
広島サンプラザ� 2015年７月６日第 864回
会長時間

会長就任挨拶
会長　佐伯　敬男

　今年度会長職をさせてもらうことになりました
佐伯です、よろしくお願いします。
　本より力量はありませんが「前三後一」という
言葉がありますように、これは読んで字の如しで
すが、百獣の王ライオンは猛きもの、いわゆる獲
物の大小問わず慎重に前に三歩そして後へ一歩下
がり全力で飛び掛かるそうですが私もその様な強
い思いで活動をしていきたいと思っておりますが、
その過程で皆さんに対して失礼なことあるいは礼
儀正しくないこともあるかもしれません。もしか
して無礼なことを言うこともあるかもしれません
が、その時には注意していただければ直していき
ますので、どうか一年間よろしくお願いします。
　話は変わりますが、会の運営についてですが理
事役員会、及び定例会、各委員会行事の出欠表が
事務局からメールかファックスで来たときは、お忙
しい中とは思いますが適切に処理をしていただけ
ればと考えておりますのでよろしくお願いします。
　つぎに活動についですが、当クラブもクラブ史
に残る20周年行事を終えてクラブとしては次の30
周年に向けて好スタートしたと思っております。
その大事な時期を思うに直前会長が言われた「創
立時の熱血漢あふれる故中本利夫会長のリーダー
シップの下、多くの先輩諸氏の熱気と行動力によ
り今日まで数多くの価値ある奉仕活動されました」
と述べられていますがまさにその通りだと思って
おります。
　東　良輝ガバナーも信条として「ロータリーの
原点に立ち戻り、輝かしい未来の礎を築こう」と
言われておりますが原点に立ち戻りとは創立時
の「心」と同じではないかと思います。しかしな
がらその大事な創立の心も時がたてば風化して弱
くなっていく傾向がありますが私たちのクラブは
良き先輩の方々がおられますので熱い心を持続し
て有意義な活動が出来ていると思っておりますが、
このたび20周年を超えましたので今再び創立の熱
い心を先輩から受け継いで厳しくも楽しい活動を
していきたいと思っております。そこで私の会長

テーマとして「わ（会員）の心を学び育てて共に
活動をやり切ろう」としました。これは私を含め
て会員一人一人の心を学びながら共に30周年に向
けて活動を広げて有意義な時間を楽しんでいただ
きたいと願い決めました。
　Ｋ.Ｒ“ラビ”ラビンドランＲＩ会長は、私たちが
求める友人とは必ずしも自分に似通った人ではな
く、自分にないものを持っている人自分のいいと
ころを引き出してくれる人でロータリーにはその
特徴を備えているといわれていますが、私もまっ
たく同感です。その意味において今年度はタイミ
ングよく特に大きな行事がないようですので親睦
を深めながら委員会活動に重点を置いて、その結
果として会員増強が推進できればと願っておりま
すので、どうかこの一年間皆様の御指導とご協力
を、よろしくお願いします。

就任挨拶
 会員組織常任委員会

 理事・委員長　二村　一弘 

　会員組織常任委員会の委員長を仰せつかりまし
た二村一弘です。宜しくお願い致します。
　今年度で３年目になります。私自身まだまだ力
不足ではありますが、精一杯努力して行きたいと
思います。
　ご承知のとおり、青木会長年度は会員数38名で
スタートしましたが、３名の退会があり、35名の
スタートとなります。
　会長・副委員長・委員のメンバーと協力しなが
ら、３名以上の増員を行い、前年度のスタートま
で早急に行い、会員数40名以上の会員増強を目標
に今年一年間行いますので、会員皆様のご協力を
宜しくお願い致します。
　また、会員維持につきましては、前年度に引き
続き、例会及び会報等を活用したロータリー情報
の積極的な提供並びに、家族例会、同好会等を積
極的に開催したいと思います。
　また、昨年度より新会員推薦者のための認証プ
ログラムもスタートしております。新会員の勧誘
に貢献した会員を称えるためのプログラムになり
ますので、このプログラムの浸透を含め、会員増
強・維持するために、会員皆様のお力添えをお願
い致します。会員相互の絆をさらに強めると共に
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職業倫理を実践するロータリアンを一人でも多く
仲間に迎えたいと思います。
　会員皆様のご指導、ご支援をお願い致します。

