
　例会終了後、２階「アカシア」において第２回

　クラブ協議会を開催いたしますので、理事会役

　員および各委員長は出席願います。

　　11月14日㈯、雲一つない真っ青な空に赤黄

　の紅葉、とりわけ深紅のもみじはまるで日本画

　の中にいるかのような美しい景色の中、鷹の巣

　ゴルフクラブにて第５回紫友会例会を開催いた

　しました。

　　今回は広島西南RC、廿日市RCとの３RC合同

　懇親ゴルフ大会ということで12組、参加者45名

　でしたが、最終組は暗がりの中での照明をつけ

　てのプレーお疲れさまでした。

　　優勝は、OUT37　IN 39　グロス76　HDCP9.9

　　ネット66.1で見事西原君が勝ち取られました。

　　　　　　　　　　先週の委員会報告を再度確

　　　　　　　　　認させていただきます。

　　　　　　　　　　国際社会奉仕委員会からは

　　　　　　　　　「体育用品の寄付」のお願い

　　　　　　　　　がありました。広島とカンボ

　　　　　　　　　ジアの平和と友好を祈念して

建てられた「ひろしまハウス」に通う子供達の使

用する体育用品が不足しているそうです。カンボ

ジアではサッカーが人気だそうで、できればサッ

カー用品をとのことです。カンボジアの子供達が

サンフレッチェのユニフォーム姿で元気に遊びま

わっている様子が思い浮かばれます。

　親睦活動委員会からは、12月17日の夜間例会

並びに家族同伴例会が残念ながら中止になりまし

たが、12月24日の最終例会で皆様へのクリスマス

プレゼントとして、ANAクラウンプラザホテル広

島の食事券を配布するという案内がありました。

恒例の鉢花もお配りするとのことです。ご家族で

素晴らしいクリスマスイブをお過ごしください。

　地域・環境委員会では、ロータリーマークが付

いた足踏み式消毒液スタンドを13台寄贈しようと

企画されています。次週、佐伯区長さんを訪問し

寄贈するそうです。私も同行させていただきます。

　以上のように各委員会で、新型コロナウイルスに

怯むことなく、世界・地域・会員のために素晴ら

しい企画を考えておられます。胸を張ってご披露

させていただきました。ありがとうございます。
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「ロータリーは機会の扉を開く」 「ロータリーを心地よく」
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Club of Hiroshima West

