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第 1142回例会 2019年 11月 01日 

会長時間 ： 高雄準善会長 
先日の地区大会において、松

田文雄会員が表彰をされました

ので、表彰たてをお渡し致します。

｢地区功労賞(ガバナー補佐) 松

田文雄殿｣おめでとうございます。

そして、当クラブが、国際ロータ

リーのロータリー財団から

｢Every Rotarian, Every Year ｣

と｢100％ロータリー財団寄付クラブ｣の 2 つの表彰をされ、

2018-19年度認証バナー及び感謝状がましたので、ご披露致しま

す。 

｢Every Rotarian, Every Year｣は、正会員全員(年度途中の入・

退会者は除く)が、年次基金へ少なくとも 25 ドルの寄付をして、

一人当たりの年次基金平均寄付額が 100 ドルに達しているクラ

ブに贈られます。世界で 35,656の RCがありますが、3,400のク

ラブが認証資格を得ました。｢100％ロータリー財団寄付クラブ｣

は、正会員全員(年度途中の入・退会者は除く)が、寄付分類に関

わらずロータリー財団に少なくとも 25 ドルの寄付をして、一人

当たりの平均寄付額が 100 ドルに達しているクラブに贈られま

す。世界で 4,000のクラブが認証資格を得ました。 

11月お誕生日会員の皆様、おめでとうございます。 

さて、10月 27日（日）は、福山で地区大会が開催され、当ク

ラブからは 21 名の会員と青少年交換派遣学生のエヴリン・ルイ

スさんが参加されました。 

本日のプログラムは、真志田正和会員、松岡 博会員、蛭子宗

夫会員のリレー卓話で、お題は｢自己ＰＲタイム｣となっておりま

す。どうぞよろしくお願いします。 

以上をもちまして、会長時間を終わります。どうも有難うござ

いました。 

 

記念日（会員誕生日） 
橋沢宏弥会員 07日 加島文斎会員 12日  

有田一郎会員 12日 

 

 

連続出席 100％ 
河中清 会員 08年間連続 100％出席 

児玉哲也会員 08年間連続 100％出席 

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物 

・臨時理事会議事録 

・創立 25周年記念事業実行委員会 全体会議議事録 

(2) お知らせ 

例会終了後、定例理事会が 4Ｆ「渚」にて開催されます 

ので、関係者の方はご出席お願いします。 

 

委員会報告 
（1）出席報告：プログラム･出席委員会 木本委員長 

（2）「ロータリーの友」11 月号の紹介：広報・ロータリーの友

誌委員会 加島委員長 

 

ニコニコ箱 
高雄準善会員 

地区大会にご参加された会員の皆様おつかれさまでした。 

本日のリレー卓話をされる皆様宜しくお願いします。 

田上剛会員 

真志田パスト会長、松岡パスト会長、蛭子パスト会長、 

本日の卓話をよろしくお願い致します。 

河中清会員 

真志田会員、松岡会員、蛭子会員 本日の卓話よろしく 

お願いします。 

真志田正和会員 

卓話をさせて頂きます。 

松岡博会員 

本日は卓話をさせて頂きます。よろしく！！ 

シェラトン様、駐車場案内いつも有難うございます！！ 

蛭子宗夫会員 

本日、自己 PRの卓話をさせて頂きます。よろしくお願い 

します。 

計 9,000円 

 

会長／高雄準善   副会長／田上剛    幹事／河中清    副幹事／児玉哲也    クラブ会報編集委員長／竹岡龍太郎 

例会場／シェラトングランドホテル広島 広島市東区若草 12-1  例会日／金曜日    事務局／リーガロイヤルホテル広島 13F 
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プログラム 会員卓話 

