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会長時間

　今月は家族月間です。家族月間は、1995-96

年度RI会長ハーバート・ブラウン会長の時に生

まれています。その後、2003-04年度ジョナサ

ン・マジィアベRI会長時代（大阪国際大会の年

度）にすべてのクラブにロータリー家族委員会

の設置が要請されています。

　当クラブでは、2003-04年度（大藤会長年

度）に家族委員会を設置し、2004-05年度（三

木会長年度）からは親睦・家族委員会とし、現

在に至っています。

　ロータリー家族とは、ロータリアンの配偶者

や子弟だけに限られるものではありません。元

会員、インターアクト、青少年交換学生、国際

親善奨学生、RCC、米山奨学生などロータリー

に関係するすべての人が「ロータリー家族」に

なります。

　今年度、外部卓話の例会には、できるだけ会

員の奥様方に出席していただいております。こ

れにより奥様方にも「ロータリー家族」として

ロータリーを理解していただき、帰属感を持っ

ていただけるのではないかと思っています。

　日本における会員減少の原因として、昨今の

経済不況の影響が大きいと言われています。経

済的な退会理由に対して、金銭的な相互扶助は

困難としても、その他の理由に対しては、会員

同志の友情や思いやり、「ロータリー家族」と

しての思いやりが退会防止にも役立つのではな

いかと思います。

　さらに、「ロータリー家族」に奉仕活動に参

加していただくことにより、ロータリー活動

は、より活発になるものと思います。

以上で会長時間とします。

梶田　　滋　会長

2011学年度米山奨学生　呉曉麗さんに
梶田会長より奨学金を渡されました。
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スマイルボックス

★平塩　清種さん
★川u　　尚さん
★久保田幸恵さん
★近藤　英昭さん
★有田　晴好さん
★上杉　昌幸さん
★藤岡　哲也さん
★高尾　昌二さん
★山根　達則さん

誕生日祝

　有田　晴好会員　昭和28年12月30日　58歳

　高尾　昌二会員　昭和44年12月29日　42歳

　近藤　英昭会員　昭和18年12月 6 日　68歳

　藤木　　寛会員　昭和23年12月 2 日　63歳

①ライラ準備委員会

　本日、13：40～　この会場にて、ライラ準備委員会

会合を行います。

　関係者はご出席をよろしくお願いします。

②理事会

　本日、18：30～　瀬戸寿司割烹　安芸茶寮（あき

さりょう）におきまして、

　夜間理事会を開催します。出席者に地図を配布し

ておりますので、

　ご出席をよろしくお願いします。

幹事報告

卓　　話

優良社員表彰　廣島紅葉株式会社

営　　　業　藤枝里香様
営　　　業　川原直子様
文化事業部　川u美穂様
文化事業部　久保田麻里子様
総　　　務　小牧美鈴様

（梶田会長から６名に賞状と記念品を授与）

代表で別祖美月様よりご挨拶

平塩会員より御礼の挨拶
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会長時間

第719回　2011 年 12 月 12 日

於 ： 広島サンプラザ

広島廿日市ロータリークラブ・
台北市南港ロータリークラブ
　　　　　　友好交流クラブ締結同意書

国際ロータリー第二七一〇地区日本国広島廿日市
ロータリークラブ
国際ロータリー第三五二〇地区中華民国台北市
南港ロータリークラブ　　
は、友好交流クラブ関係を締結する事に同意し双
方左記の条項を定めます。

第一条　目的
　両クラブ並びに両クラブ会員の交流を通じロータ
リーの目的である「奉仕の理想」を促進するために
両国の親善と理解を深め以てロータリーの精神を
昴揚し両国文化の振興と世界平和に寄与する事
を目的とします。
第二条　締結期間
調印の日から友好交流クラブとして効力を発生する
ものとします。
締結期間は一年とし締結期間中、双方異存なき場
合は自動的に更新するものとします。
尚、当該締結クラブのいずれか一方が締結関係を
継続する必要がないことを認めた場合は一ヵ月前

