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「S.A.A.について」

山口 洋充 会員

会長時間

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆっくり

していって下さい。

米山奨学生、グエン・リンティゴックさん、よう

こそです。体調を崩したりされていないですか。

用心して下さいね。

年次基金を今日1,000ドルしておきました。

6月はロータリー親睦月間です。

後程、清家親睦委員長に山口ＳＡＡ委員長の会

員卓話があります。宜しくお願い致します。

今日の会長時間は広島安佐ＲＣの名誉会員の田中

作次様がRI会長のとき、国際ロータリー第2780地

区の地区協議会の報告書の中にありました。慶松

憲三(葉山RC)サブリーダーのロータリーの親睦に

ついてのお話を紹介してみたいと思います。

1905年2月23日木曜日 ポールハリスがシルベスタ

ー・シールとテノール歌手のマダム・ガリの店で

夕食をとっている時、ポールは新しいクラブの構

想を語り始めました。

「私は実業家のクラブについて、ずっと考え続

けて来ました。それはシカゴにある今までの

社交団体とはまったく違った新しい種類のも

のなのです。」

シールは尋ねます。

「それは、どのように違って、どんな意味を持つ

クラブなのですか？」

本年度、広島安佐ロータリークラブ・SAAを拝命

しております山口洋充でございます。

大役を一年弱の間仰せつかって参りましたが、不行

届きな点も多々あり皆様には並々ならぬご迷惑をお

掛けしましたこと、大変恐縮しております。

この度卓話の機会を頂戴しましたので、改めて

SAAの業務内容について確認し、次年度以降のご担

当者の参考として頂ければ幸いでございます。

ロータリー情報マニュアルによると、SAAとは会

場監督者であり、例会をはじめとするすべての会議

が、楽しく、秩序正しく運営されるよう、常に心を

配り、気品と風紀を守り、会合がその使命を発揮で

きるように設営、監督する責任を有する人とされて

おります。

会議の秩序を乱す方はいらっしゃいませんでしょ

うから、特に、「楽しく」という点が重要であるよ

うに思います。SAAはこの点、親睦委員等の協力を

定期的に仰ぎながら、例会にちょっとしたスパイス

を加え、皆様の親睦に寄与する必要があったように

思います。

例えば、席次についてくじ引きや抽選といった方

法を用いることで、より新鮮な例会を設営すること

が可能であったかもしれません。

ニコニコ箱の管理も重要な職務です。皆様から気

持ちよくご出宝して頂けるような仕組み作りという

点も今後の課題であるように思います。皆様ご承知

のように、現状、当クラブの財政は危機的な状況で

すから、ご出宝が今後もクラブ運営上重要となって

きます。

SAAが皆様の近況をつぶさにキャッチしご出宝を促

すという重要な役割を担っていく必要性を今更なが

らに痛感しております。

以上のように、私自身が1年弱SAAを担当した

経験を踏まえ本業務を振り返ってみましたが、

SAAという業務は、他の委員の方々との連携なし

には成立しえない業務であるように思います。

例会の運営方針について、常に他の委員の方々

と協議し、協力を仰ぎながら様々なアイデアを

実践していくことが必要不可欠であると考えま

す。この点、私自身は多くの反省点を残してし

まいましたが、次年度以降のご担当者に、更な

るSAA業務の進化をお願いしたいと思います。
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「そうですね。知己と友情を充分に強調したいです

ね。しかし、それだけでなく、会員同士がお互いの

ビジネスを伸ばせたらいいと思います。それは難し

いはずはないと思いますが。例えば、二人の会員が

同じ職業を持つ事が出来ないと決めればいいでしょ

う。そうすれば、クラブの中には競争相手がなくな

ります。もし会員の誰かが品物やサービスが欲しい

時にはクラブ内の人と取引する義務を持たせたらい

いでしょう。相互扶助の一種だけれど、どうおもい

ます？」

＊知己とは知り合い・知人 friendほど親しい関係

でない。

シールはポールの構想に賛同し、その足で鉱山技

師のガスター・ロアの事務所に行きます。そうして

ロータリーが生まれる話になります。

この会話がロータリーの最初の「親睦」です。

シカゴ・ロータリークラブが設立されますが、当

初のシカゴ・ロータリークラブには奉仕の概念はな

く、事業の繁栄と親睦を目的にして設立されていま

す。

「定款 第2条 目的」には始め2項目しかありませ

ん。

１.会員の事業上の利益の推進
２.通常、社交クラブに付随する良き親睦とその他の
特に必要と思われる事項の推進で

すから、親睦はロータリーの初めからありまし

た。

注意するところは、この定款によれば、統計係と

いう役職が設けられて、例会の出欠席と、ともに会

員相互の商取引や斡旋の結果を郵送して例会に報告

する義務があったことです。また、会員同志の物質

的相互扶助であったクラブは会員各自の事業の内容

が外部者に漏れないように機密保持を徹底しまし

た。

定款第10条には、機密保持という項目を設けて、

こう書かれています。

「例会におけるすべての方針、規則、細則、および

商取引は、厳密に機密を保持するものとする。」

この定款では、例会は4回続けて欠席すれば退会と

なると定めた一方で、例会は月に２回とし、さらに

７月、８月は休会という規約でした。今とはだいぶ

ん違います。

1912年8月6日、シカゴクラブ定款が変更され、親

睦と事業上の利益の推進という目的がなくなりま

す。ロータリー受難の時代ともいえる1923‐24年度

のRI会長 ガイ・ガンディカーと言う方がいまし

た。日本では関東大震災が起こった年で、このRI会

長は東京の災害復興に多大に貢献した方でもありま

す。このガイ・ガンディカーRI会長は、ロータリー

で初めての文献となるものを残した人物としても有

名です。その文献の中で、親睦についてこう語

っています。

「良き親睦は、決してロータリーのすべてでは

ないのであって、良き親睦は、ロータリーとい

う苗木が根をおろし、成長するための土壌をな

しているのである。」

そして、この良き親睦を形成するものとして

7つ上げています。

１.真心のこもった握手
２.姓ではなく、名前で呼び合うこと
３.歌の合唱を行うこと
４.ある種のウエットに富んだ行動
５.各会員相互間に行われるその他の親切
６.議長、同僚たる会員および招待者に対する
礼儀正しい行動

