
 

上杉　昌幸　会員　昭和28年7月12日　58歳 
松本　　猛　会員　昭和40年7月10日　46歳 
清水　理也　会員　昭和45年7月  1日　41歳 
 

梶田　　滋　会長 

　本日は新年度第1回目
の例会です。 
　前年度会長の有田さん、
ご苦労様でした。前年度は

良かったが、今年度はダメだな、と言われないよう、ク
ラブの運営をしっかり行いたいと思っております。 
 
１．基本方針 
　今年度の会長方針は、「広いこころ　豊かなこころ」
です。今年度は「こころ」を中心にした取組みを行い
たいと考えております。 
 
　次に委員会組織と奉仕活動は、「継続と若返り」、
「無理をしない活動」、ということを念頭においており
ます。会員数は設立時に近い人数まで減少しており
ます。少ない人数で、できる範囲のことを行っていこ
うと考えております。 
 
２．具体的運営 
（１）テーマの「こころ」 
　「こころ」に関して最も力を入れようと考えておりま
すのが、外部卓話の充実です。平塩プログラム委員
長には、「こころ」をテーマに外部卓話の講師の選定
をお願いし、すでに今年度の講師は全て決定して
おります。認知症、緩和ケア、心理学、日本人のこころ、
音楽、文学等、幅広く「こころ」について、お話を聞か
せていただく予定にしております。 
　この外部講師による卓話が行われます例会は、
会員の奥様方にも出席をご案内する予定にしており
ます。 

2011学年　米山奨学生　呉曉麗さんに7月分の 
奨学金が梶田会長より渡された 

前年度ホームクラブ100％出席の方に記念品を贈呈 
　　　　　　森井　紀夫　会員 
　　　　　　永井　勝康　会員 
　　　　　　有田　晴好　会員 

日時：６月１５日（水）　八幡小学校  １３：５０～ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長 
～気づき～ 
・ 警察の方からの要望でシナリオを変更したため、おまわり
さんとのやり取りが長くなり、子どもたちがすこしあきたようだっ
た。 

・ 八幡小学校には毎年来ているので、来年は、高学年、低
学年で内容を変えたらよいと思う。 
 
＜防犯講習会＞ 
日時：６月２５日（土）　１３：３０～  六本松集会所 
集合： １２：３０ビッグ駐車場 
参加：笠井、住田、植村、稲田、長、船木 
～気づき～ 
・ 今年で四回目とあって、私たちを覚えてくださっているかた
もいました。 

・ 今までの内容を少し変え、新たに廃品回収詐欺と義援金
詐欺をとりいれてみました。 

・ 参加された方も笑ったり、うなずいたりして、楽しんでいた
だけたようです。 

・ 腹話術人形のリリーさんも出演したが、声がまだまだ、出て
いない。 
 
＜防犯教室＞ 
日時：７月１３日（水）　彩が丘小学校  ８：４５～ 
集合：８：００ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川 
～気づき～ 
・去年は台風の影響で防犯教室が中止になり　一年生　
二年生は初めての寸劇でしたが　とても楽しく観てよく
声も出ていました。ゆうくんもウケてました。 
 駐在の方もとても爽やかにマイクなしの地声で子どもたちに
話され良かった。 
 
日時：７月１３日（水）　廿日市宮園小学校  １０：４５～ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川 
～気づき～ 
・初めての学校でしたが学校の印象としてとても良かった。
校長先生の＜ファイトー＞の声に全児童が声をそろえて
＜オー＞と答えていたのが私たちも気持ちよく感じられた。 
 是非　来年もと依頼もされました。次回は万引き防止にな
るかも・・・ 
 
＜これららの活動＞ 
＊被害防止講習会＊ 
日時：７月１７日（日）　田方上集会所 １０：００～１１：３０ 
 
集合：９：００ビッグ駐車場 

参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川、船木 
 
＊夏休み工作、防犯教室＊ 
日時：７月２３日（土） 八幡公民館 １０：１０～１４：００ 
内容：「がんばれ日本！がんばろう！やはたっ子！エコマイうちわ」
作り 
 

 
 