～ 自己 PRタイム ～ 

真志田正和会員 

木本プログラム委員長から夏

ごろ話があり忘れており急いで

原稿を書くのに慌てました。会員

歴の長い人から順に、どんな話し

でも良いからと卓話依頼があり

まして、創立時のよもやま話をさ

せて頂きます。 

あっという間に時が過ぎ 25 周年を迎へようとしております。

広島城南ロータリークラブは、当初 30 名で船出いたしましたが

今ではチャーターメンバーは、だんだん減ってきて両手の指以下、

もう 10 年を経たないうちに片手の指の数も少なくなるのではと、

つくづく年を重ねたのだと思えてなりません。今まで色んな思い

出がありますが、やはり一番の良い思い出と言ったら創立時の頃

が一番の思い出となりました。戦前産まれの会員、戦後産まれの

会員、それぞれの育った時代の違いはあつても物事が決まると一

致団結し、物事が進んで行き、広島城南ロータリークラブの為に

設立総会・創立総会と順調に進んで行くことが出来ました。創立

に向けて初代戸田幹事と、私は副幹事でしたから色々な雑務を戸

田幹事の指示のもと動けば良かったので楽でした。私の方が年が

多いので年寄りへの根まわしをやることになりました。 

認証状伝達式典はリガーロイヤル広島ホテル、クリスタルホー

ル・祝賀会は、ロイヤルホールでとりおこなわれました。認証状

伝達式実行委員長古村良雄さんのもと 受付総責任者宮内輝司さ

ん式典当日の総合受付は、事務局女性 4名、中央ロータリークラ

ブ 5名、我がクラブからは、河野隆さん、木山徳和さん、松永克

彦さん、正木英生さん、竹内正憲さん、岸本武さん残りの人は、

式典会場入口で二手に分かれて、来賓、来客を迎える。その

他・・・・・来賓控え室のご案内は、マッダロジステックの社長

浅野敬司さん、広島そごうの専務の加藤信雄さんのお二人が来賓

のご案内、その他に対応され、VIP接待は、輪木尚明会長・夫人、

服部副会長・夫人、戸田拓夫幹事、真志田正和副幹事が担当する

ことになりました。全会員の奥様方もそれぞれ担当し、お手伝い

していただきました。 

式典の開催時刻も間近になり会、副会長、幹事さんは、クリス

タルホールへ前もって登壇され、続いてご来賓、第 2710 地区ガ

バナー筒井數三さん、パストガバナーの松井五郎さん、ガバナー

ノミニーの山田宏さん、天野肇さんが席を立たれようとされまし

たが、来賓の県知事 藤田雄山さんがまだいらっしゃらないので、

もうしばらくお待ちをお願いして開催 2～3 分前に来られたので

ホットしました。式典が始まり、司会は塩本廣文さんとアシスタ

ント門田洋子さんがされ、オープニングコーラス演奏が始まり全

体の進行係はみずま工房の横州さんが担当されてスムーズに進

み安心でした。横州さんの両親と私が懇意にしていたので親近感

が沸き色々と教えて頂き勉強になりました。横州さんの奥様は、

お姉さまが昔、東映の時代劇のお姫さま役で出ておられた中原 

ひとみさんで妹さんもものすごく綺麗で色白の人でした。順調に

塩本廣文会員の司会で進んで行き、懇親会へとなりました。 

懇親会の会場はロイヤルホールとなり司会は松田文雄さんと

門田洋子さんになりました。オープニングでベルリン交響楽団、

ピアノ国際コンクールの審査員など世界を舞台に活躍中の杉谷

昭子先生のピアノ演奏で始まりました。この演奏をして頂くのに

お酒を飲む席での演奏は演奏家に失礼にあたるし、もし途中で中

止して帰ってしまわられるのではないかとか、一波乱も二波乱も

あり、戸田幹事と私たちが苦労させられました。式典の日が近く

なり賛成の人、反対の人が和解することができ夜遅くまで一緒に

飲み交わし、シャンソンの店とか色々と歩き廻りました。詳しく

話しをするとまだまだ長くなりますので、、、、。これで式典が素晴

らしく大成功となりました。これも会員全員が一丸となり、みず

ま工房の横州さんやスタッフの皆さま、リーガーロイヤルホテル

のスタッフの皆さまのおかげさまと感謝します。宴会のお酒の席

での演奏は、騒がしく途中で中止となるかも分からないという恐

れがありタブーとされていました。やはりロータリアンでした。

皆さま素晴らしい方ばかりでその心配は、いらなかったのです。

親クラブの広島中央ロータリークラブ、広島ロータリークラブ、

広島東南ロータリークラブ、その他在広ロータリークラブの皆さ

まの多大なる御支援をいただき無事、仲間入りを果たすことがで

き、今こうして素晴らしい仲間が集い益々広島城南ロータリーク

ラブが大いに発展していくことが出来るような気がしました。広

島ロータリークラブのように基盤をしっかりさせ、人数が少なく

ても、内容などを他のクラブに出来るだけ近づきそれ以上に頑張

り個々の会員がクラブを核とした団結力の強い絆を形成しなけ

ればと思います。次世代の人たちの力でクラブの益々の成長・拡

大を祈念しております。 

此処に居られる若い広島城南ロータリークラブの会員の皆さ

んの奉仕活動、行動力、思考力と姿勢にかかっています。素晴ら

しい仲間、そのような会員が多ければ多いほど惑星のように人が

集まって来るのではないかと思います。向上心を求める人は、向

上心が大いにある人の集団の多い所へ集まって来るのではない

かと思っています。時代は変わってもいつの時代も同じだと思い

ます。心の思いやりを持ち相手に接し、時には口論もし、意見の

違いができても、いいところを言いだしお互いに向上心を持ち、

そんな繰り返しで成長していくものと思います。 

 

