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2022年 ７ 月14 日

第2481回例会
７月第２例会

RIテーマ：IMAGINE ROTARY

本年度会長テーマ

「イマジン ロータリー」

「原点回帰−親睦と職業奉仕−」

会長幹事懇談会

11：30より

ANAクラウンプラザホテル広島３F「サクラ」において会長幹事懇談会が行われました。

◆ 会長時間 ◆

佐に、原 敬君をガバナー補佐幹事として選出し、

新原会長

ご活躍いただきます。広島西RC会員一同でしっ
石川ガバナーにおかれまし
ては暑い中、遠路お越しいた

かり支援してまいります。１年間のご活躍をお祈
りいたします。

だきありがとうございます。

ガバナー公式訪問フォーラムにおいては、質疑

また新会員入会式では、ガバ

応答を交えながら私ども広島西RCの活動につい

ナーより襟ピンを付けていた

てご示唆をいただけることとなっております。し

だきありがとうございました。

たがって、新年度が始まって間もないこの時期

新会員にとっても記憶に刻まれる入会式になった

に、ガバナーに訪問していただき、お話を聴ける

ことと存じます。随行幹事の岡崎様におかれまし

機会が得られたことは、光栄に感じると同時に大

ても遠いところありがとうございます。

変意義深いものであると思います。参加される会

ご承知の通り、本年度は当クラブ会員の香川 基
吉君をRI第2710地区グループ７担当ガバナー補

員の皆さんにとって有意義な時間となりますよう
祈念して会長時間を終わります。
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ガバナー公式訪問例会
広島西RC例会次第
12：29 入場
12：30 点鐘
ロータリーソング
四つのテスト
来賓紹介
来客紹介
新会員入会

と き
ところ

2022年７月14日㈭ 12：30〜13：30
ANAクラウンプラザホテル広島３F「オーキッド西」
12：40
12：45

R-O-T-A-R-Y
職業奉仕委員会
会長 新原
靖
親睦活動委員会
新会員４名

（石川 良興ガバナーよりロータリーバッチ授与）

13：00
13：25

食事時間
13：30

会長 新原
靖
会長時間
幹事 古本 竜一
幹事報告
プログラム・出席委員会
出席報告
委員会報告
同好会報告
スマイルボックス
ガバナー 石川良興氏
卓話
新原
靖
会長謝辞並びに
記念品贈呈
点鐘

ガバナー

石川

良興 氏

所
属 徳山ロータリークラブ
職業分類 内科医

随行幹事（地区副代表幹事）
昌子 氏
所
属 徳山ロータリークラブ
職業分類 建築請負業

岡崎

グループ７ガバナー補佐
基吉 氏
所
属 広島西ロータリークラブ
職業分類 百貨店

香川

グループ７ガバナー補佐幹事
原
敬氏
所
属 広島西ロータリークラブ
職業分類 包装資材卸売

本日入会の安原 智樹君、土井 隆史君、高島 一義君、山中 信孝君に石川ガバナーよりロータリー会員バッチを授与

ガバナー卓話終了後、お礼及び挨拶
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ガバナーに
記念品目録贈呈

