
　　  
　・ロータリー奉仕デー推進支援、他団体との連携

　・ロータリークラブとローターアクトクラブ間

　　の協力強化

　地区・クラブにおいて達成すべき目標

　１. 会員数維持、退会防止（each one，bring one）、

　　  会員増強（当クラブにおいては２名以上の

　　  純増）

　２. ロータリー賞へのチャレンジ（クラブ・セ

　　  ントラル25項目中13項目達成で受賞）、クラ

　　  ブ・セントラルへの目標入力およびその報

　　  告の推進

　３. ロータリー財団支援

　　① ポリオプラス基金　35ドル以上／人

　　② 年次基金　150ドル以上／人

　　③ 恒久基金　ベネファクター１名以上／クラ

　　　 ブまたは1，000ドル以上／クラブ

　　④ ロータリーカードの理解と普及

　　⑤ 地区補助金特別プロジェクトの推進

　４. 米山記念奨学会支援　16，000円以上／人

　５. マイロータリー登録者　60％以上／クラブ

　　（月信で登録状況報告　当クラブにおいて現

　　  在36名を52名へ）

　以上の点を重点的に達成できるよう、当クラブ

も努力してまいります。

　　先日、山縣 亮太君が100m 9.95秒の日本新

　記録を出されました。またオリンピック出場が

　決まり、日本選手団主将にも選ばれました。

　そこで広島西RCの有志が集まり激励の意味も

　　　　　　　　　　ホームページに『カンボジ

　　　　　　　　　ア「ひろしまハウス」の子供た

　　　　　　　　　ちに体育用品寄贈』の動画が

　　　　　　　　　アップされていますので、是

　　　　　　　　　非ご覧ください。　　　　　

　　　　　　　　　　本日、第２回臨時理事会に

て、2022〜23年度 国際ロータリー第2710地区

グループ７ガバナー補佐に香川基吉君を推薦する

ことが承認されました。決定いたしましたら改め

てご報告いたします。

　国際ロータリー第2710地区 杉川ガバナーの重

点運営方針についてお話しをします。

　杉川ガバナー信条は「みんなのためになるかど

うか。未来のためになるかどうか。」〜多様性を

受け入れ、相互理解を深めよう！！〜

　地区重点運営方針

　・クラブ運営の積極的支援：

　　　クラブの今以上に役立つ「地区」になるた

　　　めに、現在の運営内容（地区委員会の在り

　　　方、行事の在り方、組織）等を見直す

　・会員基盤の強化：

　　　会員数の増加と会員数の維持・退会防止に

　　　柔軟な対応

　・クラブのDX（デジタルトランスフォーメー

　　ション）の推進支援：

　　　Zoomなどを活用し、例会や会議などの対

　　　応力強化

−1−

◆  会 長 時 間  ◆ 梶本会長
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Club of Hiroshima West