卓　　話

有田　晴好会員　年次総会

理事会報告　副会長　中井　克洋

2012-13年度
広島廿日市ロータリークラブ　所属委員会
　　　  【　理事　・　役員　】 
会長理事   中井　克洋
直前会長   梶田　　滋
会長エレクト理事  山根　達則
副会長理事   山根　達則
幹　事   佐伯　敬男
副幹事   太田　泰宏
副幹事   清水　理也
理事 （会員組織）  大藤　良治
理事 （クラブ管理運営） 高尾　昌二
理事 （広報）  植田　敏揮
理事 （奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 渡邊　英晶
理事 （ロータリー財団） 河内　正晴
S.A.A.    下向　繁美
会　計   浦　　光男   

台北市南港扶輪社との交流について
　　　　南港交流委員長　青木秀行　会員

１．交流経過
　○2008年（平成20年）1月19日
　　中華民国台北市南港扶輪社6名来広（下向会長）
　○2008年（平成20年）4月11日
　　中華民国台北市南港扶輪社と友好交流クラブを
　　締結（下向会長）
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に此の旨を相手クラブに予告し、所要手続きを経て
締結関係を終止するものとします。
第三条　活動項目
一、クラブ刊行物、雑誌、その他文献を常時互送交
換すること。
二、常時相互のロータリー運動及びその他状況の報
告を行うこと。
三、会員が相手国旅行訪問の節は友好交流クラブ
の例会に出席し、且つその所属クラブの
近況を報告すること。
四、友好交流クラブへの訪問の会員及び家族には
出来るだけの便宜を図り供与すること。
五、その他双方の協議による覚え書き事項を実施す
ること。

以上各条項に双方クラブは同意し締結同意書二通
を作成し各クラブに二通保管することとします。

二○○八年〈平成二○年〉四月十一日
　　日本国広島廿日市ロータリークラブ
　　　会　　　　　　長
　　　幹　　　　　　事
　　　奉仕プロジェクト
　　　　常任委員長

　　中華民国台北市南港ロータリークラブ
　　　会　長　（社　長）
　　　幹　事　（秘　書）
　　　親善委員會
　　　　委員長

○2009年（平成21年） 2月11日
　台北市南港扶輪社を訪問12名（有田伸治会長）
○2010年（平成22年） 5月14日
　当クラブ15周年記念式典
　南港扶輪社37名来広（渡邊会長）
○2011年（平成23年） 2月27日
　南港扶輪社17名来広（有田晴好会長）
○2012年（平成24年） 3月22日
　台北市南港扶輪社15周年記念式典訪問33名予定
　（梶田会長）

２．日程（南港案）

３．台北市南港扶輪社第750次例会
　　　　　　　会場：リージェントホテル（12:00～14:00）

日付

3/22

（木）

3/23

（金）

3/24

（土）

  予定時間

11:30～12:30

12:30～14:20

15:00～16:00

16:10～17:10

17:30～18:30

19:30～21:30

21:40

09:30～11:30

11:50～15:00

16:00

18:00～22:00

22:30～24:00

09:00～11:30

12:00～14:00

14:20～15:20

                  　行動予定

中正国際空港　到着

一等賞茶園レストランにて昼食

鴬歌陶瓷博物館　参観

鴬歌陶瓷老街観光及びティータイム

「東方芸術の殿堂」国家重要文化財三峽祖師廟　参観

龍門レストランにて夕食

アンバサダーホテル到着　チェックイン

台北市文山区公園緑化奉仕活動及び記念碑設立行事

　１．挨拶及び親睦交流活動

　２．植木、記念碑設置、記念撮影

　３．台湾茶道の体験（鐡觀音）

　４．猫空ケーブルカーにて指南宮へ移動

台湾道教を代表する指南宮にて

　１．厄払い及び幸せを祈る儀式

　２．参観と昼食

アンバサダーホテル　戻り

南港ロータリークラブ15周年記念パーティ　参加

二次会

会員:合同協議会　　夫人:未定（取りまとめ中）

アンバサダーホテル　チェックアウト

彭園レストランにて昼食

中正国際空港　出発

①王さん愛用の

　ポルシェでお出迎え

②例会会場

③例会場ステージの

　クラブ旗等
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４．文山公園界隈（記念石碑、さくら植樹場所：
　　　　　　緑化奉仕活動及び記念碑設立行事）