このコーナーでは心にプラスに作用する映画や

音楽を会員に紹介して頂こうと思っています。 

良い作品に出会え、会員の新しい一面が分かる

かもしれません。 

 
「ザ・ダイバー」（制作年度：２０００年）

　　　　　　　　　紹介会員名：清水理也 
　先日女子ワールドカップで見事「なでしこジャパン」
が優勝しました。奇跡のような出来事でとても感動し
ました。あの精神力には震えるものがありました。そこ
で精神力と言えばこの映画だなと思い紹介したいと
思います。 
　その作品とは「ザ・ダイバー」です。 
　1940年代末期、当時白人社会だったアメリカ海軍
の潜水士養成所に初めてアフリカ系黒人として入
所し苦難を乗り越えていく話です。物語はコテコテ
のど根性ドラマで嘘だろうと思うような熱いエピソード
がストレートに描かれています。ただ普通の映画と違
うのは、これが実在の人物を描いている点です。ど
の分野でも先駆者の存在があります、この映画を見
た時にそれを改めて実感し圧倒されたのを覚えてい
ます。人種差別問題が大きなポイントとして描かれて
いますが、それより重要なテーマは「なでしこＪＡＰＡＮ」
にも通じる「あきらめない心」だと感じました。極度の
逆境に立ち向かう主人公が実在したと思うと、その
強靭なハートに魅了され勇気づけられます。教官役
のロバート・デ・ニーロはさすがの怪演を見せてくれ
ます。 
 
 
 



（２）委員会組織と奉仕活動 
① 委員会組織 
　委員会組織は、「継続と若返り」という考え方を基
本に理事・役員・委員長をお願いしております。 
　会員組織常任委員会は、今年度も大藤会員に理
事をお願いし、会員増強は無理のないよう、純増1名
を目標にしております。奉仕プロジェクト常任委員会
とロータリー財団常任委員会は、継続を念頭に、永
井会員、河内会員に理事をお願いしております。南
港ロータリー交流委員会は、今年度新たに設定し、
委員長には前年度幹事として南港ロータリーとの窓
口になっていただきました、青木会員に委員長をお
願いしております。また、高尾会員、清水会員、吉野
会員には、若返りの観点から理事・役員をお願いし
ております。 
 
② 会報の充実 
　気楽に見ることができる会報ということから、会報
のページ数が少なくなっております。10年余り前の
会報と比較すると、ページ数が大きく減少しております。
今年度はA4・1枚分増加させ、卓話の要約、RCCや
インターアクトの活動状況、ロータリー知識等を掲載さ
せたいと考えております。 
 
③ メリハリのある予算 
　会員数の減少により、予算編成が非常に困難になっ
てきております。 
　現状の収入で全てを賄おうとした場合、奉仕活動
を大幅に縮小せざるを得なくなってしまいます。しかし、
これではクラブ活性化など期待することはできません。
メリハリのある予算設定を考えております。詳しくは、
次週の例会で説明する予定にしております。 
　なお、スマイルボックスの収入も、無理のないようお
願いすることを考えており、商品券での出奉も歓迎
いたしますので、ご協力をお願いいたします。 
  
④ ロータリーの勉強 
　クラブ研修リーダーは森井会員にお願いし、当クラ
ブの設立からの歴史、ロータリーに関する知識の習
得に力を入れたいと考えております。そのために、森
井会員には、卓話とともに会報原稿をお願いする予

