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12月3日(木) 第779回

（株）クラフト

コーポレーション

工事部マネージャー

古林 孝見様

ただ今、紹介いただきましたクラフトコーポ

レーションの古林です。本日は、八條先生の方

から掃除について面白、可笑しくしゃべってほ

しいとの依頼がありましたので、来させていた

だきました。宜しくお願い致します。

最初にガラスの掃除ですが、簡単に掃除する

には、洗剤を使わずに、タオルで水拭きして、

水分が乾かないうちにからぶきすることです。

もし洗剤を使って掃除した場合は、ガラスに洗

剤部分が残らないようにふき取りをしないと、

油膜みたいなものがついてギラギラしてきれい

に見えません。

また、洗剤を使うことによって、メリットもあ

ります。ガラスにテーブルの跡とかシールの剥

がし跡を取るときは、洗剤で十分にぬらしてヘ

ラでこさいだら、簡単に取れます。

この時、洗剤はわざわざガラス専用洗剤を用意

しなくても、台所にある食器用洗剤を水でうす

めて少し泡立つくらいで使ってもよいと思いま

す。

わたくしたち業者は、ワイパーのようなもので

スクイージーを使って水分を取ります。

次にキッチンですが、プロペラの羽になって

いる換気扇は、付け置きなどで割に簡単に洗え

ますが、ドラム型の羽が無数の換気扇は、ちょ

っと根気がいります。

まずは分解作業をして、ドラム型の換気扇を取

り出します。油落とし用の洗剤をつけて歯ブラ

シのようなもので、繰り返しひたすらこすり落

とします。

この作業をしたくない殿方は、もちろん奥様も

したくないと思われますので、油ものの料理を

食べたいときは外食をお勧めします。

また、油をドラム型換気扇まで入れないよう

お客様、ようこそおいで下さいました。ごゆっく

りとしていって下さい。

本日卓話をして下さいます､株式会社クラフトコ

ーポレーション営業本部工事部マネージャー古林考

見様、お話を楽しみにしております。

広島ＲＣ 正岡亨様、広島南ＲＣ 杉本豊彦様・

廣田亨様、広島東南ＲＣ 小嶋泰紀様、広島陵北Ｒ

Ｃ 木本薫様 32階の景色をお楽しみ下さい。

青木会員が国際ロータリー2710地区 2015－16年

度 地区大会ゴルフ大会で飛び賞に入られました。

おめでとうございます。

2015年12月3日(木）第779回

32階「ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間

に、手前のフィルターに使い捨ての綿のようなフ

ィルターをするのもよいと思います。

わたくしたち業者も基本作業は同じ事をします

が、洗剤が市販で売っていない素手につくと荒れ

るような非常にきついものを使って早く落としま

す。

続いて、バスルームの掃除ですが、気になるのは

カビだと思います。カビが発生したら、カビキラ

ーとかの洗剤で落とすことになると思います。こ

の作業は目が痛くなったり、のどが変になったり

しますので、カビを発生しないようにする事が大

事だと思います。

何といっても水気の除去ですが、換気扇の使用は

もちろんのこと、窓があれば開けて換気するこ

と、それと、毎日最後に入る方が使用したバスタ

オルで壁や天井を拭く、浴槽のお湯を抜くことで

す。我が家では、わたしがやっておりますので新

築から8年住んでおりますが、ジョイント目地に

鼻くそぐらいのカビが発生しただけです。

最後にトイレ掃除ですが、小便の飛び散り、跳ね

返りなどで汚すのは、ほとんど殿方なので、汚し

たら、すぐ掃除して下さい。

以上で終わりますが、お困りの場合は、お金をか

けて業者を頼んでください。
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浮田会員・岡本会員にベルギーより認証プログラ