①文山区行政センター

②文山公園石碑

　（ライオンズ設置）

⑦文山公民会館

　（式典会場）入口

⑧文山公民会館

　（式典会場）中庭

④Gordon,Aoki,Woody,

　Kondo,CP Tosho,

　Audi,James

⑤左テーブル（会員席）、

　右テーブル（夫人席）　

⑥例会前バイキング形式

　の食事をとりながら談笑

⑦誕生日、結婚記念日

　のお祝い（プレゼント）

⑧歌は全て伴奏付き

③さくら植樹、記念石碑

　設置場所

　（中央石碑は撤去）

④公園右通り

⑤公園右となりの

　小学校（開校100年）

⑥文山公民会館

　（式典会場）全景
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　ちょうど日本がバブルに突入した１９９０年にすごく地

味に上映されたフランス映画「ニキータ」。日本ではあま

り注目されずあっという間に上映中止となりましたが、

作品内で脇役として出ていたジャン・レノを主役に抜擢

してヒットした「レオン」の影響もあり、ビデオ、ＤＶＤでは

それなりにレンタルヒットしました。

　ストーリーはいたって単純。不良少女が死刑執行直

前に政府機関に助けられ訓練を受けてスパイ・エー

ジェントとして苦悩しながら生きて行く話です。

　フランス映画独特の雰囲気で進むストーリーが前半

の静から後半は動きのあるスピーディーな展開へと変

貌しています。訓練されたニキータが感情を押し殺しロ

ボットのごとくミッションをおこなう様を「ゴット・ファー

ザー」のようなカメラアングルから重厚に表現し、徐々

に人間性を取り戻していく彼女の心の変化を淡い恋

愛の中で見事に表現しています。同じ作品をハリウッド

映画「アサシン」としてリメイクしていますがこちらは全

然だめですね。派手なアクションと個性の無い俳優で

台無しにしています。

　死体を濃硫酸で溶かして痕跡を無くす掃除人とし

て出ている渋い役のジャン・レノがいまはトヨタのＣＭで

実写版ドラえもん役とは笑えます。「ニキータ」のアンヌ・

パリロー、次回作の「レオン」ではナタリー・ポートマンと

リュック・ベッソン監督は良い俳優を起用していますが

アンヌ・パリロー（離婚）や「バイオハザード」のミラ・ジョ

ヴォヴィッチ（離婚）など女性への手の早さが問題です。

（＾ ；^

　彼はこの後、自分自身で書いた「メフィス・

エレメント」で米デビューし「ジャンヌ・ダル

ク」、「タクシー」、「トランスフォーマー」

などを監督やプロデュースして成功を収めた今

一番注目されている人物の一人です。作品を観た

こと無い会員の方、一度「ニキータ」、「レオン」を鑑

賞されることお勧めいたします。

「心に残る映画「ニキータ」と
              リュック・ベッソン監督」　

紹介会員名 ： 松本猛

ロータリーひとくちメモ⑪

出席の奨励
　ロータリーでは、出席についてうるさくいわれます。　

自分の所属するクラブの例会にできるだけ出席するよ

うにしてください。

　しかし、ただ例会に出席し食事をして帰るというので

は、ロータリアンとしての半分も楽しんでいないのではな

いかと考えます。

　例会に出席すれば友人も増え、楽しい時間がすご

せるようになりますが、出席しなければいつまでたって

もただの会員ということになります。

　自分のクラブの会員を覚えることと、自分をしってもら

うことに大いに努力すべきです。

　また、例会への出席はよほどの事由がない限りフル

タイム務めたいものです。

　他のロータリー・クラブへのメークアップの際もできる

限り中途退席はしないようにしてください。

　他のクラブの卓話もなかなか面白いものがあります、

例会だけでなく、インフォーマル・ミーティング、クラブ・アッ

センブリー、クラブの懇親会、家族会、新会員歓迎会奉

仕活動等のクラブ内行事と地区、さらにＩＭ（インターシ

ティミーティング）、地区協議会、地区年次大会、地域

大会、国際大会には積極的に参加してください。

　特に、１年に１度開催される地区ガバナーの公式訪

問時の「クラブフォーラム」には、理事、役員、委員長と

入会３年未満の会員は出席義務者となっていますの

で是非とも出席するようにしてください。

　また、地区年次大会にも出席して雰囲気を味わって

ください。