定にしております。 
 
⑤ 継続的活動 
　当クラブの継続的活動の一つに、御手洗川の植樹・
清掃活動があります。 
　植樹活動は、今年度もすでにロータリー財団の補
助金支給が決定しており、桜の植樹を継続させる予
定にしております。この活動に関しましては、地域の方々
と信頼関係を構築されております、佐伯会員に長期
プロジェクト委員長をお願いし、地域の方々と共同し
て活動を継続したいと考えております。 
　RCCにつきましては山根会員に、インターアクトにつ
きましては永井会員に引続き委員長をお願いしてお
ります。 
 
⑥ 若手会員のクラブ運営への積極的参加 
　活動の若返りの観点から、若手会員の方々に、ク
ラブ運営に積極的な参加をお願いしたいと考えてお
ります。理事・役員・委員長には、無理のない範囲で
若い会員に就任をお願いしております。これ以外に、
今年度はインフォーマルミーティングを若手会員との意
見交換の場にしたいと考えております。さらに、南港
交流委員会の委員には、45歳以下の会員全員をメ
ンバーにし、今後の交流方法を検討していただきたい
と考えております。 
 
　以上のような方針で、これから1年クラブの運営を
行いたと考えております。 
皆様ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 

①理事会 
　本日、13：40～第1回理事役員会がございます。関
係者は、3階「末広の間」へご参集ください。 
②クラブ協議会 
　次週7/11（月）13：40～　クラブ協議会がございま
す。理事・役員・委員長の方は、活動計画につい
てのスピーチをお願いします。 
　　また、オブザーバーとして会員の皆様のご出席
をお願いします。 

松本　　猛　会員　記念日　7月10日 

＜出席者＞
・ 廿日市ロータリークラブ 
　梶田、久保田、松野、植田、永井、山根、 
　大藤、森井、有田、佐伯、近藤 
・ ゆうほロータリー 
　稲田、西川、笠井、森田、植村、渡辺、住田、 
    長、船木 
１．ゆうほロータリーから
＜パトロール＆環境保全＞ 
日時 ： ６月１７日（金）　１８：００～ 
場所 ： ビッグ～ローソン～ダイソー 
            ～八幡交番～サンリブ  
参加 ： 廿日市ロータリー  山根、永井、松野、植田 
　　   ゆうほ                  住田、植村、渡辺、笠井  
 
・ 町内はあまり変わった様子はない。 
・ サンリブのゲームコーナーはあいかわらず、高齢者が 
   多く、中高生の姿は見かけなかった。 
 
＜防犯教室＞ 
　日時 ： ６月１５日（水）廿日市特別支援学校１０：１０～１０：５０ 
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・ 時間に少し余裕が出来たので、質問をうけたところ、劇の
内容で、「用事も無いのにショッピングセンターなど、一人で
いかない」ということをうけて。 
 「ゲームセンターにはいってもいいのか」という質問がありま
した。 
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①クラブ協議会 
　本日13：40～3階「末広の間」におきまして、
クラブ協議会がございます。 
　理事・役員・委員長の方は、活動計画につい
てのスピーチをお願いします。 
　また、オブザーバーとして会員皆様のご出席
をお願いします。 
②歴代会長会 
　本日クラブ協議会終了後に、歴代会長会を開
催します。 
　歴代会長の方は、ご出席をお願いします。 
③ロータリーカレンダー部数 
　ロータリーカレンダーの希望部数を記載する
回覧を回しております。 
　今年度は必要部数を購入しますので、ご記入
をお願いします。 
④次回の例会について 
　次週7/18　は祝日のため、例会はありません。 

　次回の例会は、7/22（月）18：30～三瀧荘（み
たきそう）におきまして       
　夜間例会となります。お間違いのないようお願
いします。       

中井克洋副会長より理事会の報告 
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①理事会 
　本日、13：40～第1回理事役員会がございます。関
係者は、3階「末広の間」へご参集ください。 
②クラブ協議会 
　次週7/11（月）13：40～　クラブ協議会がございま
す。理事・役員・委員長の方は、活動計画につい
てのスピーチをお願いします。 
　　また、オブザーバーとして会員の皆様のご出席
をお願いします。 