浜田会長

「ロータ リー財団月間」

原　幹事会務報告

本　日（11月19日・木曜日）

　会員数　89名　　出席者　74名

　欠席者　15名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 0名

　　　　　　　　　　 計　　74名

　4週間前の例会（2020年10月22日・木曜日）

　　　　　出席率　100％

井下委員長出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告

紫友会　　　川妻世話人

同好会報告



　 上と業界の指導育成等に功績があったとのこと

　 でした。

　 田島君

　 　11月18日、中国新聞に『効率化狙い最先端

　 設備』と題し、広島アルミニウム工業の記事

　 が掲載されていました。

　 　溶かしたアルミをフォークリフトを使わず

　 モノレールを使ってダイカストマシンに移す最

　 先端設備が紹介されていました。

　 香川（基）君

　 　11月12日、中国新聞に『お歳暮　帰省自粛

　 想定　広島の味強化』と題しまして、今年は

　 帰らない出身者向けへの広島県産の食品が並ぶ

　 福屋八丁堀本店ギフトセンターが写真入りで

　 掲載されていました。

　 大地君

　 　去る11月７日の中国新聞に「現代の名工に

　 中原 月男さんが選ばれる」との記事がござい

　 ました。

　 　中原さんは、調理専門学校を卒業後、現ANA

　 クラウンプラザホテル広島の調理師になられ、

　 当時の沢村総料理長と国際大会にも出場され

　 技術を高めあってきたとありました。

　 紫友会

　 　11月例会で、優勝の西原君はシニア優勝と

　 あわせトリプルで、準優勝の上田君、３位の

　 村上（健）君、ブービーの上野（寛）君、ベスグロ

　 の田原君もご出宝お願いいたします。

　 新本君

　 　11月12日例会の司会進行で、またもやとちっ

　 てしまいました。委員会報告を促すところで

　 会報雑誌・広報委員会と言わなければならな

　 いのに、広報雑誌・広報委員会と言ってしま

　 い（言った当の本人は何食わぬ顔で司会を続

　 けてしまいました）原幹事が後ろを振り返り

　 渋い顔をされたので、どうしたのだろうと思

　 いましたが、全然間違いに気付きもせず訂正

　 もしませんでした。

　 　皆さん、ロータリーの寛容の精神で許して

　 ください。

　西原君は、シニア優勝も同時に受賞されました。

　準優勝は上田君、３位は村上（健）君、ブービー賞

　は上野（寛）君。ベストグロス賞はOUT38　IN37

　グロス75で田原君でした。

　　次回の紫友会第６回例会は、12月12日㈯、

　広島ゴルフ倶楽部鈴が峰コースで開催いたしま

　す。

　 小宇羅君

　 　広島商工会議所所報11月号に『広島働き方

　 改革実践企業』として三栄産業㈱の優良事例が

　 掲載されていました。

　 　「単に掃除をすれば済む時代は終わった。ロ

　 ボットなど独自性のある提案で、品質の点から

　 も満足していただけるサービスを目指す」と

　 小宇羅君からのコメントがありました。

　 川妻君

　 ①10月20日の経済レポートに『新型コロナウ

　 イルス対策の社内研修強化』と題し、広島管

　 財㈱が掲載されていました。

　 　新型コロナウイルス対策清掃研修に特化し、

　 管理衛生士の有資格者である川妻社長が講師と

　 なり、正しい知識を習得し極めていきたいとの

　 ことでした。

　 ②10月21日、令和２年度の広島県生活衛生事

　 業功労者表彰式があり、川妻君が県知事表彰

　 を受賞されました。

　 　公益社団法人広島ビルメンテナンス協会理事

　 として、長きにわたり建築物環境衛生技術の向
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上野（純）君（Ｈ5年） 　古屋君（Ｈ5年）

