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会報
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本年度会長方針

事務局

◆◆◆

「会わなければ始まらない！
『Face to Face!』」
例会日／毎週月曜日 12:30 〜 13:30
例会場／広島サンプラザ TEL（082）278-5000
会 長／髙尾 昌二
幹事／松本
猛

第 940 回

ANAクラウンプラザホテル広島

2017年５月８日

創立22周年記念夜間例会

月号

第 941 回

〒 738-0015 広島県廿日市市本町 5 番 1 号
廿日市市商工保健会館 4F
TEL（0829）31-5490 FAX（0829）31-5491
E-mail ／ oﬃce20@h-hrc.com
URL ／ http://www.h-hrc.com/

広島サンプラザ

2017年５月15日

会長時間

理事会報告

会長時間
祝 辞
拝啓
時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上
げます。平素は、格別のご高配を賜り、お礼
申し上げます。
この度、広島廿日市ロータリークラブの皆
様、創立22周年、誠におめでとうございます。
台北市南港ロータリークラブの代表とし、心
からお慶び申し上げます。
貴クラブとは友好クラブとして定期的に毎
年での交流を重ねてから10年目を迎えていま
す。両社はお互い意義ある国際交流活動を数
多く実践されてきました。その中、2012年に
台北市文山区役所前で桜の木の寄付及び碑を
立てたこと、そして廿日市駅前の広場にて時
計の掲幕式がそろそろ来年に迎えることなど
が喜びの念に堪えません。また、今年より貴
クラブがご訪問頂きました際に、両社が姉妹
社を締結したことで、両社がさらなる親睦交
流が深まることを期待しております。
最後に、広島廿日市ロータリークラブの
益々のご発展と、会員皆様のご健勝を祈念い
たしまして、私のお祝の詞といたします。

敬具

副会長

結婚祝

卓

松野

正信

奨学金授与

話

「日常生活で役立つ健康法」
メディカルフィットネスB-1

中尾

昌代

様

台北市南港ロータリークラブ
会
長 王悦賢 Kevin
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2017年５・６月号

第 942 回

広島サンプラザ

2017年５月22日

会長時間
副会長

卓

松野

正信

話

「廿日市のまちづくりについて」
石塚

第 943 回

広島サンプラザ

宏信 会員

2017年５月29日

会長時間

次年度理事会報告
次年度幹事
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上杉

昌幸

No.408

卓

第 945 回

話

広島サンプラザ

2017年６月12日

会長時間

「野球と数学」
広島工業大学

工学部

准教授

電子情報工学科

谷口

哲至

様

理事会報告
副会長

結婚祝

卓

松野

正信

奨学金授与

話

「倶楽部への一考察」
青木
第 944 回

広島サンプラザ

秀行

会員

2017年６月５日

会長時間
髙尾

会長

昌二

☑『相互的（reciprocal）』関係と『互恵的（mutually beneficial）』関係
◆相互的（reciprocal）関係・・・通商関係においては相互主義と解釈。「絶対に相手より損を
しない」という姿勢。トランプ方式―（目には目を。歯には歯を）の原則。
◆互恵的（mutually beneficial）関係・・・皆で恩恵を分かち合うことを目指す関係。

☑基本理念（Guiding Principles）・・・・四つのテスト（THE FOUR-WAY TEST）
１）真実かどうか

３）好意と友情を深めるか

２）みんなに公平か

４）みんなのためになるかどうか

☑ロータリーの目的（OBJECT OF ROTARY）
第１：知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；
第２：職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に
奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること；
第３：ロータリアン一人ひとりが、個人として、また事業及び社会生活において、日々、
奉仕の理念を実践すること；
第４：奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、
平和を推進すること（ＲＩ定款第４条、標準クラブ定款第４条）。

