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第 1225 回例会 2022 年 02 月 04 日
会長時間 ： 古江暢敏会長
＜Web 例会＞

クラブ会報編集委員長／高藤孝一
事務局／リーガロイヤルホテル広島 13F

幹事会務報告
１．お知らせ

今月のロータリーテ

・15時から、定例理事会が4F「華」にて開催されますので、

ーマは平和と紛争予

関係者の方はご出席お願いします。

防、紛争解決月間で

・次週11日（金）は祝日のため例会はございません。次回

す。2014 年 10 月 RI 理

の例会は18日になりますので、宜しくお願い致します。

事会は、２月を重点分

・ロータリー財団・米山奨学記念会寄付確定申告用領収につ

野：「平和と紛争予防／紛争解決月間」とした。紛争予防と仲

いて

裁に関する、若者（将来にリーダーとなることが望まれる人）

２月会費に同封して郵送致しますのでご確認下さい。

を対象とした研修の実施、紛争地域における平和構築の支援、

原則再発行は出来ませんので大切に保管して下さい。

平和と紛争予防／紛争解決に関連した仕事に従事することを目

・インターシティ･ミーティングについて

指す専門職業人のための奨学金支援を強調する月間である。名

ホストの広島東南RCより6月12日（日）ANAクラウン

称の変更がされました。

プラザホテル広島にて開催されるとお知らせがあり

紛争とはもめ事をさし、家庭内の親子・夫婦喧嘩(げんか)か

ました。詳細については後日ご案内致します。

ら企業内の労働者と経営者間の争議、さらに国家間の戦争に至

３．例会終了後、定例理事会が4F「結」にて開催されますの

るまで、人間社会の広い範囲にわたってみられるものです。

で、関係者の方はご出席お願いします。

世界中ではまだまだたくさんの紛争地域が存在し、新たに紛争
になりそうな地域が多々有ります。紛争理論の学説も多様で

ニコニコ箱

す、紛争解決のために学問の諸分野・諸流派の協力が望まれま

古江会員（T）

す。その中にロータリー活動も含まれていると信じています。

・いつもお世話になっております。古江です。今月もまだまだ
ウェブ例会続きますが奮って御参加お願い致します。

私のような凡人には奥が深すぎてわからないことがたくさん
有りますが、一つ言えることがあるとすれば人と人とが傷つけ

そして本日卓話をして頂ける山内会員、大変楽しみにしてお

合うことに何も生産性が伴わないと言う事です。ロータリアン

ります。宜しくお願い致します。

として紛争によってもたらされる苦しみを和らげるよりも、紛

福山会員

争を防ぐために何とかしたいと思いました。

・山内委員長，本日の卓話よろしくお願いいたします。
山内会員（W）
・本日卓話させていただきます。宜しくお願い致します。

記念日（会員誕生日）
児玉

哲也 会員 04日

吉村

元亨

会員 10日

藤原

智昭 会員 14日

青野

大輔

会員 15日

藤井

巌 会員 17日

南

真一

会員 23日

藤原

智昭 会員 14 日

青野

大輔

会員 15 日

計 6,000 円

連続出席 100％
佐々木優子 会員

13年間連続100％出席

藤井

巌 会員

09年間連続100％出席

橋沢

宏弥 会員

03年間連続100％出席
●本年度会長テーマ●
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プログラム 会員卓話
～ 国際奉仕について ～
国際奉仕プロジェクトチーム委員長 山内将会員

幹事会務報告
１．ロータリー奉仕デー in MAZDA スタジアム
・メールにてご案内しておりますが、4月28日（金）マツダ

山内将会員より、我が

スタジアムにて開催されます。参加希望の方は先着４名迄

クラブの国際奉仕活動

ですが、事務局までお知らせ下さい。

の方針と、現状の活動

２．お知らせ

状況、そして今後の活

・15時から、次年度理事会が4F「華」にて開催されますの

動計画についてお話し

で、関係者の方はご出席お願いします。

頂きました。

・次週25日の例会もウェブ配信形式にて開催致します。
・広島14RC合同懇親ゴルフ大会について
メールにてご案内しています。未回答の方は折り返し事務
局まで出欠をご連絡願います。
・ロータリー手帳について
メールでご案内しておりますが、購入希望者の方は折り返
し事務局までご連絡願います。