★吉永　孝正さん 
★上杉　昌幸さん 
★中本　昭文さん 
★森井　紀夫さん 
★永井　勝康さん 
★青木　秀行さん 
★大藤　良治さん 
★清水　理也さん 
★川�　　尚さん 

★福原耕二郎さん 
★有田　伸治さん 
★中井　克洋さん 
★松本　　猛さん 
★河内　正晴さん 
★久保田幸恵さん 
★梶田　　滋さん 
★吉野　篤敬さん 
 

副会長・会長エレクト 

　中　井　克　洋 
会員組織常任委員会 
理事・委員長 

　大　藤　良　治 
  率直に申し上げて、大変な職務をよく考えもせずに
お引き受けしてしまいました。本当に無責任であった
ことを反省しております。 
　というのは私は、弁護士の仕事は基本的に他の
人に手伝ってもらうことはできても、代わってもらうこ
とはできないものだと考えています。そのため、私は
依頼された事件を全く人任せにすることができない
タイプです。 
　同じ弁護士でも、仕事を他人に任せてその動向
が気にならない肝の太い人がいますが、私にはそれ
ができません。 
　特に私の受任する仕事の種類は、ご存じのように、
依頼者に切迫した危険が迫っていることがよくありま
す。そのため、これまでロータリーと弁護士の仕事が
重なった場合には、迷わず弁護士の仕事を優先し
てきました。これからもそうすると思います。 
　そのため場合によっては、「副会長なのに」とか「会
長なのに」とかいわれるような重要な場面でのすっ
ぽかしが十分にありうるので、本当に今年度の副会長、
来年度の会長就任の承諾は無責任にすぎた、とい
うのが実感です。 
　とはいえ幹事どころあか副幹事も経験していない

のに、この役職を引き受けたかというと、中本利夫初
代会長から梶田会長まで代々の先輩方も本当にお
忙しいなかでこの重職を全うされてきたのに、私だけ
がいつまでも気楽な立場でいるわけにはいかない、
という義侠心というか、このままでは男がすたるという
か、そんな思いによるものです。 
　このように仕事に対する責任感とロータリーに関
する義侠心との間で、これから２年間は苦労すると
思います。 
　何をするのか、何をすべきか、全くわかっていませ
ん。 
　困ったときには、すぐに先輩方をはじめとした皆様
に泣きついて相談いたしますので、何とぞよろしくお
願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
　前年度に引続き、会員組織常任委員を仰せつか
りました大藤です。よろしくお願いします。 
　前年度は、35名の会員でスタートし、会員皆様の
ご支援、ご協力によりまして、3名の会員に入会して
頂きました。しかし、残念なことに、4名の会員が退会
されたため、本年度は、34名のスタートとなりました。 
　皆様ご承知のとおり、本年度の増員目標は純増1
名以上でありますが、例年退会者が何人か出ますの
で、少なくとも3名以上の入会を達成しなければなり
ません。 
　会員増強につきましては、若い会員、女性会員を
重点に勧誘して頂くようお願いします。 
　また、会員増強と同様会員維持（退会防止）が重
要であります。本年度は、クラブ研修リーダーにより、
従来以上にロータリー情報を発信してロータリーをもっ
と理解して頂くこととしております。更に、例会の活
性化と感動と達成感のある奉仕活動、会員及びロー
タリー家族の絆をもっと強めていくことなど大切であ
ります。 
　皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。 