松岡博会員 

 皆様こんにちは、本日は卓話の機会を頂き、誠に有難うござい

ます。 

私は昭和 24年生まれで、現在 70歳です。昭和 46年、日本大

学経済学部を卒業、日本大学クレー射撃部に在籍し、当時我がク

ラブの監督さんで、東京、本所の鉄鋼商社（株）角彦の角田要次

社長様のご紹介で、東京の八丁堀、（株）伊藤宗二という、東京

タワーの 90％鋼材を納入した（株）日本鋼管の一次商社で、鉄
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の営業を行っておりました。関東

関越道、成田空港、等の鉄筋、運

輸省第二港湾建設局の塩釜港、広

島では広島大橋の、シートパイル

等、フィリピンのマリンズケの石

油タンクの鉄板等、2 年間勤務、

10 億円～100 億円単位の結構な営

業を致して居りましたが、昭和 48年、私が 24才の時に父親が肺

がんで余命 2ヶ月との事で、長男の私が、広島に帰り、父がキリ

ンビールの広島工場に約 43 年勤務致して居り、将来お酒屋さん

を開業したいとの希望があり、それでは一緒にやりましょう。貴

方は余命が有りませんとも言えず。 

忘れもしません、昭和 48年 7月 16日に、真夏の盛りに、全酒

類卸問屋の（株）ヒラオカに将来酒屋さんとして、独立する為に、

丁稚奉公に入りました。元商社マンで、最初の朝礼の挨拶で一端

決めようと思っておりましたが、「何もわかりませんのでよろし

くお願いいたします」とご挨拶させて頂き、正解でした。即配送

業務で、ビール 1 ケース約 25㎏、一升瓶 10本木箱、約 33 ㎏有

り、2ケース抱えて、配送マンが、小走りしている姿に、こいつ

ら人間じゃない、と感じました。 

沢山の思い出がありますが、入社間もない時、父親は余命少な

く（10 月 26 日他界）、商社マンから、配達の丁稚ドン、間もな

く子供が生まれる、将来独立は聞こえはいいが、コネも、お金も

力もない、当時体重は 53 キロで、わしは今からどうなるんかい

のーと、将来不安で、1日会社を風邪で休みました。翌日報告に

伺うと、平岡繫穂社長さんから、どうしたんならー、知恵熱かー？、

お前はどこから給料もろとるんならー？会社からです。うちはど

こに取引をしてもろうとる会社なら―？お酒屋さんです。お酒屋

さんが、風邪ひいて、お店をしめるか？、その日以来、会社を休

んだ事は、有りません。「そうか将来の事をうだうだ考えること

より、目の前のことをきっちりこなしていこうと割り切ることが

できました」。仕事に対する、心構えを、教えて頂きました。お

蔭様で、会社に勤務しながら、33 歳の時に酒店の免許は取得さ

せて頂きました。1987年 12月 31日迄 15年間勤務させて頂きま

した。配送 5年、営業 5年、営業課長、営業部長子会社専務兼任

等 5年、貴重な経験をさせて頂きました。素晴らしいメンバーで、

退社当時、広島県直売り販売数量は NO1で売上高、約 120億円で

有りました。 

39 歳で、1988 年１月にリクルート広告代理店（株）ニューズ

クリエイト設立、（有）エムビル、で同年 3 月に西蟹屋町に 4 階

建て（１F、住居、ワンルーム 18戸）ビル完成、同年 6月、山根

町に 106坪の土地購入、1989年１月、5階建て（1階店舗、ワン

ルーム 37 戸）ビル完成、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの、青年実

業家気取りで有りました。当時はバブルで、3棟目の、曙町に約

80坪の土地にビル建築の計画が有り、勿論銀行さんも OKでした

が、会社の業績が不調で、悩み、当時の（株）あじかんの足利正

春社長様に相談に伺い、君、「サーカスの空中ブランコの様にう

まくいけば、拍手喝さい、落ちれば、手の打ちようがない事はや

めなさい」。貴重なアドバイスを頂き、中止させて頂きました。 

1993 年に 5 年間行った、広告代理店を私の努力不足で解散、

約 1億円の負債が残りました。もし業績が好調で有れば、3棟目

も誰に相談することもなく、実行していました。ご案内の様に当

