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会長時間

　インターアクトの高橋先生、RCCの皆様ようこそ

いらっしゃいました。今日は、クリスマス家族夜間例

会です。今年最後の例会になります。

　今月は家族月間でありますが、「ロータリー家族」

というのは、ロータリー会員の親族に限られたもの

ではありません。ロータリーの活動に関わる全ての

方々のことを言います。インターアクトの先生・生徒

さん、RCCのメンバーの方々、米山奨学生、青少年

交換学生なども皆さん「ロータリー家族」です。今日

ご出席の方は、全て「ロータリー家族」であります。

このような「ロータリー家族」の理解があることで、

会員はロータリー活動を行うことができます。

　当クラブは、派手なことはしないのが創立以来の

伝統です。今日は、家族の方々がいらっしゃいます

から、特別なご馳走を用意しています。普段の夜間

例会では、質素で地味な食事にしています。くれぐれ

も誤解のないようお願いいたします。

　さて、今年度も6ヶ月が経過し、先日の年次総会で

次年度の理事役員も決定いたしました。会員の方に

は、何度かお話したことばかりではありますが、ご夫

人にもクラブの状況をご理解いただくために、今まで

のこととこれからのことを、少しお話をさせていただ

きます。

　会員増強することについては、地区事務所から繰

り返し言われています。今年度の会員増強の目標は

純増1名であり、川口会員の入会ですでに目標を達

成しています。廿日市ロータリークラブは、会員数36

名から37名で財政的な問題が生じることなく、クラブ

の運営ができる体制になっています。現在の会員数

は35名であり、無理をした会員増強の必要はないと

思っています。しかし、RI会長賞を受賞するために

は、女性会員か45歳以下の会員を1名入会させるこ

とが必要になります。どなたか心当たりがありました

ら、会員増強にご協力いただければと思います。

　今年度の運営方針の一つに、継続と若返りがあり

ます。御手洗川の植樹・清掃活動は、佐伯会員のご

尽力により毎年継続して行っています。地域の方々

に大変喜ばれ、地域の方々の参加も年々増加してい

ます。ロータリーを対外的に大きくPRできる活動であ

ります。若い会員も多く参加している継続事業であ

り、次年度にも引き継ぎたいと思っています。RCCの

方々にも、この清掃活動にご参加いただいておりま

す。RCCの小学校などでの寸劇などの活動は、当ク

ラブが誇れる存在であります。今後も一緒に活動を

継続したいと思っています。

梶田　　滋　会長
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 懇　親　会

①１２月２６日（月）と１月２日（月）は例会はありませんの
で、お間違いのないようよろしくお願いします。 
　新年第１回目の例会は、１月６日（金）18：30～安芸
茶寮（あきさりょう）におきまして、新年夜間例会と
なっております。よろしくお願いします。 
②「第13回ロータリー国際囲碁大会」の案内が届い
ております。 
　2012年3月3日（土）、4日（日）神戸ポートピアホテル
にて囲碁大会が開催されます。 
　参加をお考えの方は、事務局までご連絡ください。
③事務局の年末年始の休暇は、１２月２９日(木）～１
月４日（水）です。 
　ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

幹事報告

乾杯のあいさつ　有田　晴好　直前会長

　今年度残されている大きな事業としては、台北市

南港ロータリークラブへの訪問があります。多くの会

員・ご夫人が参加いただけることになっており、厚く

お礼申し上げます。創立15周年記念事業・記念式

典に参加することになっており、大変盛りだくさん

な予定が組まれているようです。

　次年度は永井会員にガバナー補佐を引受けてい

ただいております。来年9月には当クラブがホストに

なり、宮島でRYLAを開催することになっています。

その準備は、今年度から行うことが必要になりま

す。若い会員を中心に、全員協力してRYLAを成功

させたいと思います。

　次年度ガバナーが、RYLAを廿日市ロータリーに

依頼されたのは、クラブのまとまりが良く、何事にも

一致団結し協力し合っている、ということが一番大

きな理由ではないかと思います。会員の仲が良く、

まとまりが良いこと、これは中本初代会長からの伝

統であります。この良き伝統を守り、「ロータリー家

族」のご協力を得て、さらに良いクラブにさせたいと

思っております。

　少し長くなりましたが、以上で会長時間とさせて

いただきます。
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活動報告

2010年度 米山奨学生 
崔明福さん新年のご挨拶

ゆうほRCC　２０１１　１２月定例会　報告書
　　　　　平成２３年１２月１４日（水）  １９：３０～ 
　　　　　　　　　　　　　　　八幡公民館

<出席者＞
廿日市ロータリークラブ　　山根、佐伯
ゆうほ　　　　　　　　 稲田、森田、渡辺、笠井、
　　　　　　　　　　　住田、長、西川、船木
１．ゆうほから
＜パトロール＆環境保全＞
日時：１１月１８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 　　 ～フタバ図書
参加：廿日市ロータリー  
      ゆうほ   　　　　　森田、渡辺、住田、      