就任あいさつ 



広報常任理事 

　清　水　理　也 

幹事 

　久保田　幸恵 

奉仕プロジェクト常任理事 

　　永　井　勝　康 

S.A.A.委員長 

　　吉　野　篤　敬 

　今年度広報委員長の大役を仰せつかりました清
水です。広報委員としての経験が無い上に今年度
から会報が２ページ増量とゆうことでプレッシャーが
大きい部分はありますが、少しでも早く広報一連の
動き方・考え方に慣れるようがんばりたいと思います。
１年間ご協力・ご指導ほど宜しくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
　我々の委員会には、奉仕プロジェクト、長期プロジェ
クト、インターアクト新世代、RCCと四つの委員会があ
ります。総勢15名一致協力して、奉仕活動につとめ
たいと考えています。会員の皆様のご協力をお願い
申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
方針 
クラブ会員及び来賓　来訪者に気持ちよく出席し
ていただき例会及び会合を円滑に運営されるよう努
力する 
計画 
　1.来賓　来客の接待を率先して行う 
　2.スマイルボックスの目標達成に努力する 
　3.各委員会と協力して例会がスムースに運営され
るよう努力する 
 

 
 
 
 
 
 
　2011－2012年度の幹事役をさせて頂きます久保
田でございます。本年度の梶田　滋会長　テーマ「広
いこころ　豊かなこころ」を言葉だけでなく、かたちに
して会員のみなさまのこころに届くよう考え努力して
参りたいと思っておりますので、どうぞ広いこころで
一年間応援してください。 
　よろしくお願いいたします。 
 
 
 
ロータリー・クラブの誕生とその成長  
　ロータリー・クラブが生まれたのは１９０５年のことです。
　当時、アメリカは経済恐慌に見舞われ人心は荒
れすさんで、犯罪に満ちていました。　こうした状態
を憂いたシカゴの３８才の一青年弁護士、ポール・Ｐ・
ハリス（Ｐａｕｌ．Ｐ．Ｈａｒｒｉｓ）が、奉仕精神によって、人
の和を図ることこそ、より良い社会を創り出す道であ
ると考え、３人の友人と語らって、２月２３日、この理想
を広く人々に呼びかけ、第一回の会合を開いたのが、
ロータリー・クラブの誕生です。 
　この時集まったポール・ハリス以外の３人は、石炭
商のシルベスター・シール、鉱山技師のガスターブ・ロー
ア、裁縫師のハイライム・ショーレーであった。 
　シルベスター・シールが初代の会長を務め、ポール・
ハリスは３代目です。 
　最初は集会を会員の回り持ちで各自の事務所で
開き、クラブの世話なども会員が輪番で受け持ったこ
とから、ロータリー・クラブと名付けられました。 
　このクラブは、着実に成長し現在２００以上の国家
及び地域に広められ、クラブ数は３３，９７４、会員総数
１，２１３，４４８人に達しています。（２０１１年２月２８日公
式発表） 
　日本では、クラブ数　２，３００、会員数９０，０９７人に
達し、なお、すべての都市、すべての町に理想の翼
を広げる努力を続けています。 

松本　　猛　会員　記念品　7月10日 ★近藤　英昭さん 
★澤井　　誠さん 
★太田　泰宏さん 

★永井　勝康さん 
★�尾　昌二さん 
★松本　　猛さん 
★久保田幸恵さん 

＜出席者＞
・ 廿日市ロータリークラブ 
　梶田、久保田、松野、植田、永井、山根、 
　大藤、森井、有田、佐伯、近藤 
・ ゆうほロータリー 
　稲田、西川、笠井、森田、植村、渡辺、住田、 
    長、船木 
１．ゆうほロータリーから
＜パトロール＆環境保全＞ 
日時 ： ６月１７日（金）　１８：００～ 
場所 ： ビッグ～ローソン～ダイソー 
            ～八幡交番～サンリブ  
参加 ： 廿日市ロータリー  山根、永井、松野、植田 
　　   ゆうほ                  住田、植村、渡辺、笠井  
 