「新しい風と微笑みを」本年度会長テーマ

「奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために」RIテーマ

山縣 亮太君への激励



　　本日は梶本会長より「マイロータリーの登録

　数をあげろ」とのミッションをいただきました

　ので、今年は４か月に１回マイロータリーの登

　録方法の紹介をいたします。現在会員数87名の

　うち36名しか登録をいただいておりません。そ

　の都度登録状況をご報告します。今回は特に本

　年度理事・委員長の方に登録をお願いします。

　登録の前に事前に事務局よりアドレス申請をす

　る必要があります。是非登録を、と思われる方

　は事務局までお申し出ください。事前申請をい

　たします。

　　７月例会は７月８日㈭ 午後６時より庚午クラ

　ブで行われました。７月例会は取り切り戦でも

　あり、１年間で最も熱い日になっております。

　残念ながら、去年の優勝者 刀禰君は現在おケ

　ガで入院中のためご欠席となりました。

　　そんな熱い７月例会を見事制したのは小橋君

　でした。２位は木本君、３位はオブザーバーの

　高田さんでした。

　　次回例会は８月19日㈭ 午後６時より、立町の

　マージャンマックでの開催となります。盆明け

　すぐですので、お忘れのないようお願いいたし

　ます。

　　７月10日㈯、今年度第１回例会を芸南カント

　リークラブにて開催いたしました。例会当日は

　なんとか雨も止み、曇り空の中27名が競い合い

　ました。

　　見事優勝されたのは、OUT41　IN45　グロ

　ス86　HD15.3　ネット70.7（-1.3）の梶本君。

　準優勝はグロス80　HD9　ネット71の原君。３

　位はグロス85　HD13.5　ネット71.5の金本君。

　ブービー賞は私、村上（健）。ベスグロ賞は、グ

　ロス76でいつもの田原君でした。

　　また10名で争われたシニアの部は、一般の部

　３位だった金本君が見事優勝されました。同時に

　開催された取り切り戦の優勝者も金本君でした。

　　第２回例会は、８月14日㈯芸南カントリーク

　ラブにて開催いたします。多くの皆様のご参加

　をお待ちしています。

　含め、お祝いをお渡しいたしました。

　頑張れ 山縣 亮太！

　 地区に送金している負担金のうち、ロータリー

　 文庫運営協力金の単価が半期150円から半期

　 100円に減額されました。ロータリー文庫ホー

　 ムページの利用方法に関する資料をBOX配布

　 しております。

　 本日例会において前年度収支決算報告並びに

　 本年度収支予算報告を行います関係上、７月分

　 会費請求は本日の発送となります。また、BOX

　 に事業計画書（これから）を配布しております。

　 中に2020-21年度決算書が挿んでありますの

　 で、ご確認ください。

　 次週22日は祝日のため例会はございません。

　 例会終了後、３階「カトレア」において第１回

　 クラブ協議会を開催いたしますので、理事会

　 役員及び各委員長は出席願います。

　 日本が台湾にワクチンを送ったお礼として、台

　 南RCからマンゴーが送られてきました。食後の

　 デザートとして、これからお出しいたします。
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松岡（輝）幹事会務報告

本　日（７月15日・木曜日）

　会員数　87名　　出席者　68名

　欠席者　19名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 0名

　　　　　　　　　　 計　　68名

　4週前の例会（2021年4月15日・木曜日）

　　　　　出席率　100％

片山委員長出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告

ロータリー情報委員会　　加藤委員長

紫雀会　　　鈴木世話人

同好会報告

紫友会　　　村上（健）世話人



　 長谷川（行）君（自主申告・大枚）

　 　 ㈱ナガ・ツキは６月29日・30日に、広島市

　 内で運営されている保育園、こども園、幼稚

　 園、小中学校、特別支援学校などへ、さまざま

　 な教育支援資源を寄付いたしました。

　 　７月13日付 経済レポートによりますと、息

　 子さんの長谷川社長は「公共工事で大変お世話

　 になっていますので、地域に恩返しが出来たな

　 らば嬉しく思います。来年も実施できるよう頑

　 張りたい」とのことでした。

　 （７月10日、TSSの「情熱企業〜新たな価値の

　 創造」に㈱ナガ・ツキが紹介されました）

　 紫友会

　 　７月例会で優勝の梶本君、準優勝の原君、３

　 位・シニア優勝の金本君はダブルで。ブービー

　 の村上（健）君、ベスグロの田原君もご出宝をお

　 願いいたします。

　 紫雀会

　 　７月例会で１位の小橋君はダブルで、２位の

　 木本君もご出宝をお願いいたします。

　 小田君

　 　先週は、突然例会を欠席して、委員長挨拶を

　 すっぽかしてしまいました。誠に申し訳ありま

　 せんでした。

2021-22年度 RI会長テーマ

Serve to Change Lives

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
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（９名）

