
　 本日の例会は短縮プログラムとし、昼食につい

　 ては「持ち帰り」となっております。卓話終了

　 後、お帰りの際に例会出口にて弁当をお受け取

　 りください。また、本日ロータリーの友誌を

　 ボックスに配布しておりますが、時間の関係

　 上、会報雑誌・広報委員会による誌面紹介は

　 会報に掲載とさせていただきます。

　 次週例会は夜間例会に変更となっておりますの

　 で、お間違えのないようお願いいたします。

　 例会終了後、４階「カメリア」において３月

　 定例理事会を開催いたしますので、理事会メン

　 バーは出席願います。

　　　　　　　　　　皆さんは３回目のワクチン

　　　　　　　　　接種をされましたか？私は今

　　　　　　　　　回、熱と体に痛みがあり、２

　　　　　　　　　日間寝込んでしまいました。

　　　　　　　　　解熱剤を用意しておくことを

　　　　　　　　　お勧めします。

　３月は水と衛生月間です。2014年10月RI理事

会は、３月を、重点分野である「水と衛生月間」

を強調する月間としました。①地域社会における

安全な水の公平な提供　②衛生設備や衛生状況の

改善　③持続可能な水設備と衛生設備の設置、資

金調達、維持管理を地域住民が行なっていくため

の能力向上　④安全な水と衛生の重要性について、

地域住民の認識を高めるためのプログラム支援、

水と衛生に関連した仕事に従事することを目指す

専門職業人のための奨学金支援です。

　これは、国連が掲げるSDGsの18項目の６番目

の項目に該当します。国連では、すべての人に水

と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

８項目のターゲットを決めました。詳細につきま

しては、国連のホームページをご覧ください。ロー

タリーと国連が掲げるSDGsのベクトルは一緒です

ので、連携して取り組んでいければと思います。

　最後に、ウクライナとロシアの戦争が起こって

いますが、今こそ国連の存在価値が問われている

のではないでしょうか。平和な道筋を作るリーダー

シップを発揮して欲しいと思います。
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◆  会 長 時 間  ◆

「水 と 衛 生 月 間」

梶本会長

2022 年 ３ 月３日　第2465回例会
　　　　　　　 　 ３月第１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

玉木 ひろみ 君（推薦者：柳原 邦典君、川妻 利絵君）

新会員に会員証、ロータリーバッチ、四つの

テスト及びロータリアンの行動規範を贈呈

松岡（輝）幹事会務報告

日 時 テ　　ー　　マ

3/17㈭

「睡眠時無呼吸症候群について」
　　 医療法人三和会おおうち病院
　　　　　　　　　　院長　日域　大輔 氏
　　（卓話補助）フクダライフテック中国㈱
　　　　　　　　　　  万殿　大夢 氏

卓話予告



受けたバトンをいつまでも
　　　　　　　　　　　　猪苗代RC　中村 岳嗣

　　地区が進め続けてきた水質保全のバトンは、

　猪苗代RCが2009年、受け継ぎました。2015年

　からは地域の組織：NPO法人輝く猪苗代湖をつ

　くる県民会議（inawashiro-mizukankyo.com）

　に引き渡しましたが、現在も当クラブをはじめ、

　県内のロータリークラブやインターアクトクラ

　ブが、活動を続けています。

　　　　　　　　　　  （第2530地区　福島県）

猪苗代湖で水草回収活動
　　　　　　　　　　　　　富岡RC　遠藤 寛和

　　「今年もいぐ（行くの？）」「いぐべいぐべ（行

　こう行こう）」

　　毎年秋になると、クラブ理事会でこんな会話

　が始まります。猪苗代湖の水草回収活動です。

　県民の財産である猪苗代湖の水環境を保護する

　ため、湖岸に打ち上げられた水草を一斉に回収

　する、クラブの大切な行事です。（後略）

　　　　〔ロータリーの友　７〜９ページより〕

合同ロータリー奉仕デー
市民らと共に河川敷清掃

（広島安佐RC・広島北RC・広島陵北RC）

　　３クラブ合同でロータリー奉仕デーを実施。

　プロバスケットチーム・広島ドラゴンフライズ

　の朝山 正悟選手とプロサッカーチーム・サン

　フレッチェ広島の元選手・森﨑 和幸氏をゲスト

　に迎え、会員と家族、米山学友、一般市民の総
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本　日（３月３日・木曜日）