・ 町内はあまり変わった様子はない。 
・ サンリブのゲームコーナーはあいかわらず、高齢者が 
   多く、中高生の姿は見かけなかった。 
 
＜防犯教室＞ 
　日時 ： ６月１５日（水）廿日市特別支援学校１０：１０～１０：５０ 
　集合 ： ９：００ ビッグ駐車場 
　参加 ： 森田、笠井、住田、植村、稲田、長 
　～気づき～ 
・ 低学年用と高学年用にわけて行った。 
・ 生徒たちの聞く態度がよく、劇にもよく反応していた。 
・ 時間に少し余裕が出来たので、質問をうけたところ、劇の
内容で、「用事も無いのにショッピングセンターなど、一人で
いかない」ということをうけて。 
 「ゲームセンターにはいってもいいのか」という質問がありま
した。 

 
日時：６月１５日（水）　八幡小学校  １３：５０～ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長 
～気づき～ 
・ 警察の方からの要望でシナリオを変更したため、おまわりさ
んとのやり取りが長くなり、子どもたちがすこしあきたようだっ
た。 

・ 八幡小学校には毎年来ているので、来年は、高学年、低学
年で内容を変えたらよいと思う。 
 
＜防犯講習会＞ 
日時：６月２５日（土）　１３：３０～  六本松集会所 
集合： １２：３０ビッグ駐車場 
参加：笠井、住田、植村、稲田、長、船木 
～気づき～ 
・ 今年で四回目とあって、私たちを覚えてくださっているかた
もいました。 

・ 今までの内容を少し変え、新たに廃品回収詐欺と義援金
詐欺をとりいれてみました。 

・ 参加された方も笑ったり、うなずいたりして、楽しんでいただ
けたようです。 

・ 腹話術人形のリリーさんも出演したが、声がまだまだ、出て
いない。 
 
＜防犯教室＞ 
日時：７月１３日（水）　彩が丘小学校  ８：４５～ 
集合：８：００ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川 
～気づき～ 
・去年は台風の影響で防犯教室が中止になり　一年生　二
年生は初めての寸劇でしたが　とても楽しく観てよく声も
出ていました。ゆうくんもウケてました。 
 駐在の方もとても爽やかにマイクなしの地声で子どもたちに
話され良かった。 
 
日時：７月１３日（水）　廿日市宮園小学校  １０：４５～ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川 
～気づき～ 
・初めての学校でしたが学校の印象としてとても良かった。
校長先生の＜ファイトー＞ の声に全児童が声をそろえて
＜オー＞と答えていたのが私たちも気持ちよく感じられた。 
 是非　来年もと依頼もされました。次回は万引き防止になる
かも・・・ 
 
＜これららの活動＞ 
＊被害防止講習会＊ 
日時：７月１７日（日）　田方上集会所 １０：００～１１：３０ 
 
集合：９：００ビッグ駐車場 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川、船木 
 
＊夏休み工作、防犯教室＊ 
日時：７月２３日（土） 八幡公民館 １０：１０～１４：００ 
内容：「がんばれ日本！がんばろう！やはたっ子！エコマイうちわ」
作り 
 
 
 
 
 
 

①クラブ協議会 
　本日13：40～3階「末広の間」におきまして、
クラブ協議会がございます。 
　理事・役員・委員長の方は、活動計画につい
てのスピーチをお願いします。 
　また、オブザーバーとして会員皆様のご出席
をお願いします。 
②歴代会長会 
　本日クラブ協議会終了後に、歴代会長会を開
催します。 
　歴代会長の方は、ご出席をお願いします。 
③ロータリーカレンダー部数 
　ロータリーカレンダーの希望部数を記載する
回覧を回しております。 
　今年度は必要部数を購入しますので、ご記入
をお願いします。 
④次回の例会について 
　次週7/18　は祝日のため、例会はありません。 

　次回の例会は、7/22（月）18：30～三瀧荘（み
たきそう）におきまして       
　夜間例会となります。お間違いのないようお願
いします。       

中井克洋副会長より理事会の報告 
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・ 腹話術人形のリリーさんも出演したが、声がまだまだ、出て
いない。 
 