７.老練な企業経営者にして始めてできる、紳
士的振る舞いと思慮深さ

この7つが親睦を形成するものと言っていま

す。

沢山の「親睦」についての文章のほとんどは戦

後の日本人ロータリアンが思考して書いた、哲

学感の高い個的な文章しかありません。

では、日本のロータリーのいう、真の「親睦」

とは何でしょうか。

日本のロータリーではよく「親睦と奉仕の両

輪」と、かたられ、それを説明するために、

「親睦と奉仕」はクラブ内活動とクラブ外活動

・例会活動と例会外活動と言い換えて具体的に

説明しています。

親睦はクラブ内活動、例会活動となり奉仕はク

ラブ外活動・例会外活動となりました。

ロータリアンには卓越した事業の専門家がいま

すし、豊かな人生経験を持った人や、高い倫理

観を持った方々がいます。ロータリークラブは

人生勉強には事欠きません。ある時は師とな

り、ある時は生徒となってクラブ例会をとおし

て、人生を学んでいます。

それらを可能にする前提としては、ロータリア

ンがすべて平等でなければなりません。

外の社会に出れば、元請けと下請けの関係があ

ろうとも大会社の社長と零細商店の旦那であろ

うとも、年寄り、先輩、若者、どこで上下関係

があろうとも、ロータリーの発想交換の場、例

会ではまったく平等でなくてはなりません。私

は業界では偉いのだからなんていう事もありま

せん。

そのような雰囲気の中で行われる平等なテーブ

ルでの会員相互の切磋琢磨によって、奉仕の心

が育てられるとロータリーは言っているのでは

ないでしょうか。



☆ ニコニコ箱

本日のプログラム

「S.A.A.について」

S.A.A.理事

山口 洋充会員

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信・ロータリーの友を配布。

・IM報告書を配布。

２.例会変更

・広島廿日市RC 「最終夜間例会」

6月20日（月）18：30～（酔心 本店）

・広島西南RC 「最終夜間例会」

6月21日（火）18：30～（ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ）

・広島陵北RC 「最終夜間例会」

6月22日（水）18：30～（リーガホテル広島）

３.お知らせ

・来週は6月分被選理事会がございます。

理事（岡本･八條･長神･奥芝・三宅･清家･道垣

内･石丸･遠藤･西丸･大北･山口会員）の方は、

必ずご出席下さい。

・次週のプログラムは理事・委員長退任挨拶とな

っております。

岡本会員・清家会員・八條会員・松岡会員・大

北会員・三宅会員・森本会員・谷会員・佐藤会

員・西丸会員以上10名の方です。ご都合の悪く

なられた場合は、八條プログラム委員長までご

連絡お願い致します。

￥26,000 累計￥783,000
☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいでくださいました。ごゆっ

くりしていって下さい。米山奨学生 グェン,

リン ティ ゴックさんゆっくりしていってくだ

さいね。バイトはしんどくないですか？ガンバ

ッテ下さいね。ロータリー最終月になりまし

た。あと1ヵ月になりました。時がたつのは早

いですね。先ほど?ウーチンフンさんが個展の

案内状を持って来られました。是非とも時間が

ある方は行ってあげて下さい。宜しくお願い致

します。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。本日卓話

は、清家会員、山口会員です。お話を楽しみ

に。ゲストのベトナム留学生リンさん、ようこ

そ。ウーチンフンさんの個展が広島芸センであ

ります。

☆ 青木 幹丸 様

見ました!谷さん､米山奨学生特別寄付ありがと

うございます｡お客様ようこそ｡とりわけ､同業

者陵北RC龍山永明会員､どうぞごゆっくり｡

☆ 植木 英明 様 ￥3,000

（茨城県水戸西ロータリー）

仕事で広島へきました。

会員記念日（６月）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・清家 俊一会員（清家 美保 様：23日）