ムの認証バッチが届いております。おめでとうござ

います。

今月12月は疾病予防と治療月間です。今月を地域

社会の医療従事者の能力向上、伝染病の伝播を食い

止め、非伝染病とそれによる合併症を減らすための

疾病予防プログラム、地域社会の医療インフラの改

善、疾病の蔓延を防止することを目的とした地域住

民への教育と地域動員、疾病またはケガによって引

き起こされる身体障害の予防、疾病予防と医療に関

連した仕事に従事することを目指す専門職業人の為

の奨学金支援を強調する月間としています。

リベリアのロータリークラブの活動についてお話

してみたいと思います。エボラ出血熱の大流行によ

り、犠牲者が3,600人を超えたリベリアのモンロビ

ア・ロータリークラブ会員、デビット・フランクフ

ォードさんが「エボラ感染の広がりをどうすること

もできなかった」「ここではエボラ出血熱に対応で

きる十分な研修を受けた医療従事者も適切な医療設

備も不足していました」

感染を食い止めるために直ちに活動を開始したモン

ロビアのクラブは感染者が発見された6月以降10月

までに赤外線体温計200個、検査手袋1万枚、手洗い

用の注ぎ口付プラスチックバケツ100個、医療従事

者用のゴム長靴120組、マットレス80台、エボラ対

応用車両の無料ガソリン券、学校閉鎖のために自宅

に待機している子どもへの本を寄付されました。会

員53人のこのクラブはエボラ患者、医療従事者、支

援スタッフへの現地でのサポートを充実させるため

に保健・社会福祉省と直接協力をして「感染者が出

始めた時、救援が来るのをただ待つのではなく、自

分たちで緊急行動計画を立てました」フランクフォ

ードさんは「このような緊急時にこそ地域社会の役

に立てるのがロータリークラブだと身をもって示す

使命感を感じました」と言われています。モンロビ

アのローターアクトクラブも協力し、エボラ感染の

予防方法や家庭での対策についての認識向上を目指

した戸別訪問キャンペーンを実施。さらに世界中の

クラブからも支援が寄せられ、中でも英国のマーロ

ウ・ロータリークラブからは113,000ドル以上の寄

付が寄せられました。

人口440万人のリベリアでは300人以上の医療従事者

がエボラ熱に感染し､うち178人が死亡されました。

モンロビア・ロータリークラブの会員、ウィリアム

・マーティンさんは次のように話されています。

「一番の懸念は国境付近の貧しい地域で越境者が絶

えないことです。リベリア国内で感染をなくすだけ

では十分ではありません。政府はいつ起こるかわか

らない観戦に備えて万全な態勢を整える必要があり

本日のプログラム

株式会社クラフトコーポレーション

工事部マネージャー 古林 孝見様

幹事報告

１.ＢＯＸ配布物

・ロータリーの友・ガバナー月信を配布。

・IMのご案内を配布｡ご出欠は回覧にてお願い

致します。(2月28日（日)12：30～(ＡＮＡ)）)

・広島北･広島陵北RCとの合同夜間例会のご案内

を配布。ご出欠は回覧にてお願い致します。

1月28日(木)18：30～（グランヴィア広島)

・都道府県対抗男子駅伝大会のご案内を配布。

ご出欠は回覧にてお願い致します。）

２.例会変更

・広島陵北RC 「クリスマス家族会」

12月16日（水）18：30～(リーガ)

・広島西南RC 「クリスマス家族例会」

12月22日（火）18：30～(ＡＮＡ)

・広島廿日市RC ｢クリスマス家族同伴夜間例会」

12月21日（月）18：30～(Sakanaya)

・広島安芸RC 「クリスマス家族会」

12月22日(火)18：30～(グランヴィア広島)

・広島東南RC 「家族例会・懇親会」

日時：12月21日(月)18：30～(ＡＮＡ)

☆ ニコニコ箱

￥26,000 累計￥317,000

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆっく

りお過ごし下さい。本日卓話をしていただきま

す㈱クラフトコーポレーション営業本部工事部

マネージャー古林孝見様、お話を楽しみにして

おります。

ます」

クラブの活動が緊急の救援から長期的な支援へと

移行する中で、会員らは政府の手が届かないとこ

ろで支援活動を続けていきたいと考えています。

と言われています。

ロータリーの対応について国際ロータリー公式ツ

イッターをフォローしてご覧下さい。
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12月10日(木) 第780回

【 理 事 】
会長

岡本 忠文さん

会長エレクト

副会長・クラブ管理運営

八條 範彦さん

直前会長

長神 憲一さん

クラブ強化推進

奥芝 隆さん

広報・会報

三宅 恭次さん

奉仕

清家 俊一さん

財団

道垣内 文夫さん

幹事

石丸 博昭さん

副幹事

遠藤 暢彦さん

西丸 洋平さん

会計

山口 洋充さん

SAA
大北 茂人さん

「年次総会」

☆ ニコニコ箱

青木さん、先日の地区大会ゴルフ大 会での飛

び賞おめでとうございます。新会員を推薦され

ました浮田会員、岡本会員、ベルギーより認証

品が届いております。おめでとうございます。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。卓話をし

て下さいます㈱クラフトコーポレーション 古

林孝見様、お話を楽しみにしております。32階
からの眺めよいですね♪

☆ 岡本 忠文 様

お客様ようこそいらっしゃいました。この度新

入会員を紹介、そして入会と(中村氏に感謝)運

び、RIより認証品を頂く事になり、重ねて感謝
したいと思います。ありがとうございます。

☆ 道垣内 文夫 様

お客様ようこそお越し下さいました。ごゆっく

りお過ごし下さい。11月28日3RC合同ゴルフコ
ンペ安佐から私1名で参加させていただきまし
た。10位だったような･･･伝言を預かっていま
す。(井林さんより)次回は何とか1組ぐらいは
参加してください、との事です。