随行幹事に
記念品贈呈

会務報告

古本幹事

会報雑誌・広報委員会

新会員候補者の照会を配布しておりますので、

藤田（千）
委員長

ロータリーの友誌紹介

よろしくお願いします。
例会終了後、ガバナーを囲んでのフォーラム

会員記念日

を３階カトレアにて開催いたしますので、ご

ご入会記念月おめでとうございます。

出席をお願いします。

（14名）
諏訪（昭登）
君（Ｓ47年） 森𦚰君（Ｈ03年）

第１回理事会議事録

斉藤君（Ｈ08年）
例会終了後

児玉君（Ｈ10年）

日時

2022年７月７日㈭

場所

ANAクラウンプラザホテル広島４階

大植君（Ｈ23年）

「アマリリス」

𠮷田（大）
君（Ｈ25年） 隅田君（Ｈ27年）

諏訪（昭浩）
君（Ｈ16年） 荒川君（Ｈ20年）

報告事項

山縣君（Ｈ27年）

宍戸君（Ｈ27年）

① ６月20日在広RC次年度第２回合同幹事会に

南條君（Ｈ27年）

西原君（Ｈ27年）

ついて

中川君（Ｒ01年）

② その他
2023-24年度青少年交換派遣学生の募集が

スマイルボックス

計画されており、第２回理事会にて審議する
審議事項

S A A 柴田委員長

RI第2710地区 石川 良興ガバナー（大枚）

① 第６回次年度理事会議事録の承認について

本日、RI第2710地区 石川 良興ガバナーか

承認

ら大枚のご出宝をいただきました。

② ９月卓話プログラムについて

承認

石川ガバナー、ありがとうございました。

③ 会員組織部門強調プログラムについて 承認

森𦚰君（自主申告・大枚）、中岡君、香川（浩）

④ 亀田 宏明君入会手続き開始の承認について

君、柴田君、土井（英）君、大植君、片山君、

承認

長谷川（行）君、前橋君

⑤ ８月メークアップについて

住吉神社では12日・13日の両日夏祭り広島

事前の意見集約結果をもとに不要として承認

管絃祭を執り行いました。天候にも恵まれ５万

協議事項

人の参拝者で賑いました。雅楽奉仕では、中岡

① ガバナー公式訪問フォーラムについて

君、香川（浩）君、元会員の田戸さんにもご協力

② その他

いただきました。ありがとうございました。柴

ガバナー補佐幹事の活動費用について協議

田君、土井（英）君には出店いただきました。大
植君、片山君にもお手伝いいただきました。

委 員会報告

また、花火打上げの協賛企業の㈱ナガツキの
長谷川（行）君、㈱コマップスの片山君、三洋

プログラム・出席委員会
出 席報告 熊本委員長
本

スーパースタンド㈱の前橋君もご出宝お願い

日（７月14日・木曜日）

いたします。

会員数

85名

出席者

73名

欠席者

10名

ご来客

0名

ご来賓

4名

ゲスト

1名

（香川（基）
君、原君は来賓）

計

卓話予告
78名

日時

4週前の例会2022年6月9日・木曜日
出席率

100％

テ

ー

マ

7/28㈭ 夜間例会並びに会員懇親会
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ガバナー卓話

「人生 100 年時代に向けて、
健康寿命を延ばそう」
〜がん・生活習慣病の予防〜

2022-23 年度 国際ロータリー第 2710 地区

石 川 良 興 ガバナー

皆さんこんにちは。私の尊敬する諏訪パストガ
バナーさんをはじめ、今回アシスタントガバナー
をやっていただく香川（基）さん、そして先輩方の
たくさんいらっしゃる広島西RCに参りまして、私
がお話しをするのを心苦しく思っておりますが、
ひとつよろしくお願いします。2710地区の中でも
広島西RCが我々を引っ張っていただいておりま
す。日頃からのご尽力に感謝いたします。
今年のジェニファー会長のテーマはイマジンロー
タリー。私は人生100年時代に向けて健康寿命を延
ばす、ガン・生活習慣病の予防、これをイマジン
しようと思います。皆さんイマジンしましょう。
1905年以来、変化が続いております。特に最近
は過剰的に進歩しています。ロータリーEクラブ
の誕生、RLIに日本加入、衛星クラブ、ロータリー
アクトクラブの変革、IT化ではマイロータリー、
Zoomの導入、ロータリー文庫、ロータリーの友の
電子化が進んでおります。
ロータリーの会員減少を抑えるためには組織改
革が必要であり、未来形成委員会は現在のガバナ
ンス体制のままではロータリーは衰弱するという
ことで提案がありました。そして、今年から試験
的にパイロット地区が指定されて、日本が34地区
を102のセクションに分けるとこういうようなこ
とが言われています。ロータリーの中核的価値観
はいつまでも不変であり、親睦、高潔性、多様性、
奉仕、リーダーシップ、これはロータリアンであ
る限り、忘れてはならない。これに対して、ロー
タリーのビジョンの声明が発表されました。私達
は、世界で地域社会で持続可能な良い変化を生む
ために、人々が手を取り合い、行動する世界を目
指しています。これに対して四つの戦略的項目が
発表されました。ジェニファー会長は「想像して
ください。私達がベストの尽くせる世界を。そのた
めには適応と改革が必要です。ロータリーと各々が