☆結婚記念日おめでとうございます。

・道垣内 文夫会員（H1.6.11）

・清家 俊一会員（S56.6.14）

・谷 勝美会員（S48.6.15）

元気で頑張ってくれています。

ロータリーでは、この一連の行為・考えのことを

「親睦」ないしは「純粋親睦」と呼んできました。

または、この一連の平等な行為やこのような考え方

から「純粋親睦」が生まれるとも言ってきました。

クラブの親睦はしばしば「親睦会」や「同好会」

「飲み会」と混同されますが、これらはロータリー

でいう「親睦を深める」という一手段ですから、否

定するものではありません。ロータリーでいう「親

睦」は知己と友情を深めるために必要な平等なテー

ブルがロータリーにあるということです。最近これ

に「ロータリーの寛容」という言葉が加えられてい

ます。

それと、今までのお話したこと全部を「ロータリー

を楽しもう」と一言で言っておられました。

世間一般の人たちが考える「親睦と奉仕」は、ロー

タリーが考える「親睦と奉仕」とは、異なった解釈

があると思います。それはfellowshipを「親睦」と

訳したことに問題があるのかも、しれません。

むしろ「友情」とか「友愛」と訳す方が理解しやす

いでしょう。

ですから、戦前のクラブ組織表では親睦活動委員会

の代わりに友愛委員会の名称が使われていました。

親睦委員

遠藤 暢彦 会員



6月9日(木) 第802回

今年度RIのテーマ「Be a gift to the world・

世界へのプレゼントになろう」そして、東ガバ

ナー信条「ロータリーの原点に立戻り、輝かし

い未来の礎を築こう」と子供達の未来に責任あ

るビヘイビアーを基本理念にされ、本年度会長

方針「子供達にプレゼントをしよう！奉仕を楽

しもう」の下、この機会に原点回帰そして輝か

しい子供達の未来の礎が築けたらとの思いでこ

の一年活動して参りましたが、昨年度スタート

できましたインターアクトクラブ「崇徳学園」

の提唱ロータリークラブとして､より広いフィー

ルドでの活動を推進できたと考えております｡

特に、9月の例会にて“会長 多留 陽葉 君

”に、これまでの活動内容と今後の取り組みを

お話しいただきましたが、その活動内容が第19

回ボランティア・スピリット賞（プルデンシャ

ル生命・ジブラルタル生命主催）において11月

15日地区予選を通過した選ばれし40名の中から

12月23日の全国表彰の場で、見事文部科学大臣

賞（他1名）に輝きました。これは、発想力・実

行力・リーダーシップ等の基準で審査された結

果です。特に多留君は眼に障害がありながら

「障害者への見方を変えたい」と見事な行動力

が称賛されていました。この快挙は、新聞各

紙、全国高校生新聞にも掲載され話題となりま

した。

ロータリークラブも、新世代奉仕から2013年青

少年奉仕へと名称も代わり青少年育成への力の

傾注が伺えます。今年は、特に新世代を担う子

供達にServiceというアクションを実践し、具体

的なプログラムとして活動のベースができあが

る様行動して参りました。

私どもの様な小さなクラブが、彼らと一緒に活

動を共有化していくことでより大きなアクショ

ンプログラムが築けたのではないかと思ってお

ります。

特に、一昨年大規模土砂災害を乗り越えてこら

れた人々、そのサポートに献身的な努力を継続

してされている人々。この未曾有な出来事を糧

に被爆70周年の節目、現職米国オバマ大統領の

副会長･クラブ管理

運営理事、インター

アクト(長)