☆ 青木 幹丸 様 ￥2,000
昨日、午後から日帰りの予定で、サッカーＪ1
チャンピオンシップ決勝第一戦に行くつもり

が、お葬式ができて、急遽家内が代わりに行

き、京都の娘と参戦しました。結果、勝利を収

められたのは、私が行かなかったからと、謙虚

に受け止めています。さあ、5日の第二戦も頑
張るぞ。それと地区大会ゴルフ飛び賞で･･･。

会員記念日（12月）
☆結婚記念日おめでとうございます。

・山口 洋充会員（H25.12.7）
☆創業日おめでとうございます。

・遠藤 暢彦会員（中国セントラルコンサルタ

ント株式会社 S47.12.22）
また１年を積み重ねることができました。

次の1年も宜しくお願いします。
・三宅 恭次会員（株式会社バルコム

S42.12.14）
創業48年を迎え、外車販売ビジネス中心から
飲食・不動産、物流など総合サービス業へ進

化しています。益々のご支援を!!
・奥芝 隆会員（三吉屋食品株式会社

Ｓ40.12.1）
50年経ちました。まだまだがんばりぬきま
す。どうかよろしくお願いします。
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只今総会にてご承認頂き、次年度に向け少し

緊張感が生じて参りました。アドレナリンが出

てくるのであれば幸ですが、いささか生じるも

のが違うようです。

さて、次年度の安佐ロータリークラブコンセプ

トポリシーですが、RIのポリシーである三大基

本要素“強力なクラブ運営”“効果的な奉仕

”“認知されるブランド”の推進に焦点を当て

中長期ビジョンの基本的考え方の整理と単年度

方針設定へと駒を進めて参りたいと考えており

ます。

Ⅰ.強力なクラブ運営

次の四点を基本的フレームにして参りたい

と思ます。

①親睦委員会を中心に、楽しさを醸し出しな

がら、会員メンバーの相互交流と力強いダ

イナミズムを造る。

②当クラブの大きな命題である会員の勧誘と

維持を推進する。

③CLP或いはRYLA等のプログラムによりリー

ダーを育成する。

④クラブのイノベーションとフレキシビリテ

ィを育む土壌造り。

Ⅱ.効果的な奉仕

①幹事、副幹事そして次年度理事の皆様方の

協力の下、五大奉仕部門（・クラブ奉仕・

職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉

仕）の全部門における調和のとれた活動を

行ないたいと思います。

②特に、青少年奉仕では昨年度末に提唱ロー

タリーとして“インターアクトクラブ崇徳

学園”をRIより認証頂き、スタートする事

ができました。

本年度は、特にその礎を築く大切な年度と

考えており、次年度は、そのステップアッ

プの年と考えております。これからのロー

タリー活動は、RIも“奉仕の持続性”取り

分け青少年奉仕こそ主要なコアミッション

と捉えており、更なる青少年奉仕へと駒を

進める道標ができればと考えております。

③ポリオ撲滅は言うに及ばずロータリー財団

の6つの重点項目に向けた新地区補助金等

の効果的運用。

以上の三点を中心に効果的な奉仕活動をしていき

たいと考えております。

Ⅲ.認知されるブランド

①クラブの活動をよりPR（広報）していく。

②安佐ロータリーの統一性のあるブランドイメー

ジを向上させる。

③クラブにおけるネットワークづくりを推進し､

クラブ独自の主な活動を広く周知させる事が

大切。

これまで述べた基本要素について着実に一歩一歩

動かす事ができれば、少しずつ未来へのダイナミズ

ムに繋がっていくと思います。その先には、次世代

へのメッセージが間違いなく育まれていくと思われ

ますので､会員の皆様宜しくご指導お願い致します｡

次年度幹事を仰せつかりました石丸です。

先ほど岡本次年度会長よりお話がありました通り、ロ

ータリークラブの意義は親

睦と交流・奉仕にあると考えています。これは正しく

何事もよく話し合い、調和

を以て接すべしと心得ます。広島安佐ロータリークラ

ブは人数は少ないですが、

先輩諸氏の行動により、細やかで且つ実のある奉仕活

動を沢山行っています。

本年はまた、インターアクトクラブが本格活動に進ん

でおり、また新たな奉仕と

なっています。