時、バブル崩壊です。もし実行してましたら、現在ここにはおり

ません。 

「人生塞翁が馬」と諺が有ります。代理業の業績が不調のお蔭

で今がある。そう考えれば目の前の不調は悪い事ばかりではない

と思います。青年実業家から会社は解散、訪ねてくる人もなく。

サンデー毎日を経験致しましたが。やはりアゲンストな時は、人

の目を気にして、取り返そうと、慌てて動けば動く程、まずくな

ると思います。裸になり、じっくり腰を据える、勇気が必要では

ないでしょうか？49 歳の時、1999 年 2 月にご縁があり、中区新

天地の、77 坪を購入し、同年 7 月に立体駐車場完成、2001 年に

お好み共和国 5階建てビルを完成、51歳で城南 RCに入会させて

頂き、現在に至って居ります。 

恥ずかしながら、今でも、失敗の連続ですが、変化の激しい今、

当クラブの若い経営者の皆様に教えを請い、先ずは、自分の周り

の大切な人々と、現在有るに感謝し、楽観主義で、心豊かな人生

を歩んで行きたいと思っております。仕事を通じ、少しでも、皆

様のお役に立てればと思っております。当クラブの皆様、このよ

うな私ですが、今後共よろしくお願いいたします。拙い話で恐縮

です。ご清聴有難うございました。 

 

蛭子宗夫会員 

2019年 3月鷹の巣ゴルフクラブで行われた「フューチャーGOLF

ツアー・広島ピースカップ」の件についてお話し頂きました。 

 

 

第 1143回例会 2019年 11月 08日 

会長時間 ： 高雄準善会長 
在広 RC の皆様、ようこそ、お

越し頂きまして有難うございま

す、心より歓迎致します。どうぞ

ごゆっくりお過ごし下さい。11月

結婚記念日会員の皆様、おめでと

うございます。 

さて、早いもので、次年度そし

て次々年度の役員を選挙する｢年次総会｣が、12/20(金)第 3 例会 

に開催されます。規則では、｢次年度の会長、各理事役員、次々
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年度会長候補者を、年次総会の 1週間前において、その氏名を発

表しなければならない｣とあります。例年この規則通りに行なっ

ていましたが、今年度は 1週間前がクリスマス夜間例会となる為、

協議の結果、2 週間前の 12/6(金）第 1 例会に発表することにな

りました。 

それから、先月中旬に、国際ロータリー日本事務局から 2019

年 1 月 RI (国際ロータリー)理事会決定により、｢ロータリアン

の行動規範｣が現在の 4 項目から 5 項目へと 1項目追加されたこ

との報告がありました。1項目追加された内容は、 

｢5）ロータリーの会合、行事、および活動においてハラスメント

のない環境を維持することを支援し、ハラスメントの疑いがあれ

ば報告し、ハラスメントを報告した人への報復が起こらないよう

確認する｣と言うものです。 

今お話した 2 項目につきましては、本日ボックス配布された、

11 月第 5 回「理事会議事録」にも記載されていますので、是非

ご覧下さい。 

以上をもちまして、会長時間を終わります。どうも有難うござ

いました。 

 

記念日（会員結婚記念日） 
門田充慶会員 01日  松岡 博会員  07日 

高藤孝一会員 11日  山内 将会員  11日 

竹岡龍太郎会員 23日   

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

・ クリスマス夜間例会のご案内 

とき ：12月 13日（金）18:30～  

ところ：シェラトングランドホテル広島 3F「美波」 

・ 年次総会のご案内 

 とき ：12月 20日（金） 

・ 休会のご案内 

 とき ：12月 27日・1月 3日 

・ 第５回理事会議事録 

（2）お知らせ 

例会終了後、創立 25周年、記念事業、会計、OB・城南会部

会を 4F「渚」にて、祝賀部会を 4F「ボードルーム」にて会

議を開催しますので、関係者の方はご出席願います。 

 

 

 

委員会報告 

(1)出席報告：プログラム･出席委員会 木本委員長 

 