果たしがいのある責任を会員に与え、参加型の奉
仕が必要である」と言っております。そして、DEI
が不可欠であると。「DEIで、各委員会にクラブ
のイマジンロータリーを掲げて全員で世界にもた
らせる変化を想像して大きな夢を描き、検討し実
現のため、ロータリーの力と繋がりを活かしてい
きましょう」と。
DEIとはD＝ダイバーシティ。ロータリーはあら
ゆる背景を持つ人や幅広い文化、経験、アイデン
ティティの人を歓迎する多様性が必要。E＝エクイ
ティはロータリークラブの公平な扱いと機会の均
等に努めましょうと。I＝インクルージョンはロー
タリーはあらゆる人が歓迎されること、尊重され
る会員として大切にされるクラブの環境作りをし
ましょう。そして、インクルーシブなクラブ創り
には自分と違うものを大切にする思いやりの心、
受け入れる柔軟な心、学ぶ謙虚な心、こういう相
手の心の中をイマジンするところからスタートし
ましょうということです。
私の信条としましては、人生100年時代に向
けて健康寿命をイマジンしましょうということで
す。
健康寿命を延ばすために、田原PGに講演してい
ただきました。五大奉仕の七つの重点分野を遂行
するため晝田PGにお願いしました。そのために
は、必ず財団が必要です、お金が必要です、とい
うことを藤中PGにお願いしました。そして、重点
項目に奉仕したことによって社会貢献し、そうし
たことによって会員自身の成長と会員相互の親睦
が深まるということです。ある程度厳しいこと、
苦しいことを乗り越えて成功した体験が親睦に繋
がると思います。そういう風な社会貢献をしたこ
とを公共イメージを高めるために、新聞とかマス
コミに訴えていきましょう。そして、それによっ
て一般の人達が、ロータリーはお金持ちの人達の
集まりというのではなく、こういうことをしてい
るのだということを認識してもらえたら会員が増
えるのではなかろうかと思います。
ガバナー信条に「健康寿命を延ばそう」をがん
対策予防推進委員会に加えていただきました。ま
ずは、ロータリアンのアンチエイジング対策に、
１年間に１回はガン予防推進委員の先生に来てい
ただこうと思います。それと、是非これを機会に
禁煙をロータリアンにまずやっていただきたいと
思います。私は、産業医としてまた学校医として
敷地内禁煙をしました。運動会も禁煙にしました。
そしたら抵抗はありましたが、１年後には周南市
内の全公立小・中・高が禁煙になりました。頑張
ればできると思います。それから、最近は加熱式
タバコが出ていますが、これも健康保険では禁煙
治療対象に認定されています。是非、禁煙を実施
しましょう。
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ガン予防のためには胎児期から頑張らないとい
けないのです。昔は小さく産んで大きく育てよう
だったんですが、小さく産むと生活習慣病の発症
リスクが高くなります。また女性の方は中学校ま
でに体格が決まります。そこでカルシウムの定期
補給をしっかりしていないと骨粗しょう症の原因
になります。こういうことを生涯にわたって注意し
ていかないと、100才までは難しいと思います。
できれば各クラブで専門の先生、歯科医師、保健
師、いろいろな人達を呼んで卓話をお願いできれ
ばと思っております。
奉仕活動ですが、五大奉仕と七つの重点分野に
貢献しましょうということです。
ロータリアン自身は、それなりの地位と財産が
あるわけですから普通の人と同じことをしていて
は、社会で認められないと思います。相手に自分
にして欲しくないことは相手にしなさんなと。こ
の恕の心を持って相手に接したらいかがかなと思
います。そして、七つの重点分野。これに対して
たくさんの補助金活動を計画して、応募していた
だきたいと思います。
奉仕活動の中では、日本支部からポリオ、環境、
公共イメージが特に言われています。環境問題が
新しく出てきました。大気と海洋汚染２つに分か
れますが、化石資源が原因で、なかなか一緒にや
るのが難しいと思います。そして地区大会では、
瀬戸内オーシャンズX。４県（広島、岡山、香川、
愛媛）の知事が応援してやっております。世界の
プラ生産量が50年で20倍になっております。マイ
クロプラスチックをどんどん魚が飲みます。広島
の湾の中とか、瀬戸内海の水が満潮と干潮でいっ
たりきたりしている全てのゴミは県民が捨てたゴ
ミなんです。山の中から洪水の時に瀬戸内海へ流
れこみます。こういうことを認識していないとい
けない。瀬戸内海をきれいな海に、ということで、
10月には東京大学の大気海洋研究所の教道田 豊
教授に来ていただいて講演していただきます。
ポリオデーは11月24日に、昨年やりましたマツ
スタ周辺での行事に近いことをやろうとしており
ます。
成田の新勝寺、高野山ではポリオデーの祈願をし
たとか、公共イメージのために女性専用車両にポス
ターを貼ったとか、有楽町駅前でのイベントとか
でロータリーの認知度を高めようともしておりま
す。
かつて日本では年間に1，
500人から6，
000人の
患者さんが発生していましたが、61年ワクチンが
導入して減ってきて、1980年からは一切行って
おりません。これはもう続けなければだめです。
しかしアフガニスタンはどうしたらいいかと、こ
れだけのお金でいいのではないかと、これ以上
いるのかなと私の意見は怖くてよう言えません。

