
　　　　　　　　　　東京オリンピックも23日に

　　　　　　　　　開会し、今までに金13、銀４、

　　　　　　　　　銅５（７月28日現在）という

　　　　　　　　　素晴らしい成績です。今後の

　　　　　　　　　日本選手団の活躍を期待せず

　　　　　　　　　にはおられません。　　　　

　本日はスマイルボックスの原型であるニコニコ

箱についてお話しをさせていただきます。

　例会場で会員が自由意志で善意の寄付金を入れ

る箱。会員、家族、事業などの慶びごと、お祝い

ごとをニコニコしながら披露し、慶びを分かち合

い、また失敗や迷惑をかけた時もユーモアたっぷ

りに苦笑し、例会を賑やかせてます。集まったお

金は奉仕活動に使用されます。

　1905年シカゴRCの第３回例会で、欠席者に50

セントの罰金を課したファインボックス（罰金ボッ

クス）が原点。1908年には、クラブからの連絡

に返信しない者にも罰金を課したそうです。しか

し、ポールハリスは会員のプライドを傷つけるの

で、罰金に限らず記念すべきことや祝いごとがあっ

た場合にも適用。1924年頃には、例会場の四隅

にボックスを置き、記念すべきことがあったらお

金を入れたそうです。

　これからも、慶びごと、お祝いごとが重なり、

自主申告のスマイルが増えることを願っておりま

す。

　 ８月例会運営方針について

　 新型コロナウイルス感染症の影響により、通常

　 例会の開催は不可能との判断に至った場合、イ

　 ンターネットを利用したZoom配信による Web

　 例会を開催いたします。開催可否の判断は、例

　 会開催２週間前を目処に、会長・幹事協議の上

　 決定し、開催不可能の場合、クラブメンバーに

　 通達後Web例会へ変更します。但し、広島県か

　 ら緊急事態宣言等により行動制限がかかるなど

　 Web例会も開催ができない状況が発生した場合

　 には、臨時理事会を開催し審議後、休会といた

　 します。

　 なお８月末まではメークアップ免除と、理事会

　 で決定しています。

　日時　2021年７月１日㈭　13：40〜

　場所　ANAクラウンプラザホテル広島４階

　　　　「カメリア」

　報告事項

　① 各委員会活動状況について

　② 第２回次年度合同幹事会報告

　　 例会運営スタイル、メークアップの扱いが

　　 統一されておらず、各クラブがバラバラの

　　 状況

　③ ロータリー奉仕デー参画希望クラブの件

　　 広島南RC、広島西南RC、広島廿日市RCの

　　 参画を確認済み
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◆  会 長 時 間  ◆ 梶本会長

2021 年 ７ 月29日　第2443回例会
　　　　　　　 　 ７月第４例会

No.
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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

松岡（輝）幹事会務報告

第１回理事会議事録



　　国際ロータリー第2710地区より、2022-23

　年度ロータリー財団奨学生の募集案内がきてい

　ます。

　　① グローバル補助金奨学生　② グローバル

　奨学生若手研究者　③ 地区補助金奨学生など

　　それぞれ募集要項がきておりますので、皆さ

　んの身近に推薦される方がいらっしゃいました

　ら私までご一報ください。

　　目的は、奨学生が海外留学を通じて国際理解

　と親善を増進し、知識と学力を身につけ、社会

　人として成長、貢献することです。対象は大卒

　以上か卒業見込みで、今後ロータリーでの活躍

　が望めること。

　　応募締切は、応募書類を添えて2021年10月

　31日までとなっております。

　審議事項

　① 第６回次年度理事会議事録について　承認

　② ９月卓話プログラムについて

　　 ９月９日の会員卓話は再検討となり、８月に

　　 活動計画書を再提出

　③ ９月30日夜間例会並びに会員懇親会について

　　 ８月に活動計画書を再提出

　④ ロータリー奉仕デー実行委員会組織表（案）

　　 について

　　 組織表の再作成を行い、８月に再提出

　⑤ 「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金への協

　　 力について

　　 今回は見送る

　⑥ ８月のメークアップは不要　承認

　協議事項

　① Zoomミーティングについて

　日時　2021年７月15日㈭　11：45〜

　場所　ANAクラウンプラザホテル広島３階

　　　　「カトレア」

　審議事項

　① 2022-23年度 国際ロータリー第2710地区

　　 グループ７ガバナー補佐及びガバナー補佐幹

　　 事について

　　 香川 基吉君をガバナー補佐、原 敬君をガバ

　　 ナー補佐幹事とする　承認

　② 台南RCより贈られたマンゴーへの対応について

　　 陣中御見舞としてクラブから返礼する。内容

　　 については会長幹事に一任　承認
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6月決算月おめでとうございます。