　広島廿日市ロータリークラブ会員の皆様

　ご家族の皆様

　謹んで新年のご祝辞を申し上げます。

　広島廿日市ロータリークラブ会員の皆様·ご家族の

皆様にはごきげんよく、新年をお迎えのことと存じま

す。

　わたくし崔明福は、去年皆様のお陰で博士学位を

取得することができ、また3月からは中国の長春大学

に勤務することが決まりました。広島廿日市ロータリー

クラブの皆様には心から感謝申し上げます。

　1月末ころには、広島に行き皆様にお会いしてお礼

を申し上げる予定であります。

　広島廿日市ロータリークラブの会員の皆様·ご家族

の皆様のますますのご健康をお祈り申し上げます。

　　2009年～2010学年度ロータリー米山奨学生

　　　　　　　　　　　　　　　　崔　明福

2011～2012年度 NO. 363

Page-3THE ROTARY CLUB OF HIROSHIMA HATSUKAICHI

会長時間

第721回　2012 年 1 月 6 日

於 ： 瀬戸寿司割烹　安芸茶寮

梶田　　滋　会長

①次回の例会について

　1/16（月）の例会はありません。

　次回の例会は、1月23日（月）　12：30～　広島サ

ンプラザでの通常例会となります。よろしくお願いし

ます。

②タイ洪水義援金について

　タイ洪水義援金につきまして、田村ガバナーからお

礼のメールが届きました。

　第2710地区での義援金総額　2,413,563円をラ

タルク会へ送金したと報告がありました。

　当クラブから24,000円を送金しました。ご協力あり

がとうございました。

幹事報告



2011～2012年度

Page-6THE ROTARY CLUB OF HIROSHIMA HATSUKAICHI

NO. 363

　東日本大震災による福島原発の放射汚染は未だ
解決の糸口さえ見えない状況です、ロシアのチェルノブ
イリ以来の大惨事になるのではないかと恐怖心をいだ
かざるを得ません。
　原発が誕生した要因は何であったのであろうか、ア
メリカのマンハッタン計画に遡ってみなければなりませ
ん。科学者が書いた、アインシュタイン署名入りの１通
の手紙がマンハッタン計画に火を付け、原爆開発が推
進されます。ヨーロッパでは、ナチス・ドイツ・ヒトラーが
政権をとり、ユダヤ人排斥運動で、ユダヤ系の物理学
者アインシュタイン、シラード、ウイグナー、テラー、何名か
の科学者がアメリカに亡命します。その中の１人シラー
ドはとりわけ核物理学に興味を示し、後にウランと黒
鉛を使った原子核の分裂、連鎖反応の論文を発表し
ます。彼はヒトラーが先に原爆開発をしたら、世界を破

滅にみちびき、抑止の為にもマンハッタン計画を早く実
行にうつさなければならないと、ルーズベルト大統領に
接近します。そのような訳でアインシュタイン署名入りの１
通の手紙がホワイトハウスに届き原爆実験へと突進んで
いきます。
　ナチス・ドイツは戦争に敗れ、無条件降伏し、シラード
は抑止のための原爆開発、核爆弾に疑問をいだくよう
になります。そのころニューメキシコ州・アラモゴード砂
漠で原爆実験が成功し史上初の原子爆弾が誕生しま
す。交戦中の日本に原爆投下するか議論されている時
シラードは投下反対の請願書を科学者に届けますが、
受け入れられることはありませんでした。神をも冒瀆する
原子爆弾が、広島、長崎へと投下されます。シラードは
戦争が終わると、生物物理学に転向します。日本人に対
しては、済まないことをしてしまったと、夫人に話していた
そうです。戦後日本は、核エネルギーの平和利用という
名目で、原子力発電所を導入します。
　私の学生時代（２１才の頃）に読んだ朝日ジャーナル
に、原子力発電所の恐怖、残プルトニウムの処理につ
いての記事が掲載されていました。
　（化学者の発言）原子力発電所が何らかの原因で、
核爆発をおこした時は、原子爆弾投下と同じような結果
をもたらすであろうと、また放射能は科学者の力を結集
しても取り除くことはできない、核エネルギー使用に猛反
対しておりました。核エネルギーにかわるものとして、自然
エネルギーがあり、とりだすには時間を要するかもしれな
いが、その間文明速度を遅らせ、エネルギー節約すれ
ば解決できると。科学者の意見に耳をかたむけていた
ら、今回のような事は起こらなかったのではないでしょう
か？人間の生命にかかる事ですから、私自身もそうです
が、目の前に迫った危険はなんとか阻止しようと努めま
すが、何とも痛ましいものですね。
　アインシュタインの相対性理論がなかったら、あるいは
シラードが核の連鎖反応に気付かなかったと仮定したと
しても、人間の能力は無限です。世界の誰かが、また同
じ誤ちを起こすでしょう。神が許した力の領域を侵すこと
は、人類の破滅であることと自覚しなければなりません。
あの恐ろしい原爆開発には、宗教の存在価値すら否定
するわけです。宗教の力・倫理は残念なことに働きま
せんでした。２度とこの様な誤ちを繰り返さないことを祈
るのみです。