結婚記念月

第 1226 回例会 2022 年 02 月 18 日
＜Web 例会＞
会長時間 ： 古江暢敏会長

古江

暢敏 会員

03 日

田中

清峰 会員

12 日

木本

博之 会員

25 日

ニコニコ箱
古江会員(T)
・いつもお世話になってます。古江です。

本日 2 月 18 は三つの

まだまだ予断を許さない状況ですが！皆様お身体にはくれぐ

虎が重なる貴重な日の

れもご自愛下さい。そして本日卓話の河中さん、大変不便を

ようです。

お掛けしますが楽しみにしてます。宜しくお願い致します。

2022 年寅年、2 月寅の

河中会員(W)

月、18 日寅の日。凄

・本日卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

いですね、何が凄いか

大西会員(T)

私にはわかりません。

・大西です。皆さんご無沙汰しております。先日古江会長とゴ

勉強不足です。

ルフでなんと初めて勝ちました。それも１打差です。本人は

目先の利益にとら(虎)われず、大局的な視点を持って日々精

手加減してやったと言っていましたが、少し悔しそうでした。

進していきます。

ですので出宝します。

怪しげなハニートラ(虎)ップにはお互い気をつけましょう

福山会員(T)

(笑)。

・河中会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。

日々、トラ(虎)イ＆エラーの精神で、着実に 1 歩 1 歩成長し

・まん防が延長されることとなり、例会もウェブでの開催がし

ていきたいと思います。

ばらく続くこととなりました。ご不便をおかけいたしますが、

年をとら(虎)ない年です！ いつまでも元気な私を今年も宜

ご参加いただきますようお願いいたします。

しくです。

計 10,000 円

日々、笑顔(がおー)を絶やさずに生きていきたいと思いま
す。
今年は昨年以上に変顔(がおー)の機会を増やして、笑わせま
すので覚悟しておいてください。
皆に幸せが訪れるように。

●本年度会長テーマ●
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プログラム 会員卓話
～ ロータリー情報について ～
ロータリー情報委員会 委員長 河中清 会員