岡本 忠文 様

初来広という歴史的な年にインターアクトクラ

ブのメンバーと共に社会貢献そして平和という

共通テーマに勤しむことが出来ました事は当ク

ラブにとってもこれからの貴重な財産になって

くるでしょう。

一方、今年度のアクションを通じ、Enter to

learn, go force to serve.（入りて学び出でて

奉仕せよ）という言葉で表している職業奉仕と

ロータリーライフが実践できるようこの精神を

常に心に刻み、職種の向上と地域社会の向上は

「Vocational service」（天職による社会への

お役立ち）によって成り立つと現在では解釈さ

れているコンセプトを「職業奉仕」と考える事

の大切さを少しずつ醸成してきたつもりです

が、知れば知るほど奥深さを感じてしまいま

す。そこに、次年度RI会長方針「人類に奉仕す

るロータリー」が出され、次年度田原ガバナー

の信条「Vocational service only brings

about happiness and peace,奉仕の中にこそ幸

福と平和がある」とされました。次年度に向け

RI方針に少しでも近づくことができるブリッジ

ワークとして本年度の事業推進がお役に立てれ

ばと思っております。

職業奉仕担当委員の重要な仕事は、大きく二つ

あると思います。職場訪問と職業人卓話です。

その一つの職場訪問は、今年度は森本会員のご

配慮で、国会議事堂の見学、日本銀行見学と普

段出来ない職場訪問にすることが出来ました。

私は急な仕事が入り東京には行けなかったので

すが、行った会員の話では、普段では出来ない

経験をさせてもらったようです。

もう一つの職業人卓話は、去年から熊野中学の

協力を頂いて今年も熊野中学で、6月15日に「職

業人による講話会」としておこないます。

岡本会員は「幸福は口福から」

桂会員は「旅について」

中村会員は「デザインと社会貢献について」

山本会員は「美容師という仕事について」

です。

4名の会員様からは気持ち良く承諾して頂いて

感謝しています。

中学生にとって､進路計画･設計を考えるのに良

いアドバイスとなり､興味ある卓話になると思っ

ています｡会員の皆様の出席をおまちしていま

す｡

職業奉仕担当長

大北 茂人 様

「退任挨拶」



この1年間上記担当でありながら、ほとんど何

もせず申し訳なく思っております。

既に、米山記念奨学会については皆さんご承

知の通りですが、去る5月12日の例会で青木会員

から改めて詳しく話しをしていただきました。

現在民間最大の奨学団体で年間700名の奨学生

を支援していますが、最大の特徴はカウンセラ

ー制度のようです。

日本での勉学に安心して励めるよう生活を支

援すると同時にロータリークラブを通して、日

本の文化・習慣などに触れ、将来ロータリーの

理想とする国際平和の創造と維持に貢献する人

となることが期待されます。

現在、当クラブではベトナム出身のグェン リ

ン ティ ゴックさん（広島YMCA専門学校日本語

専攻）を支援しています。

カウンセラーは青木会員です。グェンさんも

安心して勉学にその他の研鑽に励まれるものと

信じています。

青木会員宜しくお願いします。

米山記念奨学会担当長

谷 勝美 様

国際奉仕担当長

三宅 恭次 様

青少年奉仕担当長

森本 真治 様

親睦委員長

清家 俊一 様

この一年間ありがとうございました。

今期もあと最終夜間例会を残すのみとなりまし

た。何とか無事に終えることができるのも、委

員さん、会員の皆さん、のご協力あってのこと

だと感謝申し上げます。

中でも、クリスマス例会に元米山奨学生のパメ

ラとその家族に参加してもらうことができ、彼

女のスピーチも含めご両親、弟さんとも交流を

深めていただき、改めてロータリー活動の素晴

らしさを感じ、それにかかわることができたこ

とを、感謝、また誇りに感じました。

彼女はロータリーのおかげで無事に留学生活を

終えることができ、またその経験を活かして、

マニラでインターナショナルスクールの講師を

しています。また、今年の初めにマニラを訪問

したとき、学校を家内と二人で案内してもらっ

たのですが、小中高一貫の素晴らしい学校で、

設備も素晴らしく、彼女の個室も専用の教室も

考えられないくらいの素晴らしさでした。ま

た、同僚の先生方にも紹介していただいたので

すが、みなさん、パメラが広島滞在中に、ロー

タリーで奨学金を受け、また私がカウンセラー

を務めたことをご存知でした。

初めて会った感じではなく、とてもフレンドリ

ーに接していただきました。

このことは、パメラがロータリーのことを彼女

の周りの人間に感謝を持って伝えてくれている

のが感じられ、ロータリアンとして誇りに感じ

ることができました。

また、春のお花見例会では、２５年ぶりに再会

した私のオランダのイルマ親子の飛び入り参加

を長神会長が快く受け入れてくださり、二人と

も思い出深い経験をすることができたと感謝し

ておりました。

任期はあと少し残っておりますが、この大役を

果たせたのも、委員各位、会員の皆様のご協力

のお蔭だとこの場を借りてお礼申し上げます。

ありがとうございました

この一年間、国際奉仕に関する新しい提案等

を行うことができず、この分野の活動が停滞し

たことをお詫びいたします。

小クラブ故、外国のクラブとの提携、連携な

ど国際交流そのものがこれまであまり行われて

きていないことを事実として受け止めながら、

やはりその緒に付くアクションを起こすべきで

あったと反省しています。

ただ、クラブ全体ではクリスマス例会へのか

つての米山奨学生、フィリピンのパメラファミ

リーの参加など「国際交流」に類する活動が清

家親睦委員長を中心取り組まれたことを報告す

るとともに感謝申し上げます。



お客様、ようこそおいでくださいました。ごゆっ

くりしていって下さい。

広島RC 福永様・向井様 広島南RC 宮崎様・山岡

様・中村様 広島東RC 丸茂様

広島中央RC 福田様 広島西南RC 寺本様 広島陵

北RC 龍山様 ゆっくりしていって下さい。

森本さんお久し振りです。国政、頑張って下さい。

本日は会長時間においての話ではロータリーにつ

いては最後のテーマにしたいと思います。

ロータリー運動の実体を見事に表した言葉とし

て、「入りて学び、出でて奉仕せよ」「Enter to

learn、Go forth to serve」と言う言葉がありま

す。世の中のあらゆる有用な職場から選ばれた裁量

権を持った職業人が、一週一回の例会に集い、例会

の場で、職業上の発想の交換を通じて、分かち合い

の精神による事業の永続性を学び、友情を深め、自

己改善を計り、その結果として奉仕の心が育まれて

来ます。この例会における一連の活動のことを「親

睦」と呼ぶのです。

例会で高められた奉仕の心を持って、それぞれの家

庭、職場、地域社会に帰り、奉仕活動を実践しま

す。これが理想とされるロータリーライフです。

資本主義を背景として生まれたロータリー運動は

最高の利潤を追求したいという利己心と世のため人

のために如何に、すべきかという利他心を調和する

哲学です。

永続性のある適切な利潤を獲得するために到達した

経営哲学が「良質の職業人とは、自己改善を重ね

て、自分の職場を健全に守ると共に、取引先・下請

け業者・従業員・顧客・同業者など、自分の事業と

関係を持つ全ての人と幸せを分かち合うことであ

る。そして、その心を持って事業を営めば、必ず最

高の利益が得られることを自分の職場で実証するこ

とによって、奉仕の精神の必要性を地域全体の職業

人に伝えていく」という職業奉仕の理論を構築し、

お互いがそれぞれの業界の職業情報を持ち寄ってそ

の理論を実践する具体的な方法を研究するのが例会

の場なのです。

奉仕の心はクラブライフを通じて育まれますか

ら、奉仕の心を形成する場はクラブの正式な会合、

即ち、例会という事になります。例会を通じてロー

タリアン各自が高質で豊かな奉仕の心を培うために

は、例会出席は欠かすことの出来ない義務であり、

別の言い方をすれば、他のロータリアンに対する友

2016年6月9日(木）第802回

3階「安芸の間」

会長時間

この年度奉仕理事という大役を仰せつかった

松岡與吉でありますが、私自身力不足でなにも

出来ませんでした。

ただ、奉仕委員、会員の皆様のご尽力により、

役目の一部を成し遂げた感じです。職場訪問で