　会員数　88名　　出席者　64名

　欠席者　24名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 1名　　ゲスト　 0名

　　　　　　　　　　 計　　65名

　2021年12月23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

会報雑誌・広報委員会

　　ロータリーの友誌３月号から抜粋したものを

　紹介いたします。詳細は本誌をご覧ください。

　  特集　水と衛生月間

　第2530地区では、約20年前から地元の水質保

　全活動を行っています。自分たちが始めた活動

　を、地域の人とシェアし、地域に返していく。

　そのプロセスと現在の関わり方を紹介します。

ロータリーで育て 地域に返す
　　　　　　　　　　　　　福島RC　阿久津 肇

　　（前略）私がガバナーになった2002-03年度

　の10月の地区大会で、シンポジウム「ふる里の

　水をきれいにするために」を開催したところ、

　会場のパネリストから「ロータリーこそ、地域

　の、この問題に取り組むべきではないか？」と

　いう発言が出たのです。

　　言われてみれば確かにその通りです。しかし、

　水質汚染は阿武隈川の流域に位置する、全ての

　クラブに関わることであり、第2530地区内で

　収まる課題ではありません。そこで翌2003年、

　宮城県（第2520地区）の４クラブ、第2530地

　区36クラブの計40クラブの賛同を得て、水質

　浄化と水環境の向上を目的とした「あぶくま清

　流協議会」が立ち上げられました。（後略）



　勢約270人で広島市民の憩いの場である旧太田

　川河川敷を清掃した。

　　　　　 （11月28日　第2710地区　広島県）

　　　　　　〔ロータリーの友　22ページより〕

　人の力とつながり
2022−23年度RI会長テーマのロゴ

　　「イマジンロータリー」。これが、ジェニ

　ファー・ジョーンズ国際ロータリー（RI）会長

　エレクトが、2022年１月20日に発表した2022−

　23年度会長テーマです。ジョーンズ氏は、大き

　な夢を抱き、行動を起こすことをロータリーの

　会員に求めています。「私たちにはみんな、夢

　があります。しかし、その実現のために行動す

　るかどうかを決めるのは私たちです。想像して

　ください、私たちがベストを尽くせる世界を。

　私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化を

　もたらせると知っています」

　　　  〔ロータリーの友　16〜21ページより〕

「ロータリー奉仕デー」in 宮島での家族

会と創立52周年記念夜間例会のご案内

　　本日、４月３日㈰ 開催予定の「ロータリー奉

　仕デー」および「家族会」のご案内をボックス

　に入れさせていただいております。当日は、宮

　島での奉仕活動、昼食をはさみまして、クラシッ

　クミニコンサート、絶景を楽しめるカフェでの

　ティータイムなど、ご家族の方々も楽しめる内

　容となっております。皆様奮ってご参加くださ

　い。

　　また、３月10日㈭ 開催予定の「創立52周年

　記念夜間例会」におきましては、広島県の基準

　を満たし、感染予防対策を施した上での開催を

　予定しております。マスク着用、検温、消毒な

　ど皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいた

　します。

協創 I AC感謝状贈呈式

　　２月25日㈮、ひろしま協創高校 インターアク

　ト部を訪問し、この春卒業する６名の高校３年

　生に対し、感謝状と記念品を贈呈しました。

　　また、本年度SDGsプロジェクトの一環とし

　て、エコバッグ300枚を寄贈しました。

　　広島西RCからの訪問者は、前橋副会長、松岡

　幹事、柳原理事、川村委員長、藤田副委員長の

　５名でした。

　　RYLAのご案内をボックスに入れております。

　ご一読ください。

　このたび、歴史と伝統ある広島西ロータリーク

ラブに入会させていただくことになりました。入

会に際しまして、推薦者の柳原 邦典様、推薦同意

者の川妻 利絵様、更には会員の皆様方からご承認
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新会員紹介新会員紹介