幹事の役割は、クラブ会長を支え、みなさまのご意見

をお聞かせ戴き、クラブ活

動を会員が一致団結してスムーズに執り行えるように

することだと思います。

これには単衣に皆様のご指導並びにご協力が欠かせま

せん。

また、それぞれの理事や委員会について、ご教授賜り

たく存じます。

皆様もお気づきのように、この度の理事メンバー12名

の中、4名が入会3年の若い

メンバーで構成されています。

どうぞ皆様のご協力を戴けますよう、重ねてお願いを

申し上げます

会長エレクト

岡本 忠文 様

次年度幹事

石丸 博昭 様
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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。

本日は年次総会です。次年度の岡本会長エレク

トに理事の方々宜しくお願い致します。

今日はユネスコの無形文化遺産に和食が登録さ

れましたが、その和食の色について少しお話をし

てみたいと思います。

紫芋のようかんの色、想像してみて下さい。あ

の色は｢江戸紫(えどむらさき)｣と言います。マス
の手まり寿司は｢浅緋(うすあけ)｣と言います。ト
マトの色､普通私は赤と思いますが､｢朱色(しゅい
ろ)｣です。いなりずしはきっとすぐに分かると思
います。｢狐色(きつねいろ)｣です。栗きんとんは
どうでしょうか。｢黄金色｣かと思ったのですが､

｢鬱金色(うこんいろ)｣です。今が旬の太刀魚の塩
焼きは｢深川鼠(ふかがわねず)｣､きのこご飯は｢桑
色(くわいろ)｣､なめこおろしは｢蜜柑茶(みかんち
ゃ)｣､ぶり大根は｢幹色(みきいろ)｣、かつおのたた
きは｢深緋(こひき)｣､芝えびは｢石竹色(せきちくい
ろ)｣､揚げ出し豆腐は｢象牙色(ぞうげいろ)｣､さつ
まいもの茶巾しぼりは｢藁色(わらいろ)｣､にがう
りの和え物は｢柳葉色(やなぎばいろ)｣、蓮根の煮
付けは｢黄櫨染(こうろぜん)｣と言います。
そして大根の甘み、ねぎの辛味がみその香ばし

さと絶妙に絡み、カキのうま味を引き出し、にん

じん・椎茸・豆腐とも相性抜群の広島らしい｢大

根とカキの味噌けんちん汁｣を｢白茶(しらちゃ)
｣。白茶とはごく薄い茶色：江戸後期に流行し、

茶人に好まれた。明治に入ると女性の着物にも多

く用いられ始めた色です。

四季折々の旬の食材、その美しさを目で楽し

む、おいしさを舌で味わう、食べる人の気持ちを

和やかにしてくれる食べ物の色。それが目で楽し

む日本食かと思います。

｢和色｣の美しさは｢和食｣の美味しさ､大切に後

世に遺していきたいと味の素さんは願っておられ

ます。

無限に広がる色の世界、そこに暮らす私達もそ

れぞれ無限の色を持っていると思われませんか？

広島安佐ロータリーは何色でしょうか？

カープなら赤、

サンフレッチェは紫、

うちのバナーの色は青ですが、……

本日のプログラム

「年次総会」

幹事報告

１.BOX配布物

・2015-16年度年次総会議案書を配布。

・12月分定例理事会議事録を配布。

・11月分個人別出席一覧表を配布。

２.例会変更

・広島南RC ｢夜間例会並びにクリスマス家族会」

12月18日（金）18：00～（リーガ）

・広島北RC 「夜間例会＆クリスマス家族会」

12月24日（木）18：00～（グランヴィア）

・広島西RC 「夜間例会並びに家族同伴懇親会」

12月24日（木）18:00～(ＡＮＡ)

・広島城南RC「クリスマス夜間例会」

12月25日（金）18:30～20:30（メルパルク）

・広島東RC 「夜間例会・クリスマス家族会」

12月30日（水）⇒12月21日（月）18：00～

（グランヴィア）

３.休会のお知らせ

・12月25日（金） 広島南RC

・12月28日（月） 広島東南RC・広島廿日市RC

・12月29日（火） 広島西南RC・広島安芸RC

・12月30日（水） 広島陵北RC

・12月31日（木） 広島北RC・広島西RC

☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様 ￥5,000
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。本日は年次総会