創業月おめでとうございます。

古屋君　 　　 ㈱ホロン・㈱エス・ティ・ケイ

坂田君　  　　㈲うを久

田中君　  　　田中化工機工業㈱　 

山木君　 　　 ㈱LAT環境設計

西原君　 　　 ㈱シーエンス　　　

新原君　 　　 ㈱AFYS沼田自動車学校　

北村君　  　　セムコ・ホールディングス㈱

小宇羅君  　　三栄産業㈱

長谷川（剛）君  ㈱ベルアージュ

諏訪（昭登）君（Ｓ47年）  尾形君（Ｓ60年）

森𦚰君（Ｈ03年） 　　　斉藤君（Ｈ08年）

児玉君（Ｈ10年） 諏訪（昭浩）君（Ｈ16年）

荒川君（Ｈ20年）         大植君（Ｈ23年）

𠮷田（大）君（Ｈ25年）   南條君（Ｈ27年）

宍戸君（Ｈ27年）         西原君（Ｈ27年）

山縣君（Ｈ27年）         隅田君（Ｈ27年）

中川君（Ｒ01年）         垣見君（Ｒ01年）

（16名）

ご入会記念月おめでとうございます。

会員記念日

日 時 テ　　ー　　マ

8 / 5㈭
「真の平和都市 その理念と使命、今こそ世界へ」

 〜平和都市ヒロシマ復興・建設の歴史（その２）〜

　　　　  元広島西RC会員　浜井　順三 氏

卓話予告

スマイルボックス S A A  大植副委員長

スマンボックス

前年度決算報告

前年度会計委員会
　  香川（基）委員長

監 査 報 告
監査人
　  大 谷 監 査 人

本年度予算報告
会計委員会
　  石 山 委 員 長

ロータリー情報委員会
　  加 藤 委 員 長

ＲＩテーマ紹介

例 会 風 景



ダーの成功に必要な手段を与えてほしいと述べま

した。その上で、多様性、公平さ、開放性に対す

るロータリーの信念を会員が活動の指針とするこ

とが大切であると語りました。「世界各地で女子は

多くの問題に直面しており、リーダーである皆さん

は、こうした女子が抱える問題にロータリーが取り

組み、それを和らげるように導くことができます」。

　奉仕を通じて大きなインパクトをもたらすには、

ロータリーの会員基盤を広げる必要がある、とメー

タ氏。全世界の会員数は、過去20年間、約120万人

のまま横ばいです。このため、2022年７月１日ま

でに130万人に増やすことを目指して地区で率先し

て活動するよう呼びかけました。メータ氏の「Each 

One，Bring One」（みんなが一人を入会させよ

う）は、今後17カ月間、全会員がロータリーに一

人を入会させることを求めるインシアチブです。

会員基盤を広げながら、ポリオ根絶活動、新型コロ

ナウイルスとの闘い、地域社会への奉仕を続けてい

くのは野心的な目標であることを認めた上で「だか

らこそ皆さんの意欲が駆り立てられるでしょう」「挑

戦に立ち向かうのがロータリアンだからです」と

語られました。

　　　　　 　2021年国際協議会テーマ講演より、

　　　　　　  杉川ガバナーエレクト抜粋

　人のために世話をし、奉仕することが最良の生き

方。なぜなら、その経験を通じて誰かの人生だけ

でなく、自分の人生を豊かにできるのだから……。

国際ロータリーの次期会長であるシェカール・メー

タ氏はこう述べ、奉仕プロジェクトへの参加を会

員に呼びかけました。2021-22年度の会長テーマ

は「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするため

に」です。ロータリーでの奉仕プロジェクトへの

参加を通じて自身が人間として成長したことに触

れたメータ氏は、その経験を通じて他の人のニーズ

に目を向けるようになったと述べました。クラブ

入会後まもなく、メータ氏はインドの僻村を支援

するプロジェクトに参加しました。そこで村人た

ちの状況を目にしたことで、奉仕への決意が固ま

りました。「同胞たちが抱える苦境を真に理解しま

した」とメータ氏は語ります。「ロータリーが私の

心に火をつけました。自分の身の回りを越えたと

ころに目を向け、人類全体を考えるようになりま

した」とメータ氏。「奉仕が私の生き方となったの

です。多くの方々と同じように、“奉仕とは、自分

がこの地上に占める空間に対して支払う家賃であ

る”という信条を持つようになりました」。

　メータ氏は、リーダー達に自らが模範となって

導き、測定可能・持続可能なインパクトをもたら

す奉仕プロジェクトへの会員の参加意欲を引きだ

すよう呼びかけました。また、各クラブが「ロータ

リー奉仕デー」を実施することを求めました。「ガ

バナーとしての役目が終わるとき、皆さんは、ご

自身のリーダーシップ、ご自身がロータリアンと

ローターアクターに与えたインスピレーションの

おかげで、会員による奉仕を通じて世界が前より

もよくなったと感じるはずです」。多様性と会員基

盤の向上に焦点を当てるメータ氏は、2021-22年

度には会員が女子のエンパワメントに力を注ぎ、

教育、リソース、奉仕、機会など、未来の女性リー
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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　梶本　政明

幹　事　松岡　輝明

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

　2021-22 年度 国際ロータリー会長
　 　シェカール・メータ 氏
　　　（カルカッタ・マハナガル RC (インド））

松岡 輝明わたしの思い出の品わたしの思い出の品わたしの思い出の品

学生時代のエースラケットです。16歳でバドミン

トンに出会い、心も体も

大きく変えることが出来

ました（そのきっかけを

くれたのが、じつは山縣 

浩一さん！）。競技からは

20年近く離れていますが、

今でも時々眺めては当時

を思い出し、自らを鼓舞

しております。


