんの洋服、帽子、靴と着
せられているオーナー様も多くなり、旦那様が
「わしよりいいものを着てる、トータルコーディ
ネート金額が犬のほうが高い」と笑顔で言われる
お客様が多いです。旦那は何でもいいけどこの子
には良い服やおやつを！なんて言われるお客様も
いらっしゃいました。
病気や怪我に備えるペット保険も多くの企業様
が出されていますが、長生きになってきた分、人
間同様に犬猫も癌はもちろん、心臓病、腎臓病、
糖尿病、痴呆とまで発症しております。先ほど申
し上げたアレルギーや体質変化、皮膚トラブルも
多くみられます。加入者も多く、人間同様に３割
負担、５割負担と選べる保険もあり、弊社でも保
険加入ができるシステムとなっております。
弊社をはじめペットショップでは動物愛護法で
定められた誕生から約50日頃から家族に迎えてい
ただけるようになります。
その後平均寿命の10年－15年の間お付き合いさ
せていただく中で満足いただけるよう様々なイベ
ントや企画を行っております、犬の運動会、犬の
料理教室、犬のバランスボールトレーニング、ハ
ロウィン仮装パーティー、犬も一緒に聞いていた
だける演奏会など毎月楽しめるイベントを各店
行っております。
その中でも年に１度のビッグイベントとなって
おります、ワンコと仮装して楽しめるハロウィン
パーティーは今年で３回目。マリーナホップマー

⻄部熱機株式会社

代表取締役社⻑ 稲田健二

自己紹介

2018（平成30年）年 7月 31日
1

DONATION
7  月 年度累計

ス マ イ ル 140,000 円 140,000 円
善 意 の 箱 20,589 円 20,589 円
100万ドル  46,368 円 46,368 円

1223号� （15）
　



事業紹介
建設業 （管⼯事・機械器具設置⼯事業）

 プロパンガス配管⼯事
 給排水衛生⼯事（給水・給湯・排水⼯事）
 エアー・蒸気・一般ガス（アセチレン、酸素）等の配管⼯事

主なお客様・・・
プロパンガス屋さん、⼯場、商社、器具メーカー

13

社内紹介 3
 プラント部 責任者 和彦常務

 社員 （2名）

 主なお客様（直近 過去3年 H26-8〜H29-7）
 （株）三友機械製作所／（有）アイ・エンジ／富安⾦属印刷（株）広島⼯場

／富永商亊（株）／アスタック（株）／（株）日本パーカーライジング広島⼯場
／オカモト産業（株）／光⼯業（株）／三建産業（株）／五木食品（株）
／（株）高岡ガスサービス／熊野製罐（株）／イトーテック（株）
／広島ガスプロパン／（株）／千田⼯業（株）／扇テクノス（株）
／国際焼鈍（株）／広島ガステクノ・サービス（株）／⻄日本液化ガス（株）
／（有）広島溶材／（有）広洋塗装／（有）砂田機⼯ 他17社

18

ご清聴
ありがとうございました。

先輩方にご指導を頂きながら
この⻄南ロータリークラブの発展にいくばくかの
貢献が出来ればと考えております。

今後とも宜しくお願いいたします。
19

社内紹介 1
 EDH事業部 責任者 健二社⻑

 技術課 技術係 （3名）
 技術課 保安係 （1名）

 主なお客様（直近 過去3年 H26-8〜H29-7）
 広島ガスプロパン（株）／ENEOSグローブエナジー（株）⻄日本支社 広島支店
／⼤陽日酸エネルギー（株）広島支店 呉支店／三島食品（株）／（株）正原
／伊藤忠エネクスホームライフ⻄日本（株）広島支店／（有）⻄本屋
／共栄プロパンガス（株）／広島ガス北部販売（株）／（株）柴田燃料商会
／イトーテック（株）／（株）協⽴／広島ガス呉販売（株）／（株）プラスイー
／（株）桂精機製作所 燃焼機事業部 ⼤阪燃焼機課
／三愛オブリガス中国（株）広島支店／（株）B・O・H／三洋ガス（株）
／（株）TEAM NY／ユニオンフォレスト（株） 他57社

16

社内紹介 2
 配管部 責任者 伸⾏専務

 社員 （2名）

 主なお客様（直近 過去3年 H26-8〜H29-7）
 （株）シティガス広島／日の丸産業（株）／（株）農協プロパンセンター

／（有）田中剛産業／中⻄商店（株）／（有）森国商会／イトーテック（株）
／（株）桂精機製作所 広島（営）／鯉城ガス(有)／I・T・O（株）
／（有）アイ・エンジ／広島県⽴府中東高等学校／加計燃料（株）広島営業所
／（有）竹吉鉄⼯／（株）エイケー・マインド・アーク（株）／（株）SWITCH