です。皆様宜しくお願い致します。先週、

会員増強委員長 浮田会員の発案で勉強会

がございました。ニコニコに出宝させてい

ただきます。これからも宜しくお願い致し

ます。

☆ 道垣内 文夫 様 ￥5,000
お客様ようこそお越し下さいました。ごゆ

っくりお過ごし下さい。街中がクリスマス

モード一色となりました。クリスマス家族

例会楽しみにしています。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。西南

RC 弁護士 水谷耕平様、ようこそ。2度目
のメークアップです。

￥19,000 累計￥336,000

2015年12月10日(木）第780回

3階「安芸の間」

会長時間
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☆ ニコニコ箱

☆ 清家 俊一 様

来週は米山奨学生だったパメラとその家族

が来日され、クリスマス家族会に参加でき

るようになりました。皆さん、温かく迎え

てあげて下さい。

☆ 遠藤 暢彦 様

先日はサンフレッチェの優勝を目の当たり

にし、幸せな時を過ごしました。いや～森

保監督のコメントに眼がウルウル致しまし

た。4年間で3回目の優勝、すっかり強豪で
すね!!さて、スタジアムどうなるのでしょ
うか？･･･黒田も来年もやる！とのこと

で、今から来年が楽しみです。

☆ 青木 幹丸 様

はい、お約束通り、サンフレッチェ広島チ

ャンピオンシップ決勝を、4対3で勝利しま
した。5日の晩、寒気･冷気も何のその、家
内と観戦し、勝利の美酒に浸りました。今

日からクラブ･ワールドカップで、まだシ

ーズンは終わりません。

会員記念日（12月）

☆入会月おめでとうございます。

・森本 真治会員（2004年12月2日ご入会）

崇徳学園ＩＡＣ募金

12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

12月10日 三宅 恭次会員 (￥1,000)

12月24日 三宅 恭次会員（￥1,000）

青木 幹丸会員（￥5,000）

多留くん､日本一｡（1800分の2☆）

おめでとう。ありがとう。

合計14,000円

12月17日(木) 第781回

『クリスマス家族会』

De Guzman

Cipriano Jr.

Mercado

通称：ヅィップ

(声楽 フィリピン)