は国会議事堂、日本銀行訪問等、森本会員にお

世話になり、意義あるものになりました。

社会奉仕の女性剣士親善剣道大会は前年度では

中止としましたが今年度は実施することができ

ました。

また１月には都道府県対抗男子駅伝もあり、選

手、役員の支援をさせていだだきました。今年

度は準優勝の成果をのこしました。

４月には例年の比治山パークボランティアとし

て、段原中学校の生徒さんの参加に加え崇徳高

校のインターアクトの皆様にも参加してもらっ

て盛大に実施することが出来ました。

皆様のご協力に感謝申し上げます。

会計理事、西丸洋平会員会計報告が終了次

第、監査終了となる予定です。事務局の占部智

子さんのご協力にも感謝致します。

奉仕理事

松岡 與吉 様

監査長

佐藤 恭子 様



幹事報告

情の証でもあります。

出席不良の会員や四回も続けて欠席するような会

員から、友情を期待したり、奉仕の心を語り合うこ

とは不可能であり、そのような会員を放置すること

はロータリー運動そのものを危うくする理由から、

「退会」という最も厳しい措置が講じられるのも当

然のことです。

定例の日時と場所で例会を開くことは世界中のロー

タリアンに対する約束事であり、特別な事情がない

限り、変更したり、中止してはなりません。親睦会

や記念行事が特別の事情に当たらないことは、言う

までもないことであり、例会とは切り放して行うべ

きでしょう。

「Ideal of Service」を「奉仕の理想」と訳するロ

ータリー独特のいいまわしがあります。

Serviceと混同されやすい概念として、Volunteerと

Charityがあります。ボランティアは自立を促すこと

を前提とした援助行為を指し、その行為に対する対

価の支払いに関する明確な定めはありませんが、一

般的には無償ないしは実費の場合が多いようです。

チャリテイは慈善行為であり無償が原則です。

ロータリー用語としてのServiceを一言で説明するの

は非常に難しいことです。

シェルドンは奉仕とは世に有用な職業に従事して働

く行動は全て奉仕だと考えておられたみたいです。

そして、シェルドンの職業奉仕理念に基づいた日常

の職業生活のことをロータリーでは奉仕と定義づけ

ています。

社会奉仕・国際奉仕における「奉仕」はVolunteer

に近い意味合いを持ったServiceであり、当然のこと

ながら、その受益者はロータリアン以外の人が対象

となります。実践面について、個人奉仕の原則や団

体的・金銭的・永続的奉仕の禁止などのロータリー

独特の成約がつき、更に単なるCharityを含めないこ

とが他の奉仕団体の奉仕との差かも知れません。

弱者救済の手段として、「ほどこしの奉仕」

Charityは確かに即効制があって有効な手段かも知れ

ません。一度援助が開始されるとそれに頼りきるあ

まり、自助努力をする必要がなくなり、援助が途切

れた途端、前にも増す悲惨な状態に陥るのが通例で

す。団体的・金銭的・永続的奉仕が原則的に禁止さ

れているロータリーが永遠にほどこしを続けること

が可能でしょうか。

「Ideal of Service」という言葉は「奉仕の理

想」という直訳的な日本語に置き換えられています

が「他人のために役立とうとする心意気」「他人と

全てを分かち合う精神」という意味合いでの解釈か

と思います。

米山梅吉はThis Rotarian Ageの訳本「ロータリー

の理想と友愛」ではServiceを「奉仕」と訳さず、あ

えて「サーヴィス」とそのまま記載されています。

１.BOX配布物

・臨時総会のご案内を配布。必ずご出席下さい。

7月14日（木）13：00～（リーガ広島）

・次年度正副会長幹事・理事各位に就任挨拶依頼

文を配布。ご確認お願い致します。

・2015年度インターアクトクラブの活動報告書を

配布。ご一読下さい。

２.例会変更

・広島城南RC 「最終夜間例会」

6月24日(金)18:30～20:30（メルパルク広島）

・広島東南RC 「最終例会・会員懇親会」

6月27日(月)18：30～（ＡＮＡホテル広島）

・広島中央RC 「最終夜間例会」

6月27日（月）18：30～（半べえ）

・広島北RC 「最終夜間例会並びに新会員

歓迎懇親会」

6月30日（木）18：00～（グランヴィア広島）

３.休会のお知らせ

・6月27日（月） 広島廿日市RC

・6月28日（火） 広島西南RC

・6月29日（水） 広島東RC・広島陵北RC

・6月30日（木） 広島西RC

４.お知らせ

・次週のプログラムは理事・委員長退任挨拶とな

っております。

長神会員・道垣内会員・山口会員・浮田会員・

青木会員・遠藤会員・奥芝会員・石丸会員・谷

口会員、 以上9名の方です。ご都合の悪くな

られた場合は、八條プログラム委員長までご

連絡お願い致します。

５.回覧

・2016-17年度B5版会員名簿を回覧しておりま

す。ご確認宜しくお願い致します。

親睦か…奉仕か…をめぐる論争の中で残された「ロ

ータリー精神は親睦と奉仕の調和の中に宿る」の言

葉通り、奉仕の心を育くむ原動力として、会員相互

の親睦は決して欠かすことのできない大きな要素で

す。親睦と奉仕は相反関係にあるのではなく、相互

に支えあいながら、回転する二枚の歯車であると考

えなければなりません。

以上でほぼ一年間に渡りまして、会長時間でお話

いたしましたロータリー情報を締めくくらせて頂き

ます。長い間、皆様がご存知であろうロータリーに

ついて、退屈で、あまり面白くもない話にお付き合

いいただきまして、本当にありがとうございまし

た。

来週はロータリーとは離れた話を致します。



本日のプログラム

「委員長退任挨拶」

岡本副会長･管理運営理事･イン

ターアクト長、清家親睦長、

松岡奉仕理事、三宅国際奉仕長

森本青少年奉仕長、谷米山記念

奨学会担当長、佐藤監査長

☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいでくださいました。ごゆっ

くりしていって下さい。先日、陵北RC25周年創

立記念3RCゴルフ大会にご参加下さいました会

員の皆様お疲れ様でした。本日は、委員長退任

挨拶となっております。宜しくお願い致しま

す。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。梅雨とな

りました。体調管理をお忘れなく。

森本会員お久しぶ～りですね。お元気そうで安

心しました。

☆ 森本 真治 様 ￥3,000

大変ご無沙汰しております。9月までは広島だ

と思います。

￥5,000 累計￥788,000

6月16日(木) 第803回

今期、SAAを努めさせて頂きました山口洋充で

ございます。

この度、無事1年の任期を終え、こうして退任

のご挨拶が出来ることに感謝しています。とは

申しましても１年の間には何かと至らぬ点も多

かったと思いますし、皆様のご協力なしにはこ

の大役をまっとう出来たとは思えません。

改めて皆様に御礼を申し上げたいと思いま

す。

最後に、新年度の皆様のご活躍、そして広島安

佐ロータリーの更なる発展を祈念しまして退任

の挨拶と換えさせて頂きます。

S.A.A理事・委員長

山口 洋充 様

会員増強理事・

委員長

浮田 収 様

会員増強に 二年間携わらせて戴き 会員の皆様

の ご協力に 感謝?

そして、新入会員の遠藤会員・西丸会員・桂会

員・中村会員ようこそ安佐ＲＣへ。

又、入会しだちにも拘わらず、奉仕部門 松岡会

員計らいの地元中学生と共に比治山の

清掃。

会員の経験を活かし、学生へ職業人の講話にて

講師を努めて戴いた会員、安佐北区女性剣士親

善交流大会への準備・運営に活躍。

全国広島駅伝広島県への声援、且つ選手・監督

の慰労等他。数々の行事に汗を流して戴き、安

佐ＲＣの会員として、活躍戴きます事、既存会

員皆様のwelcomeな心配り、全てに対し、忠臣よ

り 感謝申し上げます。

役を離れましても、会員の皆様が、ご協力賜り

ました事と同じように、安佐ＲＣが、益々 円

滑、会員増強になるように心掛け、実績を出し

て参ります。今後とも宜しくお願い致し、新入

会員の皆様、何かございましたら何時でもご連

絡ください。

崇徳学園ＩＡＣ募金
６月分
遠藤 暢彦･石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美･谷口 泰富 会員