＜防犯教室＞ 
日時：７月１３日（水）　彩が丘小学校  ８：４５～ 
集合：８：００ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川 
～気づき～ 
・去年は台風の影響で防犯教室が中止になり　一年生　二
年生は初めての寸劇でしたが　とても楽しく観てよく声も
出ていました。ゆうくんもウケてました。 
 駐在の方もとても爽やかにマイクなしの地声で子どもたちに
話され良かった。 
 
日時：７月１３日（水）　廿日市宮園小学校  １０：４５～ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川 
～気づき～ 
・初めての学校でしたが学校の印象としてとても良かった。
校長先生の＜ファイトー＞ の声に全児童が声をそろえて
＜オー＞と答えていたのが私たちも気持ちよく感じられた。 
 是非　来年もと依頼もされました。次回は万引き防止になる
かも・・・ 
 
＜これららの活動＞ 
＊被害防止講習会＊ 
日時：７月１７日（日）　田方上集会所 １０：００～１１：３０ 
 
集合：９：００ビッグ駐車場 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川、船木 
 
＊夏休み工作、防犯教室＊ 
日時：７月２３日（土） 八幡公民館 １０：１０～１４：００ 
内容：「がんばれ日本！がんばろう！やはたっ子！エコマイうちわ」
作り 
 
 
 
 
 
 

①クラブ協議会 
　本日13：40～3階「末広の間」におきまして、
クラブ協議会がございます。 
　理事・役員・委員長の方は、活動計画につい
てのスピーチをお願いします。 
　また、オブザーバーとして会員皆様のご出席
をお願いします。 
②歴代会長会 
　本日クラブ協議会終了後に、歴代会長会を開
催します。 
　歴代会長の方は、ご出席をお願いします。 
③ロータリーカレンダー部数 
　ロータリーカレンダーの希望部数を記載する
回覧を回しております。 
　今年度は必要部数を購入しますので、ご記入
をお願いします。 
④次回の例会について 
　次週7/18　は祝日のため、例会はありません。 

　次回の例会は、7/22（月）18：30～三瀧荘（み
たきそう）におきまして       
　夜間例会となります。お間違いのないようお願
いします。       

中井克洋副会長より理事会の報告 



 

上杉　昌幸　会員　昭和28年7月12日　58歳 
松本　　猛　会員　昭和40年7月10日　46歳 
清水　理也　会員　昭和45年7月  1日　41歳 
 

梶田　　滋　会長 

　本日は新年度第1回目
の例会です。 
　前年度会長の有田さん、
ご苦労様でした。前年度は

良かったが、今年度はダメだな、と言われないよう、ク
ラブの運営をしっかり行いたいと思っております。 
 
１．基本方針 
　今年度の会長方針は、「広いこころ　豊かなこころ」
です。今年度は「こころ」を中心にした取組みを行い
たいと考えております。 
 
　次に委員会組織と奉仕活動は、「継続と若返り」、
「無理をしない活動」、ということを念頭においており
ます。会員数は設立時に近い人数まで減少しており
ます。少ない人数で、できる範囲のことを行っていこ
うと考えております。 
 
２．具体的運営 
（１）テーマの「こころ」 
　「こころ」に関して最も力を入れようと考えておりま
すのが、外部卓話の充実です。平塩プログラム委員
長には、「こころ」をテーマに外部卓話の講師の選定
をお願いし、すでに今年度の講師は全て決定して
おります。認知症、緩和ケア、心理学、日本人のこころ、
音楽、文学等、幅広く「こころ」について、お話を聞か
せていただく予定にしております。 
　この外部講師による卓話が行われます例会は、
会員の奥様方にも出席をご案内する予定にしており
ます。 