楊 郷

通称：ヤン

(ピアノ･中国）

１.オペラカルメンより｢闘牛士の歌｣

２.Ue o muite atukou

３.サンタが町にやってくる

谷口シェフ特製

スペシャルケーキ
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会長挨拶
崇徳高校IAC

パメラ挨拶

親睦委員長挨拶

ビンゴ
親睦委員の方たち



THE ROTARY CLUB OF HIROSHIMA-ASA

本日はクリスマス家族例会です。元米山奨学生の

パメラ・アリエタさんお久しぶりです。パメラさん

ファミリーのお父様にお母さんに弟さん、遠方より

本当によくおいで下さいました。今日はゆっくりと

日本でのクリスマス会を楽しんでいって下さい。

ロータリー家族の下高和代様・史さんお変わりは

ないですか？次回は是非とも秀一郎さんもご一緒し

てください。お待ちしております。

崇徳高校 インターアクトクラブ 顧問の鴨谷先

生にトマリ先生・多留部長に上田次期部長、それと

本日演奏をして下さいます、エリザベト音大のヤン

さんとジィップさん、ようこそおいで下さいまし

た。本当にありがとうございます。お会いできるの

を心待ちにしておりました。

さて今年の総決算、一年間振り返ってみていかが

でしたでしょうか。皆様にとってきっと素晴らしい

一年だったのではないでしょうか。「そうでもなか

ったよ。」と言われる方もいらっしゃるかも知れま

せんが、今日一日は楽しんで下さい。

清家親睦委員長をはじめとして石丸委員・山口委

員・遠藤委員・西丸委員の

親睦委員会の皆様が腕によりをかけて、楽しい親睦

会を計画されました。それと会場監督のＳＡＡ委員

会の皆様、ご苦労様でした。ご参加のご家族の皆

様、今日はしっかりと楽しんで帰って下さい。お願

い致します。

2015年12月17日(木）第781回

「トラットリアヴィアーレ」

会長時間

新入会員

中村和人会員

桂秀夫 会員

12月24日(木) 第782回

「財団月間について」

財団理事 遠藤 暢彦 様

皆さんご存知のことかと思いますが、申し訳ご

ざいませんが、今一度復習という感じで、思い描

いて頂けましたらと思います。

歴史：ロータリー財団は、1917年、米国ジョージ
ア州アトランタで開催された国際大会において、

アーチC.クランフが「全世界的な規模で慈善・教
育・その他社会奉仕の分野でよりよきことをする

ために基金をつくろう」と提案したことに始ま

り、1928年に国際大会でロータリー財団と名付け
られ、1931年に信託組織となり、1983年に米国イ
リノイ州法の法令の下に非営利財団法人となっ

た。ロータリー財団を構成する法人会員は国際ロ

ータリーのみであり、なのでロータリー財団の正

式名称は、「国際ロータリーのロータリー財団」

である。国際ロータリーと法的に組織は違って

も、その目的・使命・活動は両者共に一体のもの

である。

国際ロータリーの使命は､①他者に奉仕すること､

②高潔性を推進すること､③世界理解･親善･平和

を推進することの3項目からなります。ロータリ
ー財団の使命は､先ほどの③番目の､世界理解･親

善･平和を達成できるようにすることです。

国際ロータリーの集めた寄付金を、ロータリー財

団が国際ロータリーの使命とともに、車の両輪と

して、活動を行っていくものであります。

ロータリー財団の補助金の種類は、大きく分けて

3つになります。地区補助金・グローバル補助金
・パッケージグラントの3種類です。
地区補助金は、財団の使命に当てはまる活動を支

援するために、地区に一括で支払われる補助金で

ある。今年度の安佐ロータリーは修道院で使用さ

せていただきました｡地区は､毎年1回､地区補助金
を受領し､奨学金や職業研修チームの派遣､奉仕活

動の支援､災害救援､地元や海外での奉仕プロジェ

クトの実施に使うことができる｡地区補助金は､ロ

ータリアンが柔軟性を持ってプロジェクトに活用

できる補助金で､DDF(地区財団活動資金)の配分
を通じて提供される。

グローバル補助金は､大規模なプロジェクトと

活動に使用できる｡授与額は､提唱者からの

DDF(地区財団活動資金)に対して同額(100パーセ
ント)､現金寄付に対して半額(50パーセント)の割
合で計算される｡グローバル補助金には､2者の代
表提唱者が必要である。一方は活動が実施され

る国内の実施国側提唱者、もう一方は国外の援
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助国側提唱者となる。双方の提唱者は、補助金を受