地区補助金プロジェクトですが、今年は14件
413万円しか申請されていません。申請可能金額
は1，
500万円です。コロナとはいえ申請数が減っ
ていますから、是非来年は予算をオーバーするく
らいお願いします。
公共イメージ向上ですが、ロータリーに対して
良いイメージを持って、認知度を高めようという
ことで、奉仕活動をマスコミに訴えていこう。東京
地区ではお金を出して、山手線の中にチラシを貼っ
たりしています。公共イメージ委員会の中にIT担
当を決めていただきたいと思います。IT難民を無
くする。できるだけZoomで例会をやるとか、頑
張っていただきたいと思います。ロータリー文庫
をデジタル化しています。ロータリーの友の電子
版ファイルは７月で終わりますのでWebを見たい
人は事務局へ行ってパスワードをもらってくださ
い。ロータリー賞へのチャレンジでは、広島西ロー
タリーはロータリー賞が取れています。
会員の変化ですが、コロナ禍による経済的な理
由は２割、ロータリーに失望して辞めるというの
が８割だと言われています。ロータリーに入った
動機とか、２年後には責任あるポストにつけると
か、こういうふうにして頑張っていただきたいと
思います。
外国からは、なんで日本はこんなにダメになっ
たんだと言われます。何を根拠に東南アジアの国
は言うんだと質問したら、一番にはロータリアン
の数だと、２番目には寄付金額だと。寄付金額は
すでに韓国に遠く及ばない。台湾にも負けている
ではないか、日本も元気になれと逆に怒られてい
ます。これをどうみるか？隠匿の美というのとは
ちょっと違うと思います。やはり元気なクラブに
なるために中核的価値観、こういうものでやって
ください。
７月10日に香川（基）さんと聞いた話しですが、
ハラスメント問題でロータリアンの会長経験者３
名、合わせて４名もが逮捕されました。新聞でご
存知と思いますが、こういうことにならないよう
に。
ヒューストンの国際大会で2750地区ガバナー
ナイトに押し掛けてきました。私の時もメルボル
ンで負けないようにガバナーナイトやります。で
すから是非ご参加ください。
必ず世の中がいい方向に変わると思います、本
年は。ということで、クラブを活性化するための
１年間イマジンして未来に向けて大きな夢と希望
を持ち、小さいことからできることから行動しま
しょう。素晴らしい１年になることを願っていま
すので、皆さん是非ご協力の程お願いいたします。
拙い説明でした。これで終わらせていただきま
す。
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2022−2023年度 広島西RCガバナー公式訪問

ガバナー公式訪問フォーラム
フォーラム次第

と き
ところ

2022年７月14日㈭ 13：40〜15：10
ANAクラウンプラザホテル広島３F「アカシア」
司会）幹事

古本

竜一

新原
靖
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 会 長
13：40 開会の挨拶
石川 良興氏
ガバナー挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ガバナー
13：50 フォーラム
司会）グループ７ガバナー補佐
香川 基吉氏
フォーラム主要テーマ
長谷川 剛
１. 第一項目①「健康寿命の延伸について」・・・・・・・ 親睦活動委員会
委員長
藤田千加子
②「ロータリーの公共イメージ向上について」・・ 会報雑誌・広報委員会
森信 秀樹
③「会員増強について」 ・・・・・・・・・・・ 職業分類・会員増強委員会 委員長
２. 第二項目
副委員長 中村 光治
「新会員のオリエンテーションと親睦について」・・・ 職業奉仕委員会

14：50 講 評
15：05 閉会の挨拶
15：10 閉 会

・・・ 親睦活動委員会
石川
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ガバナー
西原
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 副会長

八條
良興氏
英治

広島西ＲＣ

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 新原
靖
幹 事 古本 竜一

検索

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
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公貴