☑中核的価値観（CORE VALUES）・・・・ロータリーのＤＮＡ


奉仕（Service）



高潔性（Integrity）



親睦（Fellowship）



リーダーシップ（Leadership）



多様性（Diversity）

☑広島廿日市ロータリークラブは 《グループ》？ それとも 《チーム》？

卓

話

「インターアクトの現状について」
インターアクト委員長

梶田

☑クラブにおけるリーダーシップの在り方
一人のリーダーと

全員がリーダーという

複数のフォロアーのチーム

意識を持つチーム

Ｌ

Ｌ

滋
Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

プロジェクト・リーダーが、各メンバーの力量や希望
を勘案しながら、担当分野を割り当てる

全メンバーがチーム全体の業務量と内容を理解
し、どう分担すべきかについて話し合い、個々の担
当を決定する

プロジェクト・リーダーが司会を務め、みんなで議論

各メンバーが必要に応じて進行方法について提案

する

しつつ、議論する

プロジェクト・リーダーが議論を取りまとめ、メンバ

全員が「自分が合意形成をリードするのだ」という

ーはリーダーの指示に沿って、自説を調整する

意識で議論を取りまとめる

合意形成後、プロジェクト・リーダーは、反対意見を
持っていた人を納得させ、モチベーションが下がら
ないよう気を配る

合意形成後すぐに、全員が、合意案を実現するた
め動き始める
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2017年５・６月号
第 946 回

ルッソラウンジ

2017年６月26日

最終夜間例会

活動報告

第 40 回インターアクト指導者研修会
2017 年５月 27 日
広島国際会議場
2017年５月27日広島国際会議場にて第40回イン
ターアクト指導者研修会が行われました。山陽女
学園から高橋顧問教師はじめ26名のクラブ会員、
ロータリークラブから梶田・永井・松野３名が参
加しました。
元中島本町住人の濵井徳三さんの証言「ここに
は、町があった」、資料館見学、公園内フィールド
ワークなど行事がありました。
2710地区インターアクト委員長の梶田会員の講
評で閉会しました。

合同グローバル補助金会議

ボリビアのGDPは2000年から約３倍になり経済
は発展していますが、水頭症の発症率は1000人に
３人（特に貧困層）です。５歳未満は医療費はか
かりませんが、治療に必要な逆流防止バルブ（371
ドル）が購入出来ないが為、水頭症の治療法すら
知らないで命をおとす子供達が多くいます。
水頭症治療用バルブの物品を送るというだけで
はなく、現地の人々への啓蒙活動、病院やソーシャ
ルワーカーとの連携、術後の効果調査などの活動
でボリビア社会へ水頭症への理解が広まりつつあ
ります。またこのプロジェクトに賛同する地元企
業もあり寄付も集まっています。
今回の合同グローバル補助金申請で164000ドル
の資金になります。この資金でバルブ415個が購入
できます。年間約90名の手術患者がいますので約
４年６か月分になります。
当クラブはR財団への寄付を抑えて、資金をプー
ルしてクラブ独自で地元に何か出来ないか模索し
ていました（AED寄贈など）。今回その資金を地元
ではなく地球の反対側、南米のボリビアへ拠出す
ることになりました。ロータリー五大奉仕部門の
国際奉仕に貢献できることに会員全員で誇りに思
い、喜び合いたいと思います。
会長エレクト

松野正信

カラオケ同好会活動報告
2017 年５月 29 日
５月29日、10名の参加でコイン通り「デュエット」
さんで第１回カラオケ同好会を開催させて頂きま
した。２曲目から採点が入り松浦さんの奥様が最
高得点でした。
ギター、マラカス、タンバリンとにぎやかな時
間が過ぎ、全員で「青い山脈」を歌ってお開きに
なりました。
楽しい会を長く続けていければいいなと思って
います。
次回は７月中頃を予定しています。皆様のご参
加を心からお待ち申し上げます。
世話人代表 石原

2017 年６月 14 日
ホテルグランヴィア広島
ボリビア水頭症支援合同グローバル補助金について
６月14日ホテルグランヴィア広島にて会議があ
りました。
提唱クラブ東広島21RCと20クラブ（光、徳山、
徳山東、周南西、徳山セントラル、柳井、岩国中央、
広島陵北、広島安佐、広島西、広島城南、広島廿日市、
広島西南、西条、尾道、因島、福山、福山東、福山南、
三次）の合同支援事業です。
2003年から東広島21RCとボリビアのチュキア
ゴ・マルカRCが支援をはじめ13年間で1000人の水
頭症患者を救ってきました。支援総額は4000万円
になります。ポリオ撲滅支援に次ぐ多額の事業と
なりました。今年５月にロータリー財団100周年を
記念して現地にてセレモニーを執り行い、地元新
聞の１面に写真入りで大きく紹介されました。
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薬物乱用防止街頭キャンペーン
2017 年６月 26 日
ゆめタウン廿日市