6月2日 青木 幹丸会員 (￥2,000)

合計 9,000円

総合計 99,000円

「退任挨拶」



直前会長･副幹事理事

クラブ研修リーダー委員長

奥芝 隆 様

会長方針の「子どもたちにプレゼントをしよ

う。奉仕を楽しもう！」に沿って、一年間クラ

ブの為、そして会員個人として実行できたかど

うか、はなはだ疑問符がつくところですが･･･研

修リーダーとしては、入会された中村会員、桂

会員、山本会員には入会時の短いながらも研修

を行い、ロータリーや当クラブになじんでいた

だけるよう努力をいたしました。3人の会員は、

例会や奉仕活動においても積極的に参加いただ

いております。ただ3年未満の方々との研修がで

きなかった事、申し訳なく思っております。副

幹事としては、本年度当番クラブにおいて、

13RC合同幹事会、運営委員会の両委員会、道垣

内幹事のお手伝い役として、努力し協力いたし

ましたが、道垣内幹事のリーダーシップによ

り、無事スムーズに進行し、大役を終えること

ができ、幹事には感謝です。そして、長神会長

におかれてもいろんな場面での挨拶、誠にあり

がとうございました。

安佐ロータリークラブの幹事を無事終えること

が出来ました。支えていただいたみなさん、本

当に感謝しております、ありがとうございまし

た。

今回は14年に一度のビッグボーナスとして代表

幹事の役まで付いており多忙な1年間を過ごさせ

ていただきました。例会、理事会はもちろんの

ことですが、合同幹事会、合同事務局運営委員

会は他クラブの精鋭幹事が勢揃いし第１回目な

どは背中に大汗を掻きながら安佐RCの評価を下

げてはいけない！との思いで挑んだ時間でし

た。どうにか乗り切れたのも奥芝さん、谷口さ

ん、石丸さん、そして長神会長、占部さんのご

協力とクラブを超えたRCメンバーの方々の寛容

さをいただけたからだと思います。

振り返りますと、毎週の例会も11時半には会場

入りして占部事務局員の温かく丁寧なご指導を

毎回受けながら幹事という職務を認識させてい

ただきました。例会以外でも太子RCへ２度の訪

問や山口での地区大会参加、親クラブの周年祝

賀会等、たった１年間でこんなにもたくさんの

貴重な経験をさせていただきました。お蔭さま

で幹事をしなければ出会う機会すらない方々と

お知り合いになることができ大いなる刺激を頂

戴しました。

しかしながら全てに懸命に取り組んだかとい

うとそうでもありません。申し上げにくいので

すが、みなさんにはお伝えしていない、様々な

団体から来ます協賛・後援依頼を幹事の独断で

取り上げなかったものも多数あり、私の力不足

でご要望すべてにお応えすることができません

でした。

最後に2016‐2017年度幹事の石丸さん、代表幹

事というボーナス役は付いてきませんがあなた

は安佐RCを更に発展させることが出来る優秀な

能力を持つ方でクラブのキーマンです。粉骨砕

身頑張られ他クラブから高い評価を受ける幹事

になって会長を支え安佐RCを成長・躍進へと導

かれてください。安佐RCと会員全員の発展を祈

念し退任挨拶にかえさせていただきます。1年間

ありがとうございました。

副幹事理事

谷口 泰富 様

今年度副幹事ご推挙いただきました、谷口でご

ざいます。

今年度当クラブは代表幹事年度を迎え、3人の副

幹事体制にて長神会長ご指名いただきました。

道河内代表幹事におかれましてはまずもってこ

の一年間本当にご苦労様でした。各クラブ幹事

・副幹事様を前に堂々と安佐クラブの幹事とし

てきっちりとお仕事をこなされました。

また石丸副幹事様も道河内幹事をサポートされ

ご苦労様でした。

なんと言ってもやはり奥芝様のサポートが道河

内様の力の支えになったのではないかと思いま

す。その中で私は何もできませんでした。すみ

ません。この一年間ありがとうございました。

幹事理事

道垣内 文夫 様



一年間､副幹事の任を戴き有難うございました。

道垣内さんより引き継ぎ､司会進行をさせて頂き

ましたが、初めの内は大変緊張していました。

しかしながら、非常に判り易い式次第を頂くこ

とが出来、なんとか一年間の任を終えます。会

長幹事はセンターテーブルに座ることが慣例と

なっており、ゲストの方々とお話する機会も増

え、楽しく過ごせたと思います。

ただ､会員の皆様方に於かれましては､ご指摘頂

けるミスも多かったように思います。その辺り

はロータリーの肝要の精神にて暖かく見守って

下さり､ロータリアンの懐の深さに感謝していま

す。また、合同幹事会では道垣内幹事と供に出

席させて頂きましたが、本年度は安佐が代表幹

事の年でも有り､特に勉強になったと思います｡

入会の浅いクラブ員は中々他クラブとの交流を

持つ機会は少ないと思いますが、広島安佐クラ

ブの定例部会以外の時間も大切ですし、そこか

ら生まれるフェローシップも中々得ることの出

来ない大切な事だと思います。

そして、幹事の補佐をさせて頂きながら、クラ

ブ例会の全体像に目を配り色々な意見を唱える

ことの出来るモラトリアルな位置でも有ったよ

うに思います。よくよく考えてみますと、クラ

ブ内では年齢的にも中途半端な年齢であり、や

る気は有るが能力が無い・若しくは体力は有る

が人徳が無いなど、寸足らずな一面を晒したか

に思えます、それでも一年間を過ごせたことは

素晴らしい経験ですしロータリーメンバーだか

らこそ経験できる奉仕活動にも感謝です。

何度も欠席せざる負えない時も有りましたが遣

り繰りしまくり、今年度にて目標を掲げた3年間

ホーム例会100％出席も残す所、最終夜間例会の

みとなりました。

出来れば、今後においても尻込みすること入会

の若い世代にもこの経験をオススメしたく考え

ます。

こんな私では有りますが、次年度は幹事の指名

を頂いています。折角頂いた機会ですので、目

標をもう一年延長し、100％出席を目指したいと

思います。

この一年間ありがとうございました。

副幹事理事

石丸 博昭 様
会長理事

長神 憲一 様

道垣内幹事に大丈夫！大丈夫！と言って、代

表幹事を受けて頂くように致しました、会長の

長神です。