領するための資格認定を受けていなければならな

い。グローバル補助金は、人道的プロジェクト、奨

学金、職業研修チーム(VTT)の支援に使用できる。
パッケージ･グラントは､ロータリークラブと地区

が､ロータリー財団の戦略パートナーと協力し､あら

かじめ枠組みの設定された活動に参加する機会を提

供するものである｡その資金は､WF(国際財団活動資
金)から全額提供される｡そのプロジェクトと活動

は､ロータリーの重点分野を支援するものであり､人

道的プロジェクト､奨学金､職業研修チーム(VTT)を
含めることができる。

◯6つの重点項目を特に意識することにより､安佐ロ
ータリークラブも､今までの奉仕活動を更にブラッ

シュアップしつつ､世界への奉仕活動が繰り広げら

れていくことが､より良いクラブとなっていくので

はないかと考えます。

世界中のロータリークラブとロータリー財団が共通

の目標としています、世界からのポリオ撲滅につい

て話をさせていただきたいと思います。

｢ポリオ｣というのはポリオウイルスによりおこる感

染症のことです｡日本名では､急性灰白髄炎(きゅうせ
いかいはくずいえん)といいます｡
安佐ロータリークラブは､自分の知る限り､年次寄付

金の一人あたり寄付額が､第2710地区クラブの74クラ
ブ中常にトップ3に入ってるクラブでございます｡こ
のまま､皆様のご協力を得て､ポリオ撲滅を推進して

いければと思います｡｢あと､少し｣です。

その他にも､様々な表象システムなどがあります｡

・ロータリー財団の年次基金等に1000ドル以上寄付
された方は､ポールハリスフェローとなります｡これ

を積み上げますと､マルチプルポール･ハリス･フェ

ローとして表彰させて頂けます｡毎年1000ドル以上
寄付することを選ばれた方は､ポール･ハリス･ソサ

エティーとして認証することが出来ます｡

・恒久基金に1000ドル以上寄付された方は、ベネフ
ァクターとして表彰させて頂けます。

・累計も含め1万ドル以上寄付いただいた方は大口
寄付者となり表彰させていただくことが出来まし

た｡その額が25万ドルを超えますと､アーチクランフ
ソサエティーのメンバーとなり､世界本部のギャラ

リーに写真が飾られます。

・クラブ寄付が1人当り100ドル以上したクラブは、
EREYクラブとしてバナーが送られます。安佐ロー
タリークラブは毎年もらっているかと思います。

・年会費や､カード利用額から自動的に寄付を行う

ことが出来る｡ロータリーカードと言う制度もあり

ます｡皆様も､ご使用をご検討いただけましたらいか

がでしょうか。

・広告活動におけるバックアップもしています｡

この一年で学び考えていることは、いわゆる平和と

は何かということでした。世界のロータリアンの

どなたかが言われていたことですが、「平和と

は、今晩安心して眠ることができ、明日の食事の

心配をしなくて良い、ということ」というのがあ

り、腑に落ちています。この様に、考える機会・

ヒントを与えて下さった事大変感謝いたしており

ます。

「米山月間について」

米山担当委員長

谷 勝美 様
ロータリー米山記念奨学事業は、ロータリーの

理想とする国際理解と相互理解に努め、国際親善

と交流を深めるために優秀な留学生を支援し、国

際平和の創造と維持に貢献することを目的として

いますが、日本のロータリーの創始者である米山

梅吉翁の偉業を記念し立ち上げられ、1953年よ

り、募金活動が開始され、全国のロータリアンか

らの寄付金を財源として、日本で学ぶ私費外国人

留学生に奨学金を支援する国際奉仕です、

現在年間採用数は700名､これ迄に支援してきた奨

学生累計18648名(123国と地域､2015年6月30日時点)
最大の特徴は、カウンセラー制度です。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