／（株）⼤岩マシナリー／（株）太陽／⻄⾕機⼯（株）他2社

17

事業紹介
 製造業（汎⽤機械・⾦属製造業）

 乾燥加熱炉の設計、製造
 乾燥加熱炉等の自主検査の代⾏（主にバーナーに関する項目）
 バーナー製造、販売、メンテナンス
 送風機等の機器販売

主なお客様・・・
⼯場、商社、器具メーカー、プロパンガス屋さん

14

組織図
代表取締役社⻑
稲田健二

EDH事業部
稲田健二
部⻑兼任

技術課
課⻑ 1名

技術係 2名
保安係 1名
技術係兼任

配管部
稲田伸⾏ 専務
部⻑兼任

社員 2名

プラント部
稲田和彦 常務
部⻑兼任

社員 2名

営業サポート部
稲田健二
部⻑兼任

パート 事務員
3名

（1名定年退職予定）

15

会社紹介（概要）

7

会社紹介 5（略歴）

 2015年（平成27年） 43期
4月21日 ベンリー五日市店 開店 便利屋
広島市佐伯区皆賀2丁目

 2016年（平成28年）
3月31日 ベンリー五日市店 閉店

 2016年（平成28年）
4月1日 ＬＰガス保安機関 広島県認定
プロパンガス保安業務開始

12

会社紹介 2（歴代社⻑略歴）
 初代社⻑

 稲田充章 1973年（昭和48年）〜 1999年（平成11年） 病死
私の叔父（⻑男）

 二代目社⻑
 稲田彰 1999年（平成11年）〜 2004年（平成16年） 退社

私の父親（次男） 74才

 三代目社⻑
 稲田和彦 2004年（平成16年）〜 2011年（平成23年）現常務

私の従兄弟（充章の息⼦） 49才

 設⽴メンバー
 稲田伸⾏ 1973年（昭和48年）〜 現専務

私の叔父（三男） 71才
9

会社紹介 3（略歴）

 1995年（平成7年）
資本⾦1,000万円に増資 ⻄部熱機株式会社に組織変更

 1999年（平成11年）
初代社⻑ 稲田充章病死により
二代目社⻑ 稲田彰（私の父）が就任

 2004年（平成16年）
二代目社⻑ 稲田彰（私の父）が引退により
三代目社⻑ 稲田和彦が就任（初代社⻑の息⼦、私のいとこ）

10

会社紹介 4（略歴）

 2011年（平成23年）
三代目社⻑ 稲田和彦が常務に就任し
四代目社⻑ 稲田健二が就任

 2014年（平成26年）
事業年度変更 3月決算⇒7月決算に
42期は 事業年度4ヶ月決算

 2014年（平成26年）
9月26日 第一回経営指針発表会 開催
於：広島信⽤⾦庫 江波支店 会議室

11

会社紹介 1（略歴）

 1973年（昭和48年）
稲田充章（⻑男）・稲田彰（次男）・稲田伸⾏（三男）（三兄弟）
有限会社 ⻄部熱機総業設⽴
初代社⻑ 稲田充章 1999年（平成11年）病死 私の叔父
資本⾦ 60万円（20万円出資×3人） 中区舟入6丁目 設⽴

 1982年（昭和57年）
業務拡張により 中区江波南2丁目16-30 事務所⼯場新築移転

 1987年（昭和62年）
業務発展の為
現在地 中区江波南2丁目16-20 事務所⼯場新築移転

8

会社紹介（許認可／所属団体）
建設業許可 広島県知事許可（般-28） 第15553号
広島市水道局指定給水装置⼯事事業者 第26220号
広島市排水設備指定⼯事店 第675号
ＬＰガス保安機関 広島県認定 34A0570MK
特定液化石油ガス設備⼯事事業所 第117号
古物商 第731291500014号
広島商⼯会議所 会員
五日市商⼯会 会員
広島県ＬＰガス協会 配管⼯事会社 会員
広島県職業能⼒開発協会 会員
広島県中小企業家同友会 東支部 南③地区会会員
広島⻄法人会 会員
(株)武蔵野 経営サポートパートナー会員

6

会社紹介（概要）
社是

『感謝 ・ 最善 ・ 成⻑』

経営理念
『我社に関するすべての人々の幸せを

追求すると共に、明るい未来に貢献する。』

4

会社紹介（概要）
 所在地 中区江波南2丁目16-20

本社・⼯場敷地面積 568.73㎡ （約172坪）

 従業員数 14名（役員3人、正社員8人、パート3人）
 資本⾦1,000万円 https://seibunekki.co.jp/

 業種 https://www.facebook.com/seibunekki

建設業（管⼯事・機械器具設置⼯事業）
製造業（汎⽤機械・⾦属製造業）

 年商 43期 H26-8-1〜H27-7-31 1億6,100万円
44期 H27-8-1〜H28-7-31 1億6,700万円
45期 H28-8-1〜H29-7-31 1億7,080万円
46期 H29-8-1〜H30-7-31 1億9,000万円+＠ 予定