皆様のお陰で無事に一年間終える事が出来まし

た。

八條プログラム委員長・清家親睦委員長には緊

縮財政でも楽しく、お願い致しますと無理なお

願いを致しましたが、楽しい例会を催して頂き

ました。本当にありがとうございました。

その甲斐があり、今まで30名体制でないとクラ

ブ運営は難しいと言っておりましたが、3名の増

員で八年ぶりに黒字運営をする事が出来まし

た。

緊縮運営をすれば、間違いなく黒字にてやりく

りが出来る事を実証することが出来ました。

運営に手を抜くこともなく、本年度、計画いた

しました事業を全てやり終えることも出来、一

般会計に次年度に蓄えることも出来ました。

それとクラブ基金、奉仕基金と全て黒字で推移

できました。詳細は７月７日の臨時理事会で承

認後に総会においてお話をしたいと思います。

取り敢えず、本当にありがとうございました。

広報･会報理事

青木 幹丸 様

会計理事

西丸 洋平 様

会報について、事務局員さんの習熟度が飛躍的

に向上し、会員さんもデータで原稿を提出され

ることから、経費はミニマムですが、内容はと

ても充実した月報になっていると思います。特

に今年度は、会長さんが会長時間のスピーチに

努めてロータリー情報を語られた関係で、回を

追って味読するならば、「あなたも情報通のロ

ータリアン間違いなし」です。内容に少し手を

入れた月もありましたが、一年を通して、とて

も楽をさせてもらいました。

広報については、地区補助金を利用した、広

島修道院への木製おもちゃ寄贈の記事を『ロー

タリーの友』に掲載してもらいました。ただ対

外的なロータリーの公共イメージ向上につなが

る広報は力の及ばないところで､次年度､広報の

オーソリティー岡本会長さんの手腕に期待しま

す｡



2016年6月16日(木）第803回

3階「安芸の間」

会長時間

お客様、ようこそおいで下さいました。ごゆっ

くりしていって下さい。

広島RC 角廣勲様ごゆっくりしていって下さい。

ゲストの有限会社 青果園サワダ 代表取締役

澤田直治様､ご入会をお待ちしております。

昨日の熊野町立熊野中学校において行われま

した、職業人による講話会で講師をして頂きま

した、職業分類でレストラン経営の岡本会員

「幸福は口福から」、旅行代理店・桂会員「旅

について」、デザイナー・中村会員「デザイン

と社会貢献について」、美容業・山本会員「美

容師という仕事について」のお話、大変お疲れ

様でした。

子供たちは楽しそうに、お話を聞いておられま

した。お昼を食べた後ですので、二・三人の生

徒さんが眠気に負けて、先生に注意をされてお

られましたが・・・。

今年度、最後の事業 大北職業奉仕委員長 本

当にありがとうございました。大変有意義な奉

仕活動が執り行えたと思います。

それとこの事業にご参加いただきました、奥芝

会員・大下会員・谷口会員・石丸会員に大北委

員長の総勢10名で職業奉仕活動が出来ました。

米谷 剛（よねたにたかし）校長先生に三原隆

行教頭先生や各教室で担当いただきました、平

田先生・前原先生・日村先生・佐伯先生・川崎

先生・生活指導の曽根先生、ありがとうござい

ました。

無事に滞りなく執り行えた事に感謝です。

今日の会長時間は41年前に学んでいました松下

電器産業株式会社の松下商学院で毎朝の早朝行

事で素読していました「大学」の一部を唱和し

てみたいと思います。

資料の原稿はお手元に配らせて頂いておりま

す。お願いします。

「大学」

※資料参考

ありがとうございました。

以上で2015－2016年度の会長時間を終わらせて頂
きます。一年本当にありがとうございました。

来週は最終夜間例会です。感謝！！感謝！！で終

えたいと思います。

皆様こんにちは。

今年度、ロータリー財団理事長をさせていただ

きました、遠藤です。

今年度のロータリー財団の活動につきまして報

告をさせていただきます。

毎年行っております、剣道大会でのポリオ寄付

活動や、地区補助金を活用しましての修道院へ

の木のおもちゃと紙オムツの寄付を無事に行う

ことが出来ました。皆様のご協力の賜でござい

ます。来年度も修道院での寄付を予定しており

ますので、皆様の御参加よろしくお願いいたし

ます。

また、財団寄付状況についてですが、今年度の

ロータリー財団の目標は1人＝150ドルというこ

とでございましたが、安佐RCは毎年、2710地区

内のトップスリーを収める寄付を行っておりま

して、今年もその流れのまま、皆様の協力もご

ざいまして、1人＝約240ドルを寄付出来ること

となりました。皆様本当に有難うございます。

さらに、ロータリー財団としましては毎年、年

次基金又は恒久基金を1名は輩出できるようにと

皆様にお願いするものでございますが、今年度

は、松岡與吉会員と長神憲一会長の2名が年次基

金の1,000ドルをご寄付いただきました。大変有

難うございます。例えば1,000ドル寄付いただけ

ましたら、どのような事に活用されているかの

例を挙げさせていただきたいと思います。

・メキシコ原住民の子供たちに歯科治療を行う

ための歯科用携帯椅子1台寄贈

・ナイジュリアの妊婦の為のビタミン剤と出産

に関わる衛生用品一式

・ウガンダの女学校にコンピューター、教材、

本箱6個

この用に世界の何処かで確実に活用されること

となります。さらに2名にご寄付頂きましたの

で、掛ける2倍の活用が世界の何処かで良いこと

に活用されることとなります。本当に有難うご

ざいます。

退任にあたって振り返ってまいりますと、長神

会長や佐藤会員や皆様の積み上げられてきたロ

ータリー財団の道のりを正しい方向のまま少し

ではございますが積み重ねられたのではないか

と考えているところでございます。

来年度道垣内財団理事長のもとで進んでゆきま

すロータリー財団を今年度同様、皆様よろしく

お願いいたします。

財団理事

遠藤 暢彦 様



本日のプログラム

☆ ニコニコ箱

￥5,000 累計￥793,000
☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいでくださいました。ごゆ