会長エレクト・副会長　髙尾　昌二　会員

クラブ管理運営常任理事　下向　繁美　会員

広報常任理事　清水　理也　会員

奉仕プロジェクト常任理事　渡邊　英晶　会員

S.A.A.委員長　松野　正信　会員

会計委員長　松浦　光男　会員

副幹事　山根　達則　会員

副幹事　植田　敏揮　会員

幹事　吉野　篤敬　会員

広島サンプラザ� 2015年７月13日第 865回

決算予算報告

広島サンプラザ� 2015年７月27日第 866回
卓　話

暴力団の実態
　大藤　良治　会員

１．暴力団情勢（2014年末）
⑴暴力団構成員等の勢力
ア　全国（53,500人）
　○構成員　〜 22,300人
　　（対前年比−3,300人）
　○準構成員〜 31,200人
　　（対前年比−1,800人）
イ　県内（約640人）
　○　構成員　〜 320人
　○　準構成員〜 320人
ウ　暴力団の指定状況
　○　全国18団体
　○　県内　３団体
⑵特徴
ア　凶悪化

　○　けん銃発砲
　○　手りゅう弾の投てき、放火
イ　組織実態の隠ぺい
　○　事務所の代紋、看板等の撤去
　○　社会運動や政治活動を仮装、標ぼう
ウ　資金獲得活動の多様化
　○　企業活動を仮装した資金獲得活動の活発化
　○　�社会経済の変化に応じた多種多様な資金獲

得活動
エ　寡占化
　○　�山口組、稲川会、住吉会の３大暴力団が勢

力を拡大
　○　�３団体の総数は38,500人で全体の72％を占める
２．暴力団排除対策（2014年末）
⑴公共工事（届出・相談、192件31人逮捕）
⑵�公営住宅（通報42人…暴力団であれば合理的差
別も容認される　〜 2015年３月�最高裁判決）
⑶生活保護（93件の申請却下、受給停止）
⑷�証券取引及び融資・預金取引（協議会設立�16証
券会社、28金融機関加盟）
⑸プロ野球（連絡協議会設立）
⑹ホテル（約款へ暴力団排除条項を規定化）
⑺�不動産取引（連絡協議会設立�５団体約3,000事業
所加盟）
⑻生命保険（防犯対策協議会設立�32社加盟）
⑼�建設業（暴追対策協議会設立�５団体2,468事業所
加盟）
⑽�警備業（警備業務に関する約款等に暴力団排除
条項を導入�164業者加盟）
３．不当要求の手口と対応
４．暴力団対策法で禁止されている27の行為
　　（2012年法改正）
５．暴力団等に対する基本的対応要領

（暴力追放運動推進センター資料参照）

広島サンプラザ� 2015年８月３日第 867回
卓　話

ロータリーの研修
クラブ研修リーダー　森井　紀夫

　７月のガバナー月信に、地区研修リーダー　田
村泰三PGが「ロータリーが目的としているのは、
研修である」また、ロータリアンは自身の能力を
成長させるためにロータリーの会員になっている
ことを期待されていますと記していました。私も
同感です。
　では、研修の場は、ロータリーの会合であり、
その会合に出席することです。
☆ロータリーの会合は
　クラブでは
　　⑴　例会� ⑵　定例理事会
　　⑶　年次総会� ⑷　臨時総会
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　　⑸　インフォーマル・ミーティング
　　⑹　クラブフォーラム
　　⑺　クラブ協議会　など
　地区では
　　⑴　地区大会� ⑵　地区研修・協議会
　　⑶　会長のエレクト研修セミナー（PETS）
　　⑷　地区指導者育成セミナー
　　⑸　インターシティ・ミーティング（IM）
　　⑹　RLI
　　⑺　ロータリー財団地域セミナー　など
☆�クラブの会合への出席については、定例理事会
以外、会員全員出席となっています。余程の事
由のない限り、出来る限り参加してください。
欠席の場合は、必ず、早目の欠席報告を幹事又
は事務局に伝達してください。� 以上