（６名）

長谷川（剛）君　　㈱ベルアージュ

北村君　　セムコ・ホールディングス㈱

川妻君　　ひろしま管財㈱

西原君　　㈱シーエンス

前橋君　　三洋スーパースタンド㈱

隅田君　　㈱KRC 広島西支社

第2回（臨時）理事会議事録

本　日（７月29日・木曜日）

　会員数　87名　　出席者　70名

　欠席者　17名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 0名

　　　　　　　　　　 計　　70名

　2021年4月22日・木曜日の例会

　　　　　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

日 時 テ　　ー　　マ

8/19㈭

会員卓話
「新型コロナウイルス感染症と私」
　　　　　大谷 博昭君・村上 健一君

卓話予告

会員記念日

（９名）
荒谷君　　　　　　和歌子夫人

中川君　　　　　　知子夫人

浜田君　　　　　　澄子夫人

新原君　　　　　　貴子夫人

香川（基）君　　　　悦子夫人

北村君　　　　　　美佐夫人

大谷君　　　　　　恵子夫人

長谷川（行）君　　　良子夫人

柴田君　　　　　　久美子夫人

奥様お誕生日おめでとうございます。

ロータリー財団委員会　　　𠮷田（大）委員長



前橋 　寛わたしの自慢のものわたしの自慢のものわたしの自慢のもの

　　⑴ 裁判所での発言

　　　大きな声で、はっきり、語尾までしゃべる

　　　こと。

　　⑵ 裁判所に提出する書面

　　　徹底して判例と関連する法律を調べ上げて、

　　　その結果に基づいて論を展開する。

　４ 依頼者との関係

　　共感と安心が依頼者との強い信頼関係を生む。

　５ 相手方（敵）への対応

　　敬意を払いながら、弱みに付け込め。

　６ 常に何らかの工夫を狙う

　　どんな事件でも常に、「何か新しいやり方は

　　できないか」と考えて、事件処理に工夫をこ

　　らすように努めている。

　７ 困難な事件の解決

　　勇気と謝罪が難事件を解決に導く。

　８ 事件処理の効率化

　　「やる気が出るもの」からやれ。

　９ 座右の銘

　　不十分な情報に基づく自分勝手な推論で物事

　　を決めつけてはいけない。

　  展覧会のチケットです。月に2、3回程度、

　  休日に美術館に出掛けています。東京出張

　  では仕事より展覧会巡りがメインになるこ

　  ともあったりなかったり。作品の世界に入

　  り、ひとときの現実逃避がストレスの発散

　  になっているのかもしれません。

　 

　 井下君（自主申告・トリプル）

　 　７月18日、19日に鹿児島で開催された「西

　 日本シニアソフトテニス選手権」の60才の部

　 で３位に入賞することができました。

　 　今まで入賞した大会で、一番大きな大会に

　 入賞することができてうれしく思っています。

　 ３位入賞の記念にトリプルで出宝させていた

　 だきます。

　 職業分類「食品工業」ご登録の皆様

　 笹野君、上田君、斉藤君、松岡（輝）君、加藤

　 君、中村（哲）君

　 　今日７月29日は「福神漬の日」です。福神

　 漬という縁起の良い名前は、７種類の野菜を

　 使用していることから七福神に由来しています。

　 日付は「しち（７）ふ（２）く（９）」と読む語呂

　 合わせから。またカレーに添えられている福神

　 漬を食べて夏バテを防いでもらおうとの思いが

　 込められています。

　 　この縁起のよい食べ物にちなみ、職業分類「食

　 品工業」へ登録されている方々の益々のご発展

　 を祈念しスマイルボックスへご招待します。

私が仕事で気を付けていること

　１ 弁護士の仕事の概要（私の場合）

　　⑴ 受任事件の種類と数

　　⑵ 労働時間

　　⑶ 仕事の場面

　２ 裁判所・事務所での争い・交渉のポイント

　　弁護士の活動は、とにかく裁判所、相手方、

　　依頼者を説得すること。

　　説得とは、「信頼」と「利益供与」である

　３ 対裁判所（法廷）

　　徹底して、法律と判例と証拠に基づいた主張

　　を展開すること。
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卓　話卓　話

私が仕事で心掛けて
いること～ある弁護士
の日常業務メモ～

　　　　大 植  　 伸 君

スマイルボックス S A A  森𦚰君



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

１．真実かどうか？
２．みんなに公平か？
３．好意と友情を深めるか？
４．みんなのためになるかどうか？