時に日本の文化を理解して頂き、ロータリーの心

を伝えるようにしています。

また、奨学生はすべて学友会に所属するよう義

務づけられています。そして学友は各国で日本の

文化を広める努力をしてくれています。

今後共、国際理解を深め、日本との架け橋にな

るなど国際親善に尽くす優秀な人材を育成するこ

とに対し、ロータリアンの一人ひとりが理解を示

し、支援をしようではありませんか。

我がクラブも発足以来多くの会員から寄付をし

ていただいていますし、奨学生の受け入れも過去

7名受け入れています。引き続き、皆様のご理解

とご協力を宜しくお願い致します。

（参考）

2014～15年度の寄付金収入は、14億1474万円(前

年度13億3746万円)で6年ぶりに14億突破。採用枠

も昔は1000人の留学生のお世話をしていたもの

が、この10数年の間に800人から700人まで減員せ

ざるを得なくなった。それは、ロータリークラブ

の会員数の減少によることが原因のようですが、

2015年4月から700人から720人に採用枠を増やし

たものの、奨学金額の低い学部生が全体的に増加

したことによって、事業費が想定より抑えられる

結果となって、来年4月から採用枠を740人とし、

今後も寄付状況に応じて採用枠を増やす予定のよ

うです。
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幹事報告

１.例会変更

・広島安芸RC 「新年互礼会」

1月5日(火)18：30～（グランヴィア)
・広島廿日市RC 「新年夜間例会」

1月8日（金）18：30～ ※1/4(月)(八雲流川店)
２.休会のお知らせ

・1月5日（火） 広島RC

本日のプログラム

「財団月間について」

財団理事 遠藤 暢彦 様

「米山月間について」

米山担当委員長 谷 勝美 様

先程、広島市こども療育センター育成園の子供

達へ松岡奉仕委員長・遠藤財団委員長・道垣内幹

事の四名で絵本のお渡しに行ってまいりました。

無事に贈呈式を終えることが出来ました。育成園

の岡田園長先生に園内をご案内して頂き、丁度、

クリスマス会をされるところで私達も参加させて

頂き、たくさんの子ども達の笑顔に出会えまし

た。このお話しを勧めて頂きました道垣内幹事に

感謝です。

それと今日の中国新聞の24面に青少年のボラン

ティア活動を支援する「第19回ボランティア・ス

ピリット賞」の全国表彰式があり文部科学大臣賞

に崇徳高校インターアクトクラブの部長 多留陽

葉（たるあきは）君の記事が載っていました。皆

様ご覧になられましたか？

今年の最終例会にお伝えするにふさわしい素敵

な事がらだと思います。

先日のクリスマス夜間例会にご参加の皆様、親

睦委員会・ＳＡＡ委員会の会員の方々にセッティ

ングして頂きました家族夜間例会を楽しんでいた

だけましたでしょうか？

清家委員長にそれに携わって頂きました会員の皆

様、本当にありがとうございました。これからも

宜しくお願い致します。

師走の都大路を駆け抜ける全国高校駅伝が２０

日、京都市の西京極陸上競技場発着コースであ

り、世羅が史上２校目の男女同時優勝を果たしま

した。男子は「神の領域」と呼ばれた大会記録を

１４秒更新し、史上最多となる９度目の頂点に立

ち、女子も４位でたすきを受けたアンカーの２年

生 向井優香選手が首位との３５秒差を９秒引き

離しての大逆転で優勝のゴールテープを切った快

走は伝説として語り継がれるでしょう。

この勢いで1月24日の天皇杯全国男子駅伝に繋げ
て行って貰いたいものです｡来春の楽しみですね｡

本日は会員卓話です。財団推進担当の遠藤委員

長、米山記念奨学会担当の谷委員長、宜しくお願

い致します。

去年まで12月は家族月間でしたが、2015-2016

年度から家族月間はなくなってしまいました。

今までは世界中のロータリアン、クラブ、地区

は毎年12月の「家族月間」を祝うため、プロジェ

クト、活動、行事を通して家族と地域社会への献

身を示すように奨励されていました。本来なら

2015年12月24日(木）第782回

3階「音戸の間」

会長時間

ば、先週催されましたクリスマス夜間家族例会はそ

のものずばりの親睦会で、ロータリー本来ありまし

た家族月間だと思います。

ポールハリスになぜロータリーを始めたのですか

と質問すると「淋しかったから」と答えたという話

は有名です。ご承知の方が多いかと思いますが、ポ

ールハリスは家族に恵まれていませんでした。父親

が仕事に失敗し、幼い時から祖父母に育てられまし

たが、多くの友を得、素晴らしい自然の中で育ちま

した。やがて弁護士になり、故郷を遠く離れたシカ

ゴで弁護士を開業します。しかし親類や友人から遠

く離れ、結婚もしておらず、非常に淋しい思いをし

ていました。彼の表現を借りると“Desperately

Lonely（ひどく淋しかった）”と言います。平日は

仕事で気が紛れる、しかし週末は特に淋しかったそ

うです。田舎から出てきて友人もおらず、いわば都

会砂漠のシカゴで淋しい思いをしているものが大勢

いるに違いない。そういう人たちでクラブを作った

ら素晴らしいのではないかと考えたのです。「ロー

タリアンはロータリーの集まりをなぜ楽しめるの

か？それはロータリーでは、会員同士、形式主義的

なものを脱ぎ捨て、自然な（Natural）態度にかえっ

て、お互いに交流できるからだ」と。

これこそロータリー本来の始まりではないでしょ

うか。家族月間そのものだったような気がします。

皆様はいかが思われるでしょうか。私は親睦の原点

は家族月間にあったと思います。
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☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様

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。今日、例会前に

広島市こども療育センター育成園に絵本の

贈呈式に行って参りました。ちょうど溝は

クリスマスパーティーということで父兄や

先生方がサンタさんの格好でプレゼントを

手渡されていました。子供達の笑顔が最高

でした。園の皆様のお仕事には頭が下がり

ます。

☆ 佐藤 恭子 様

先週の家族会では、留学生がお世話になり

ました。フィリピンからの留学生は、自転

車を頂いて、喜んでいました。良い思い出

になるでしょう。清家さんからのシクラメ

ンが香りシクラメンでとてもよいにおいを

放っています～♪

☆ 清家 俊一 様

先週のクリスマス家族会では、皆様の協力

で無事に終える事ができました。ありがと

うございました。又、パメラの家族も皆さ

んの暖かい歓迎に感激し、先日帰国の途に

つきました。ロータリーの皆様にくれぐれ

も宜しくお伝え下さいとの事でした。

☆ 青木 幹丸 様

昨日、小雨の中、家内と一緒にサンフレッ

チェ広島優勝パレードと報告会に行きまし

た。両方で延べ6万5千人の動因だそうです
が、4名分はウチです。雨の中、ポンチョ
を着て立っておくのは、少々辛い歳になり

ました。

会員記念日（12月）

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・石丸 博昭会員（石丸 美紀 様：5日）

￥9,000 累計￥345,000

子ども療育センター

育成園

絵本贈呈式