5

自己紹介 1

 稲田健二（いなだ けんじ）

 昭和42年11月10日生まれ（50歳） AB型 さそり座

 中区舟入南6丁目で生まれ

舟入小学校卒→江波中学校入学

中1の一学期で安佐南区高取に引っ越し

安⻄中学校へ転校

広島県⽴広島⼯業高等学校（県⼯）卒業 第88回生徒会会⻑

 佐伯区五日市町昭和台

嫁と今年⼤学卒業、就職の息⼦と中2の娘と4人で暮らす。

2

自己紹介 2
 1986年（昭和61年）⼤亜⼯業(株) 通信部 入社
 1987年（昭和62年）(株)桂精機製作所 広島営業所 入社

 1989年（平成元年）現在の会社⻄部熱機(株) 入社
 2011年（平成23年） 10月から代表取締役社⻑ 四代目

所属団体・勉強会
 広島県中小企業家同友会 東支部 南③地区会
2002年10月（平成14年）

 (株)武蔵野 経営サポートパートナー会員 2017年5月
実践経営塾 2回目

 ⻄法人会⻘年部 2018年卒業

3

（16）� 2018年7月
ロータリークラブの多様性を高めよう！



　入会 10 年未満の会員で親睦す
る、第５回10年会が７月10日（火）
19 時から ANA クラウンプラザ
ホテル広島「フリュティエ」で開
催されました。総勢 11 名の会員
が参加し、親睦を深めました。次
回第６回10年会は、９月10日（月）
に開催予定です。

広島西南ＲＣのホームページが新しく生まれ変わりました

http://hiroshima-sw.rotary2710.net/

↑グローバルナビゲ―ションに新項
目を追加しました。
　行事・例会予定と同好会を追加
しました。

↑広島西南 RC で、共通の趣味で
親睦を図る、同好会情報も掲載し
ています。
　同好会の活動状況もわかりやく
とまとめています。

今後のリニューアル
　先日、アンケートにご協力いただきました、広島西南 RCの会員メンバー紹介のページを作成いた
します。
　これからも、日々新しい情報を発信していきます。
　GMや同好会なども積極的に掲載していきますので、写真と原稿の準備をよろしくお願いいたします。

↑行事予定が毎月のカレンダーで
更新されます。
　休会やメークアップ情報もここ
を見れば、一目でわかります。

10年会 7月10日（火）19：00～
ANAクラウンプラザホテル広島

　親睦家族活動委員会は来る７月 17 日（火）に S.A.A. と合
同で岡本会長、徳納幹事、岩田理事のご臨席を賜りGMを開
催致しました。
　最初に岡本会長からご挨拶並びに理事役員会での報告を拝
聴し、小野委員長より年間のスケジュール（野球観戦、32 周
年記念例会等）の確認を行いました。
　特に 32 周年記念例会のアトラクションの中身ついての選
定等活発な意見が飛び交い、貴重な時間となりました。
　今後も GMを重ね
て会員相互の親睦を
深め、元気で活発な
クラブを創造いてい
くことを確認し会を
終えました。

親睦家族活動委員会・
S.A.A.合同GM

7月17日（火）18：30～
ANAクラウンプラザホテル広島

1223号� （17）
　



2018-2019年度　第1回理事・役員会　議事録

日　時：2018年７月３日　13時45分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ
出席者：岡本（俊）、山下（幸）、徳納、橋本、
　　　　室㟢、佐々木、岩田、桒田、宮﨑、
　　　　児玉、曽里、山國、三宅
開会挨拶（岡本（俊）会長）
　「いよいよ新年度が始まりました。皆さんの協
力を引き続きお願いしたい。」
議事
　①合同幹事会報告
　　資料のとおり。
　　�新旧正副会長幹事会について、グループ６.７
合同ならいいのではないか。ガバナー補佐退
任挨拶だけでいいのではないか。各会長等の
挨拶はいらないのではないか。などの意見が
出た。次回合同幹事会で西南ＲＣとしての意
見をする。