ル、個人で年間合計 80

ロータリー情報について

時の寄付とポリオプラス

①

他などで、150 ドル以上

ドル寄付します。これ
に、100 万ドルの食事の

ロータリーの目的について

第1

知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること

の寄付になりますから、

第2

職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価

皆さんは入会から約 6 年でポール・ハリス・フェローの表彰を

値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロー

受けます。

タリアン各自の職業を高潔なものとすること

※マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

第3

第4

ロータリアン一人一人が、個人として、また事業およ

1,000 ドル以上寄付した人は、その後 1,000 ドル寄付するごと

び社会生活において、日々、奉仕の理念を実践するこ

にマルチプル・ポール・ハリス・フェローで表彰を受けます。

と

※ベネファクター

奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク

恒久基金に 1,000 ドル以上寄付したか、遺贈の受取人として

を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること

ロータリー財団を指定したことを通知した人。

以上 4 つの項目の中にす

広島城南ロータリークラブの会員は 8 名の方が寄付されてい

べて奉仕という言葉が入っ

ます。現会員の方は河野隆会員、松田文雄会員、戸田拓夫会員

ています。

の 3 名です。

ですから、ロータリーの

広島城南ロータリークラブは 2016 年より「100 ドルクラブ」

目的は奉仕なんですね。

という寄付を始めました。任意ですが、皆さんは入られている

奉仕の目的を達成するた

と思いますので、これから、より多くの会員がベネファクター

めには、方法と手段がいるわけです。方法はロータリーの定款

になられます。

だと思います。手段として、ロータリークラブがあるわけです。

※米山記念奨学金

ロータリアンに奉仕の目的を実践させるための実地訓練の場が

て、1952 年に東京ロータリークラブで始まりました。海外から

ロータリークラブなのです。だから、ロータリーは例会出席に

の留学生を支援する国際奨学事業です。それから、日本全国の

こだわっているのです。

ロータリークラブに広まって、1967 年ロータリー米山記念奨学

日本ロータリーの父、米山梅吉氏の遺徳を記念する事業とし

第 1 の知り合いを広めることによって奉仕の機会とする。こ

会が設立されました。

れが会員増強なんです。知り合いに声をかけて、例会に出席し

広島城南ロータリークラブは米山ファンドとして、上半期に

てもらい、他の仲間と一緒に好意と友情を深め、親睦が生まれ

3,000 円、下半期に 3,000 円、特別寄付として 10,000 円を寄付

る。ロータリーの出発点は親睦活動です。そこから奉仕の理想

します。合計 16,000 円です。これは地区の目標額が 16,000 円

がはぐくまれ、第 2 の職業奉仕、第 3 の社会奉仕、第 4 の国際

だからです。

奉仕へと繋がっていくのだと思います。
奉仕活動を行うために、組織が必要となり、会長、理事、役

私がお伝えしたいことは広島城南ロータリークラブの事業計

員、委員会構成を決め実践していく。任期は 1 年です。1 年たっ

画書、事業報告を読んでください。まさに、古江会長の会長方

たら交代です。わかりやすいですね。みんなに公平にその場を

針です。

与えているわけです。ですから、入会 3 年未満の会員の方はい

新たなスタート「原点回帰」。みんなでロータリーを楽しみま

ろいろな行事に積極的に参加して、より多くの体験、経験をし

しょう。

ていただきたいのです。

②

ロータリーの寄付について

次にロータリー財団への寄付と米山記念奨学金についてお話し
いたします。
※ポール・ハリス・フェロー
ロータリー財団の年次基金、ポリオプラス基金、ＷＦ、財団
補助金の提唱者側負担分として 1,000 ドル以上寄付した人。対
象は個人だけです。
広島城南ロータリークラブでは前期に 40 ドル、後期に 40 ド
●本年度会長テーマ●
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第 1227 回例会 2022 年 02 月 25 日
＜Web 例会＞
会長時間 ： 古江暢敏会長

ニコニコ箱
古江会員（T）
・何時もお世話になります。古江です。

=ウクライナ情勢に関する国際ロータリーからの声明＝

本日卓話、青野会員ご不便おかけしますが宜しくお願い致し

『ウクライナと世界の人び

ます。楽しみにしています♪

とにとって、痛ましく悲惨な

竹村会員

状況となっています。

･青野さん本日の卓話楽しみにしています。

ロータリーは、ウクライナ

青野会員（W）

における状況悪化と、人命の

・本日卓話をさせていただきます。何卒よろしくお願いいたし

喪失および人道的苦難が深刻

ます。

化していることを深く懸念しています。

大西会員（W）

ウクライナに対する軍事行動が続けば、地域の荒廃を招くだけ

・いつもお世話になります。

でなく、欧州と世界にも悲惨な結果が広がる恐れがあります。

先日バーディ会に参加させてい

ただきました。いつも通りやっぱりまたまた古江会長に負け

世界最大の人道支援団体の一つとして、ロータリーは「平和」

ましたので出宝します。

確かこの前は私が１打勝ったにも

を世界的使命の礎としてきました。私たちは、国際社会ととも

かかわらず「大西さん、出宝ね。
」って古江会長から言われた

に即座の停戦、ロシア軍の撤退、および対話を通じた対立解決

ような気がします。って事は、ゴルフのたびに出宝するって

のための外交努力の再開を求めます。

事だなって、やっと気がつきました。ダブルでお願いします。

過去 10 年間、ウクライナ、ロシア、および近隣諸国のロータ

福山会員（W）

リークラブは、国の違いを超えて、親善を推進し、戦争や暴力

・青野会員、本日の卓話よろしくお願い致します。

の被害者への支援を先導する平和構築プロジェクトに積極的に

・まん防が早く解消されて例会場で例会が出来ますように！

取り組んできました。私たちは今、この悲劇的な出来事に直面

計 10,000 円

しているウクライナのロータリー会員や人びとのために祈りま

プログラム 会員卓話
～ 防災活動運動について ～

す。国際ロータリーは、救援物資や支援を提供し、ウクライナ
地域に平和をもたらすために全力を尽くします。』

青野大輔 会員

と国際ロータリーから案内がきました。戦争は悲惨な結果し
か生まない。我々ロータリアンは平和の実現を使命とし､できる

青野大輔会員より、

ことから活動して行くことが大切だと思います。

自身の携わる職業も含
めて｢防災活動｣の大切

入会月

さや、それに取り組む

佐々木優子 会員

平成21年02月13日

常日頃からの意識持ち

藤井

巌 会員

平成25年02月15日

方、その他について卓

橋沢

宏弥 会員

平成31年02月01日

話をして頂きました。

創業月
門田

充慶 会員

昭和48年02月01日
メットライフ生命保険㈱

木本

博之 会員

平成16年02月01日
ひろしま交流協同組合

幹事会務報告
同好会報告 バーディー会

１．お知らせ
・3月分会費請求書については、3月4日（金）15時からの理事

2 月 23 日、広島 GC 鈴

会にて諮った後に発送しますので、宜しくお願い致しす。

峯コースに於いてバー

２．ロータリー奉仕デー in MAZDAスタジアム

ディー会例会が開催さ

・メールにてご案内しておりますが、４月28日（金）マツダ

れました。

スタジアムにて開催されます。参加希望の方は事務局まで
お知らせ下さい。
●本年度会長テーマ●
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