っくりしていって下さい。昨日は大北茂人職

業奉仕委員長のもと総勢10名の方々にご参加

いただきました。熊野町立熊野中学校におけ

る職業人の講話会、大変人気が良く、講師の

岡本会員、桂会員、山本会員、中村会員、あ

りがとうございました。これで本年度奉仕活

動は終了いたしました。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。メーク

アップレギュラー広島RC角廣様ようこそ。お

待ちしておりました。ゲストの澤田様ようこ

そ。昨日の職業奉仕、熊野中学校での講話お

疲れ様でした。

☆ 奥芝 隆 様

昨日、熊野中学校へ行って参りました。講師

担当4会員、お疲れ様でした。各人の講話を十

分聞かせていただきました。話よりも生徒さ

んの姿勢に関心です。お疲れ様でした。書く

予定はなかったのですが、隣が浮田さんで無

理やり出宝せよと言われましたので。

☆ 浮田 収 様

ご無沙汰です。覚えていらっしゃいますでし

ょうか？

生真面目な浮田です。昨日は熊野中伺えず、

失礼しました。又、講師関係者の皆さん、ご

苦労様でした。皆々様へ感謝です、と三原教

頭、荒谷元校長よりメールありました。

幹事報告

１.BOX配布物

・6月分理事会議事録を配布。

・6月分被選理事会議事録を配布。

・5月分出席一覧表を配布。ご確認下さい。

・次年度7月のプログラムを配布。

２.お知らせ

・来週の当クラブの例会は最終夜間例会となって

おります。18時半からムサシ土橋店で行います

ので、お間違えのないようにお願い致します。

・本日は退任挨拶となっております。退任挨拶原

稿を提出されていない方は、20日までに必ず

提出して下さい。宜しくお願い致します。

「理事・委員長退任挨拶」

長神会長､道垣内幹事､山口SAA､浮

田会員増強､青木広報･会報､遠藤

財団､奥芝副幹事､石丸副幹事､谷

口副幹事､西丸会計理事

☆ 山本 拓治 様

昨日、熊野中学校で卓話をする機会を頂き、

ありがとうございました。

将来ある若い中学生の前で緊張しましたが、

少しでも大人になれるお手伝いが出来たのでは

ないかな？と思いました。



６月１５日
熊野中学校

講話会

「デザインと社会貢献に

ついて」

中村 和人 会員

「旅について」

桂 秀夫 会員

「幸福は口福から」

岡本 忠文 会員

「美容師という仕事に

ついて」

山本 拓治 会員



6月23日(木) 第804回

最終夜間例会 乾杯：道垣内幹事

5年連続100％出席表彰

道垣内幹事：退任記念品

長神会長：退任記念品
長神会長：

ポールハリスフェロー+2

長神会長開会挨拶

岡本副会長閉会挨拶



2016年6月23日(木）第804回

むすびのムサシ土橋店

本日は最終夜間例会です。

一年間、本当にありがとうございました。無事

に一昨年の1月から始まりました被選理事会、7

月からの理事会と一年間の行事を終える事が出

来ました。

幹事の道垣内さん 代表幹事のお勤め、大変お

疲れ様でした。親睦と奉仕で友人がたくさん出

来ましたでしょうか？

合同幹事会はたぶん終わってみれば、凄く良い

経験で良かったのではないですか。

理事・役員の方々に14ＲＣ親睦親善ゴルフ大会

実行委員長の谷さんに総務の奥芝さん、組み合

わせ等でお骨折り頂きました青木さん、それと

裏方から表まで、お手伝い頂きました会員の皆

様、一年間の長きにわたり、クラブ奉仕に頑張

っていただきまして、感謝でいっぱいです。

先週の例会でもお伝えいたしましたが、特に経

費削減をお願いいたしました親睦委員長の清家

さん、それとプログラム委員長の八條さん、職

業奉仕に華を持たして下さいました大北さんに

浮田さん、特に浮田さんには次年度にも新入会

員を決定していただいており、会員の増強には

本当に仕事の合間にではありますが、大変お忙

しい中、お時間を割いて、力を十二分に発揮し

ていただきました。

感謝以外の何者でもありません。

奥芝副幹事、谷口副幹事には石丸副幹事と道垣

内幹事を助けていただき、お二人には今まで以

上にロータリーに対する力を付けていただけた

と思っております。

青木広報・会報理事には一年間、毎月月報を出

していただき、それも、他クラブの五分の1以下

でやって頂きました。それと「ＲＯＴＡＲＹの

友」にも投稿していただきまして、感謝です。

松岡奉仕委員会理事には奉仕活動を引っ張って

頂き、遠藤さん、道垣内幹事を陰になり日なた

となり助けていただき、有難うございました。

会長時間

新入会員の桂さん・中村さん・山本さん 熊野

中学校での職業人の講師は楽しかったですか？

ロータリー活動の奉仕の一部ではありますが、

体験いただきまして、どうでしたか？クラブ管

理運営委員会理事岡本副会長 新入会員のご指

導、本当にご苦労様でした。

ありがとうございました。

お名前を言って感謝の気持ちを一つ一つお伝え

出来なかった方々にも、一年間、クラブ奉仕・

親睦と精を出して頂きまして、ありがとうござ

いました。感謝で一杯です。

最後になりましたが、仕事とはいえ、占部さん

大変お疲れ様でした。次年度も岡本会長・石丸

幹事の手助けを宜しくお願い致します。

そして、ここにご参集の皆様、道垣内幹事に感

謝とお疲れ様でしたとのねぎらいの拍手を頂け

ますでしょうか。

ありがとうございました。

それでは、感謝！感謝！感謝！で一年を締めく

くらせていただきます。

司会：遠藤親睦会員