　②公式訪問議題等について
　　�ゲストの席の配置など、訪問時のおもてなし
を検討継続する。

　　�ガバナーから依頼されている３つの議題のほ
か、奉仕についても議題にしてはどうか。

　③８月プログラムについて
資料のとおり。

　④平和公園早朝清掃について
　　�プレスリリース・ロータリーの友への寄稿　
→　市民及びロータリアンへのアピール

　　メークアップ対象行事として承認された。
　⑤今年度予算の確認（繰越額）
　　�資料のとおり。充実した事業で使うよう確認
があった。

　⑥退会会員について
　　�戸田会員の６月30日での退会の申出が受理さ
れたことの報告があった。

　⑦各理事役員報告
　　�児玉　理事…早朝清掃を頑張りたい。
　　宮﨑　理事…�７／17ゲスト１名入会の可能性

大。
　　　　　　　　�毎月最終例会時にのぼりを立て

て意識付けする。
　　佐々木理事…次週予算報告
　　桒田　理事…�新しいホームページの改定作業

中。
　　曽里　理事…寄付のお願い
　　岩田　理事…�９月野球観戦について次の理事

会に提出予定。
　　　　　　　　�台北新東からの来広は来年３月

～４月となった。
　　山國 S.A.A.…引き続き例会運営の管理
　　岡本　会長…�ホーム例会の出席率の発表をす

る。→出席委員会

第２回理事役員会
　平成30年７月31日（火）13：45 ～
　ANAクラウンプラザホテル広島
閉会の挨拶（山下（幸）副会長）
　「初めての例会、理事役員会でした。この緊張
感を保ちつつ頑張っていきましょう。」との呼び
かけで閉会した。

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

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

長野　　宏　Ｈ28年
大内田民博　Ｈ28年
井上　俊博　Ｈ29年

８月行事予定
❖�８月１日（水）7：00 ～
　早朝清掃� 平和記念公園
　（ドーム前集合）
❖�８月７日（火）13：40 ～
　第２回クラブ協議会� ANAホテル４Ｆ
❖�８月28日（火）13：40 ～
　クラブフォーラム� ANAホテル３Ｆ

９月行事予定
❖�９月４日（火）18：00 ～
　野球観戦家族会� Mazdaスタジアム
❖�９月９日（日）18：30 ～
　創立32周年記念夜間例会� ANAホテル３Ｆ
　（９月11日（火）例会の変更）

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

2018年８月28日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　岡本�俊雄　幹事　徳納�武使
　　　　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

　会報資料委員会に配属になりまし
た。１年間どうぞ、よろしくお願いい
たします。岡本会長方針を受け、徳納

幹事からもアドバイスいただきながら、イメー
ジUPにつながるよう進行していきます。みなさ
ま、１年間、早めの原稿のご提出をよろしくお
願いいたします。� （田中　朋博）

氏　名 5 12 19 26 出席率
名 岡本　文治

1 荒木　　攻 × △ ○ 66%
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%
32 白築　忠治 ○ ○ ○ 100%
33 曽里　　裕 ○ ○ ○ 100%

氏　名 5 12 19 26 出席率
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 田中　朋博 ○ △ ○ 100%
51 田中　和之 × × × 0%
52 戸田　泰弘 ○ ○ ○ 100%
53 上田　直治 ○ ○ ○ 100%
54 漆原　健夫 ○ ○ ○ 100%
55 山本　　豊 ○ ○ ○ 100%
56 山下　哲夫 ○ ○ ○ 100%
57 吉田　栄壮 ○ ○ ○ 100%
58 山下　幸彦 △ △ ○ 100%
59 山本　春男 ○ △ ○ 100%
60 山國　　豊 ○ ○ ○ 100%
61 山田　泰子 ○ ○ ○ 100%
62 井上　俊博 △ △ ○ 100%
63 佐藤暖以子 ○ ○ ○ 100%
64 沖井　　翔 ○ ○ ○ 100%
65 高鍋　　徹 ○ △ ○ 100%
66 栗原　佑哉 △ ○ ○ 100%
67 稲田　健二 ○ ○ ○ 100%
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国際奉仕委員会GM
日　時　平成30年７月31日（火）18時30分～
場　所　七宝丸
参加者　岡本（会長）、徳納（幹事）、
　　　　児玉（理事）、佐古（委員長）、
　　　　漆原（副委員長）、山本、新藤
ゲスト　光原鈴江様（ひろしま日本語教室代表）

梅林整備（草刈り、水撒き）
日　時　平成30年７月21日（土）
　　　　８時00分～ 12時00分
参加者　岡本会長、山本春夫会員、岩田会員、
　　　　杉本会員、寺本会員、三宅会員、
　　　　徳納委員長
天　候　日本晴れ（猛暑）
備　考　草刈り機等の機材は寺本緑化建設が提供

事業内容　朝から猛暑の中、１ｍ近く伸びた雑草と
格闘しました。「一時間程度の作業で済むだろう」と
なめてかかりましたが、そうはいかずに、かなりハー
ドな作業後なりました。台北新東ロータリークラブ
と広島西南ロータリークラブの友好の証の梅林を多
くの広島市民に楽しんで頂くための整備事業です。
作業中も遊歩道を歩く散歩の人も多く見かけまし
た。市民一般の方々の憩いの場として不快感を与え
ないようにとの思いで草刈り機と熊手を握りました。
　水分補給と休憩をしっかりとりながら作業を行い
ました。
今後の予定　８月、９月、10月

整備前 整備後