若き日の読書（核エネルギーの恐怖）

紹介会員名：太田泰宏

ロータリーひとくちメモ⑫

会合の種類（３－１）
（１）例会
　一般に、ロータリークラブの例会は、毎週１回定めら
れた曜日の１２時３０分から１時３０分まで開催されま
す。ただしクラブによっては、開催時間が違っていたり、
早朝や夜間の例会もあります。
（２）定例理事会
　毎月開催される理事役員による会合です
（３）年次総会
　クラブの年次総会は、毎年１２月中に開催され、次
年度の理事の選挙が行われます。
（４）臨時総会
　クラブの臨時総会は、通年ロータリーの年度はじめの
７月に開催され、前年度の決算報告と当年度の予算
案について審議が行われます。
（５）インフォーマルミーティング（Informal Meeting)
　家庭集会と訳されていますが、これは「ロータリアン
の家庭で会合を持つ」ということです。年に数回開催
されます。
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～気づき～
雨のため、主に、サンリブ、フタバ図書を見回った。
フタバ図書は、人が少なく、がらんとしていた。サンリブの
ゲームセンターでは、親子連れが多かった。　特に問題
はなかった。

＜防犯教室＞
＊日時：１１月１６日（水）９：３０～ 場所：五日市南小学校
　　　　　　　　　　　　　(生徒数：約800人)
参加：森田、植村、住田、稲田、笠井、長
　　 育成官：古曳さん　五日市交番の方
～気づき～
生徒数は多いがみんな静かに聴いていた。
保護者の方が協力的でたすかります。
来年は早めに開催したいと意向あり。
＊日時：１２月７日（水）１０：４０～ 場所：五日市東小学校
　　　　　　　　　　　　　(生徒数：約５00人)
参加：森田、植村、住田、稲田、笠井、西川、長
～気づき～
子ども達がとてもすなおで、高学年も反応がよかった。
後日先生から、お礼の電話がありました。
＜防犯講習会＞
日時：１２月３日（土）１３：３０～　場所：八幡公民館
参加：植村、住田、稲田、笠井、西川、渡辺、長、船木
～気づき～
八幡公民館では、今まで何度か講習会を行っている
ので、今回は、新しいものを披露しました。廃品回収詐
欺、義援金詐欺、金の買取など、今話題のものをとりい
れました。
早めに進行したため時間か少し余ってしまいましたが、
植村さんが、痴呆症のはなしをしてくれたので、よかった
です。

２．廿日市ロータリークラブから
今年も一年間ありがとうございました。
来年会長：中井さん　再来年会長：山根さんに決定しま
した。

３．その他
＜防犯講習会＞
日時：１２月２１日（水）１０：３０～１１：３０場所：坪井公民

館
現地集合　９：４５
参加：森田、植村、住田、稲田、笠井、長、

＜とんど＞
日時：１月８日（祝）　場所：城山中学校グランド

＜RCC地区大会参加について＞
日時：２月１１日（祝）　 　
当日は薬師マラソンと重なるため、稲田、西川の二名が
参加します。
　

　今年も残り少なくなりました。本年も大変おせわになり
ました。
　来る年が皆様にとって、良い年となりますようお祈り
いたします。

１2月
環境保全
　

１月
定例会

１月
環境保全

１2／１6金）
１８：００～

　　　１／１1（水）
１９：３０～　　

１／20（金）
１８：００～　　

集合：ザ・ビッグ五日市店
たこ焼き店前、名札持参
防犯ベストあり

場所：八幡公民館

集合：ザ・ビッグ五日市店
たこ焼き店前、名札持参
防犯ベストあり
　

4．次回は

2003学年度米山奨学生　朴勝恵さんが韓国で行った
ピアノリサイタルのフライヤーです
２回目のリサイタルは当クラブの新年夜間例会同日に
行われました