会員増強・新クラブ結成
推進月間に因んで

会員組織常任委員会
理事・委員長　二村　一弘

　会員組織常任委員会の委員長の二村一弘です。
　８月は、会員増強・新クラブ結成推進月間です。
　昨年一年間は、１名増えて、３名の退会者が出
ました。佐伯会長年度のスタートは35名です。
　さて、今年度の目標は40名の会員に向けての会
員増強です。事業計画書で報告した通りですが、
ぜひ皆様のご協力をお願い致します。
　また、お手元に資料があると思いますが、
　１．広島廿日市ロータリークラブ会員数の推移
　２．新会員候補者カード
を見て頂ければと思います。
　新会員候補者カードに、お知り合いの方、ぜひ
一緒にロータリー活動を行いたいという経営者の
方を、分かる範囲で記入してもらえれば、会員組
織常任委員会で協力して動きたいと思います。
　また、新会員推薦者のための認証プログラムが
あります。
　このプログラムは、ブルーからゴールドまで４
段階ありますので、ぜひ６名以上のゴールドを目
指して、一人でも多くのロータリアンを増やして
いければと思います。
　また、会員維持につきましては、前年度に引き
続き、例会及び会報等を活用したロータリー情報
の積極的な提供並びに、家族例会、同好会等を積
極的に開催したいと思います。
　会員増強・維持は、会員皆様のお力添えがぜひ
とも必要になります。会員相互の絆をさらに強め
ると共に職業倫理を実践するロータリアンを一人
でも多く仲間に迎えたいと思います。
　会員皆様のご指導、ご支援をお願い致します。

若手メンバーを中心にロータリー活動の活性化
若手経営者や女性会員の増強
職業分類　未充填
自動車部品販売　輸入自動車販売　機械工具販売
木工製材機械販売　精密機械製造　エクステリア
販売　総合病院　脳神経外科医　外科医　院経営
耳鼻咽喉科　歯科医　段ボール製造　ガス販売
都市ガス　建築資材販売　空調・ダクトクリーニ
ング　学校経営　マスコミュニケーション　不動
産賃貸業　不動産業　運送業　観光業　派遣業
水産業　乳製品製造業　オフセット印刷　縫製
日本料理　インキ製造
（2015年７月１日現在　充填35、未充填30�です）

ルッソラウンジ� 2015年８月７日第 868回

家族同伴夜間例会
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広島サンプラザ� 2015年８月24日第 869回
卓　話

理想的な住宅
　河内　正晴　会員

　

セムコ株式会社� 2015年８月31日第 870回

職場訪問例会
セムコ株式会社

広島市佐伯区五日市町上河内1609-3

活動報告

米山学友研修旅行
世話クラブ：広島廿日市ロータリークラブ

2015年度奨学生　張　瀘月
　この度米山研修旅行を参加させていただき、誠
にありがとうございました。
　日本で初めて世界遺産に登録された姫路城とい
う有名な所に行くことができ、とても楽しい時間
を持ちました。朝早く起きて、バス乗り場に向か
いました。皆さんも、集合時間より早めに着いて
いました。やはり、皆さんも今回の研修旅行を首
を長ーくして待ち望んでいたのかな思いました。
約３時間半で姫路城付近に到着しました。車内で
はガイドさんが姫路城について詳しく説明してく
れましたので、期待は大きく、車内でも自分の国

の世界遺産について自慢し合い
ました。
　姫路城見学では台風11号の影
響があったためか、見学者が多
くなかったです。皆さんとラッ
キーと言いながら、楽しく姫路

城の中に入りました。一番上の天守に上り、上か
ら見える姫路城の全景には感動しました。ちょう
ど平成の大修理が終わった後でしたので、とても
綺麗でした。今までそんなに綺麗な城を見たこと
はなかったです。
　姫路城見学終了後、書写山にも行きました。日本
の古い建物を見ることができました。書写山の歴
史と古い事物について教わりました。全行程バス
で移動しましたので、特に書写山に向かうときに
は、道路は狭く、勾配も急ですので、運転手も大変
でした。運転手さんにも感謝したい気持ちでした。
　そして、翌日「人と防災未来センター」に行き
ました、そこでは、阪神大震災の映画を見せても
らいました。20年前の街の姿を知ることができま
した。災害の前では人間はとても小さい存在です。
涙、怖い、心配、悲しいなどいろんな感情が含ま
れています。私たちは、自然災害を防止すること
はできません。しかしながら、災害に対する防災は
出来ます。私の出身地中国大連では地震はありま
せんが、天災、人災は起きる確率はゼロではあり
ません。防災、減災が大切であることを思いました。
　最後に、今回の研修旅行は本当に収穫の多いも
のでした。一番は、研修旅行に参加した多くの人
たちと友達になれたことです。２日間の研修旅行
を終え、広島に到着し、解散する時、分かれるの
は寂しいものがありました。もし、機会があれば、
ぜひもう一度皆さんと一緒に旅行したいものです。

ゴルフ同好会
８月１日　鷹の巣ゴルフクラブ

水保全活動　御手洗川清掃（８月２日）
　８月２日に第18回御手洗川クリーンキャンペー
ンとして８時に各町内会長さん及び役員さん50名
と当クラブ会員９名が朝から満天の太陽の中、草
刈りとゴミ拾いに作業しましたが暑さのため用心
して１時間30分で終了しました、全員が大粒の汗
を流しておられた模様です。
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