たま　き

○ 玉 木 　ひろみ　君

　　　　推　薦　者　柳原邦典君

　　　　推薦同意者　川妻利絵君

生年月日　1966年２月14日

勤 務 先　日本産商株式会社

役 職 名　代表取締役

学　　歴　広島女学院大学　文学部

親睦活動委員会　　　上野（彰）委員長

青少年・インターアクト委員会　川村委員長

ジェニファー・ジョーンズ

会長エレクト

ジェニファー・ジョーンズ

会長エレクト

ロータリー初の女性会長（今年７月１日より）



交通安全講習 〜平素の自分の運転を再確認〜

　１. 交通事故の発生状況

　　　〜交通死亡事故の特徴等〜

　　　○ 高齢者の占める割合が高い

　　　○ 歩行中の死者　横断中　夜間

　２. 交通安全協会の活動

　　⑴ 設立

　　　世論の盛り上がり　道路使用者（免許保有

　　　者）からの会費で運営

　　⑵ 交通安全推進活動

　　　キャンペーン、交通安全教室、児童生徒等

　　　の見守り・誘導→社会貢献活動

　　⑶ 活動は会員の会費によって支えられている

　　　入会率の減少　入会＝社会貢献活動

　３. 高齢運転者の特性等

　　⑴ 一般的特性

　　　● 疲労時の回復力→低下　● 注意力の配分

　　　や集中力→低下　● 柔軟そして瞬間的な判

　　　断力→低下　● 過去の経験→とらわれる傾向

　　⑵ 視力と加齢

　　　● 静止視力と動体視力　● 視野　● 明暗の見

　　　分け　● 順応

　　⑶ 反射と加齢

　　　反射的反応と誤反応

をいただきましたことを、心から御礼申し上げま

す。

　弊社は、創業約60年を迎える工作機械・産業機

械の専門商社です。日本の経済復興と発展に寄与

したいとの思いを胸に、高度経済成長期の真っ只

中、昭和38年に、父が広島で起業しました。メー

カー直仕入を強みに、現在、国内外６拠点を構え

ております。

　一方、私は大学卒業後、マツダに入社しました

が、一年半で寿退社、二人の子供に恵まれ、専業

主婦を数年間経験、経理担当部長の定年退職に伴

い、父に請われて入社しました。紆余曲折あり、

不思議な糸に導かれ、あれよあれよという間に社

長に就任しましたのが、リーマンショックの翌年

でした。マイナスからの苦しいスタートが自らの

糧となり、現在では、SDGsに通ずる「八方よし」

の経営方針を掲げ、モノづくり企業様のベストパー

トナーを目標に日々精進しております。

　ロータリークラブとの出会いは、十数年前、高

校生だった長女が交換留学プログラムに参加した

ことに遡ります。アウトバンド学生の保護者とし

て、例会にゲスト参加させていただいたのですが、

見るもの聞くもの初めてのことばかりで、大変緊

張した時間を過ごしたことを昨日のことのように

思い出します。

　現在では、アウトバンド学生を経験した長女を

含め、二人の子供たちも独立しました。プライベー

トでは母と犬２匹で悠々自適に、仕事ではより一

層アグレッシブに、日々を過ごしております。

　貴クラブ会員の皆様の中には、お取引先様や広

島経済同友会等で旧知の方々もいらっしゃいます

が、新たにご縁をいただける皆様方との親交を深

め、一日も早く、お仲間として認めていただける

よう心掛けたいと思います。そして、ロータリー

の奉仕と友愛の精神を学び、自ら成長できるよう

鋭意努力して参る所存でございます。

　皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう、心より

お願い申し上げます。
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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

会員記念日

梶本君　　　上野（純）君　　　瀬﨑君

吉井君　　　古本君　　　　　中川君

柴田君

（ ７ 名）

３月お誕生日おめでとうございます。祝祝

高齢ドライバーの事故防止
と免許返納について
　公益社団法人広島県交通安全協会
　　安全事業部長
　　　　横 山  義 政 氏

卓　話卓　話