2011学年　米山奨学生　呉曉麗さんに7月分の 
奨学金が梶田会長より渡された 

前年度ホームクラブ100％出席の方に記念品を贈呈 
　　　　　　森井　紀夫　会員 
　　　　　　永井　勝康　会員 
　　　　　　有田　晴好　会員 

日時：６月１５日（水）　八幡小学校  １３：５０～ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長 
～気づき～ 
・ 警察の方からの要望でシナリオを変更したため、おまわり
さんとのやり取りが長くなり、子どもたちがすこしあきたようだっ
た。 

・ 八幡小学校には毎年来ているので、来年は、高学年、低
学年で内容を変えたらよいと思う。 
 
＜防犯講習会＞ 
日時：６月２５日（土）　１３：３０～  六本松集会所 
集合： １２：３０ビッグ駐車場 
参加：笠井、住田、植村、稲田、長、船木 
～気づき～ 
・ 今年で四回目とあって、私たちを覚えてくださっているかた
もいました。 

・ 今までの内容を少し変え、新たに廃品回収詐欺と義援金
詐欺をとりいれてみました。 

・ 参加された方も笑ったり、うなずいたりして、楽しんでいた
だけたようです。 

・ 腹話術人形のリリーさんも出演したが、声がまだまだ、出て
いない。 
 
＜防犯教室＞ 
日時：７月１３日（水）　彩が丘小学校  ８：４５～ 
集合：８：００ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川 
～気づき～ 
・去年は台風の影響で防犯教室が中止になり　一年生　
二年生は初めての寸劇でしたが　とても楽しく観てよく
声も出ていました。ゆうくんもウケてました。 
 駐在の方もとても爽やかにマイクなしの地声で子どもたちに
話され良かった。 
 
日時：７月１３日（水）　廿日市宮園小学校  １０：４５～ 
参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川 
～気づき～ 
・初めての学校でしたが学校の印象としてとても良かった。
校長先生の＜ファイトー＞の声に全児童が声をそろえて
＜オー＞と答えていたのが私たちも気持ちよく感じられた。 
 是非　来年もと依頼もされました。次回は万引き防止にな
るかも・・・ 
 
＜これららの活動＞ 
＊被害防止講習会＊ 
日時：７月１７日（日）　田方上集会所 １０：００～１１：３０ 
 
集合：９：００ビッグ駐車場 

参加：森田、笠井、住田、植村、稲田、長、西川、船木 
 
＊夏休み工作、防犯教室＊ 
日時：７月２３日（土） 八幡公民館 １０：１０～１４：００ 
内容：「がんばれ日本！がんばろう！やはたっ子！エコマイうちわ」
作り 
 

 
 
このコーナーでは心にプラスに作用する映画や

音楽を会員に紹介して頂こうと思っています。 

良い作品に出会え、会員の新しい一面が分かる

かもしれません。 

 
「ザ・ダイバー」（制作年度：２０００年）

　　　　　　　　　紹介会員名：清水理也 
　先日女子ワールドカップで見事「なでしこジャパン」
が優勝しました。奇跡のような出来事でとても感動し
ました。あの精神力には震えるものがありました。そこ
で精神力と言えばこの映画だなと思い紹介したいと
思います。 
　その作品とは「ザ・ダイバー」です。 
　1940年代末期、当時白人社会だったアメリカ海軍
の潜水士養成所に初めてアフリカ系黒人として入
所し苦難を乗り越えていく話です。物語はコテコテ
のど根性ドラマで嘘だろうと思うような熱いエピソード
がストレートに描かれています。ただ普通の映画と違
うのは、これが実在の人物を描いている点です。ど
の分野でも先駆者の存在があります、この映画を見
た時にそれを改めて実感し圧倒されたのを覚えてい
ます。人種差別問題が大きなポイントとして描かれて
いますが、それより重要なテーマは「なでしこＪＡＰＡＮ」
にも通じる「あきらめない心」だと感じました。極度の
逆境に立ち向かう主人公が実在したと思うと、その
強靭なハートに魅了され勇気づけられます。教官役
のロバート・デ・ニーロはさすがの怪演を見せてくれ
ます。 
 
 
 