金本君（Ｈ7年） 　　  田川君（R1年）

（4名）

ご入会記念月おめでとうございます。

（4名）

創業月おめでとうございます。

金本君  金本公認会計士事務所

三浦君  

梶本君  梶本産業㈱

部谷君  ㈱広島銀行

会員記念日

スマイルボックス S A A  松岡（幹）君

スマンボックス



ロータリー知識クイズ50

　（回答は□の枠の中に○または×をご記入ください）

□１. ロータリーの創設は1905年である。

□２. ロータリー創始者の一人ポール・ハリス氏

　　　は税理士である。

□３. 全世界のロータリアン総数は、約122万人

　　　である。

□４. 日本のロータリアン総数は約5万人である。

□５. 世界のロータリアンが100万人に達したの

　　　は1986年である。

□６. 日本で最初のロータリークラブは1930年に

　　　創立された。

□７. 全世界のクラブ数は約３万６千クラブであ

　　　る。

□８. 日本のクラブ数は約1，200クラブである。

□９. 1905年シカゴで初めての会合が参加者３人

　　　で開かれた。

□10. ロータリーが出来て最初の奉仕プロジェク

　　　トは、シカゴ市内の公衆便所設置であった。

□11. 日本のロータリーの創始者は、米山梅吉氏

　　　である。

□12. 日本の初のクラブは、東京に設立され、世

　　　界で855番目のクラブでした。

□13. 1000ドルをロータリー財団に寄付したら、

　　　ポール・ハリス・フェローになれる。

□14. ロータリー財団の恒久基金は、奉仕活動の

　　　資金として使われる。

□15. ロータリー財団の国際奉仕プログラムは、

　　　人道的・教育的・文化的活動である。

□16. 米山奨学会は、米山梅吉氏の功績を記念す

　　　る意味で「米山基金」と名付けて始まった。

□17. 2008ｰ2009年度 RI第2710地区ガバナーに

　　　諏訪 昭登君が就任され、その年の地区大

　　　会記念事業として広島慰霊碑前に多言語説

　　　明板が設置された、それは日本語、英語、

　　　ロシア語、フランス語、ドイツ語、中国語、

　　　韓国語、タガログ語の８言語である。

□18. ロータリーという名がついたのは、会員の

　　　職場を順番に提供して会合を持ったからで

　　　ある。

□19. ポリオ・プラスとは、小児マヒと共にハシ

　　　カ・ジフテリア・結核・百日咳・破傷風の

　　　５つの主要伝染病を含む。

□20. 本年度の国際ロータリー会長はドイツの人

　　　である。

□21. 本年度国際ロータリーの会長は、ホルガー・

　　　クナーク氏であり、会長テーマは、「ロータ

　　　リーは、未来の扉を開く」である。

□22. RYLA（ライラ）とは、14〜30才までの

　　　青少年指導者養成プログラムである。

□23. ローターアクトクラブの会員の年齢は18〜

　　　30才である。

□24. 青少年への奉仕に関するロータリーの標語

　　　は「各ロータリアンは青少年の模範」であ

　　　る。

□25. 広島西ロータリークラブは東京オリンピッ

　　　クが開催された1964年に創立された。

□26. 日本からRI会長になったのは３人である。

□27. 日本のロータリアンの数は世界で２番目に

　　　多い。

□28. 日本のロータリアンは「ロータリーの友」

　　　または「The Rotarian」のどちらかを購読

　　　する義務がある。

□29. 「ロータリーの友」誌は毎月約14万部発行

　　　されている。

□30. 「The Rotarian」誌は毎月約50万部発行さ

　　　れている。

□31. 国際ロータリーの理事定数は17名である。

□32. ロータリーの国際大会は、４年に１度国を

　　　変えて行われる。

□33. 国際大会が2004年に日本の大阪で開催され

　　　たが、日本で開催されるのは、３回目であ

　　　る。

□34. ロータリー財団はポール・ハリス氏が設立

　　　した。

□35. ポール・ハリス氏は1935年に初めて日本を

　　　訪問した。

□36. アジアにおいて最初にRCが設立されたの
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卓　話卓　話

ロータリー情報を
クイズで学ぶ
　　ロータリー情報委員長
　　　　小 橋  敏 幸 君



ロータリー知識クイズ50の解答

（不正解の注釈）

　２. 税理士→弁護士

　４. 約５万人→約８万８千人

　６. 1930年→1920年

　８. 約1200クラブ→2248クラブ

　９. ３人→４人

　17. タガログ語→イタリア語

　21. 未来→機会

　25. 1964年→1970年

　29. 約14万部→約９万部

　32. ４年に一度→毎年

　34. ポール・ハリス→アーチ・クランフ

　36. 日本の東京RC→フィリピンのマニラRC

　38. グループ６→グループ７

　39. 広島商工会議所→中国新聞社９階

　40. 決まっていない

　42. 300名→約600名

　44. 社会奉仕・国際奉仕のために使われる

　46. 役員でない→役員である

　48. 10名→20名

　50. 「職業奉仕にふさわしい短い職業倫理訓」と

　　  して、ロータリアンでない人達、競争業者

　　  にも、この「４つのテスト」をすべての取

　　  引の指針とするよう勧めている。学校の日

　　  常生活の中に導入しているところもある。

　　　は日本の東京RCである。

□37. ロータリー史上、東洋人で最初に国際ロー

　　　タリーの会長に就任したのはインドの人で

　　　ある。

□38. 広島西ロータリークラブは、第2710地区

　　　グループ６（ろく）に属する。

□39. 広島西RCの例会場は1983年に広島商工会

　　　議所から広島全日空ホテルに変更された。

□40. 世界中どこのクラブも例会時間は１時間と

　　　決まっている。

□41. 国際ロータリーが女性会員の入会を認めた

　　　のは平成になってからである。

□42. 世界で会員数の最も多いRCの会員数は300

　　　名である。

□43. ロータリーは、一度退会しても再度入会で

　　　きる。

□44. 年に６回程度の百万ドルの食事とは会費を

　　　節約するために行われているものである。

□45. ロータリアンは国際ロータリーの会員では

　　　ない。

□46. 地区ガバナーは国際ロータリーの役員では

　　　ない。

□47. IMは地区の協議会機関であるが、重要な

　　　問題の決議はしない。

□48. 新クラブ結成の際、創立会員は最低10名

　　　必要である。

□49. 規定審議会は３年毎に開かれている。

□50. 「4つのテスト」はロータリーの中だけで使

　　　用されるものである。 
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例会日・木曜日  12:30〜13:30

例会場・ANAクラウンプラザホテル広島

会　長　浜田　　広

幹　事　原　　　敬

事務所・〒730-0011  広島市中区基町6-78
　　　　リーガロイヤルホテル広島13F
　　　　TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
　　　　E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作　成・会報雑誌・広報委員会

広島西ＲＣ 検索

日 時 テ　　ー　　マ

12/3㈭
会員卓話「新型コロナの話題」
　  　　 　　　　　　　 福田 康彦 君

卓話予告