ニコニコ箱 
高雄準善会員 

本日の会員卓話、ロータリー財団委員会 藤井委員長、宜し

くお願いします。 

田上剛会員 

藤井巌委員長、本日の卓話をよろしくお願い致します。 

河中清会員 

藤井巌会員、本日の卓話、よろしくお願いします。 

バーディー会、松山遠征に参加された皆様、お疲れ様でし 

た。・・・以下省略 

有田一郎会員 

11月 08日は「いいはのひ」歯医者に行きましょう 

11月 12日一郎君誕生日おめでとう。 

津田真幸会員 

今日は、藤原会員に“ありがとうございます”と頼まれ出宝し 

ます。 

大畑哲也会員 

バーディー会四国遠征初日 3位、二日目優勝をさせて頂きまし 

た。皆さんありがとうございました。 

山本博之会員 

本日、おせちとクリスマスケーキのパンフレットを置かせて頂 

きました。どうぞ宜しくお願い致します。 

藤原智昭会員 

11月 13日に行われる第 14回信金ビジネスフェアー（グリー 

ンアリーナ）に弊社開発の車止め「トメレーヌ」を出展致しま 

す。よろしくお願いします。 

藤井巌会員 

本日は卓話させて頂きます。 勉強不足ですが宜しくお願い致 

します。 

山内将会員 

いわおさん今日の卓話よろしくお願いします。くれぐれも 30 

分以内で終わらせて下さい！ 

加島文斎会員 

先週、温泉川先生のお名前を読み間違えてしまいました。すい 

ません。子供といっしょに漢字の勉強頑張ります。 

 

計 28,000円 

 

愛のコイン箱                  
4,259円 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ ロータリー財団について ～ 

財団委員会 藤井巌委員長 

☆1917 年、ロータリーのアーチ・クラ

ンフ会長が「世界でよいことをする」た

めの基金の設置を提案。 

☆1930年、財団が国際障害児協会（※1）

に 500ドルの補助金を授与 

☆1957 年、ポール・ハリス・フェロー

（※2）認証プログラム」を創設 

☆1979 年、ロータリーがフィリピンで 600 万人の児童へのポリ



2019～2020 年度                                            2019 年 11 月会報 

●本年度会長テーマ● 

「創立 25 周年を迎え、ロータリアンとしての自覚を持とう」 

http://hj-RC.jp/ 

5 

オ(※3)予防接種活動を開始 

☆1981年、財団が恒久基金（※4）を設立 

☆1985年、ポリオプラス（※5）プログラムを創設 

☆1999年、ロータリー平和センター（※6）の設立 

☆2016年、7月 1日」に財団創立 100周年度が開始 

 

※1 なぜ国際障害児協会をえらんだのか？ 

国際障害児協会は、1919年にロータリー会員・エドガーF・ア

レンにより設立されました。地元オハイオ州に病院を建てる

事業を終えたばかりのアレンは、障害児の多くが世間の目か

ら遠ざけられていることに気づきました。他にも障害児への

支援を行っていたロータリアンが多くおり、1922 年ロータリ

ー国際大会では、障害児への支援がクラブに呼び掛けられま

した。ロータリー財団にとって国際障害児協会の支援は自然

の成り行きだったようです。 

※2 ポール・ハリスフェローとは？ 

財団での初の寄付者認証プログラム。1000 ドル以上を寄付し

た人に「ポール・ハリスフェロー」の称号が授与され、後年、

複数のレベルが設けられました。寄付者が指定した他の人に

ポールハリスフェローの称号を贈ることもできます。ポー

ル・ハリス・フェローの数は 2006年に 100万人に達しました。 

※3 なぜポリオなのか？ 

ロータリーが承認した最初の 3-H 補助金は、フィリピンの予

防接種用にワクチンを購入することが目的でした。同じ頃、

天然痘（てんねんとう）の撲滅に関する記事を読んだクレム・

レヌーフ国際ロータリー会長は数人のロータリー会員及び国

立衛生研究所の感染病部門責任者に連絡し、伝染病の撲滅に

ロータリーが取り組めるか相談しました。 

※4 恒久基金とは？ 

特定の寄付を投資し、元金には手を付けずにその収益のみを

財団の活動に活用することを目的とした基金です。 

※5 ポリオプラスの「プラス」とは何か？ 

当初、プラスはポリオワクチンとともに投与されていたほか

のワクチンを指していました。現在はポリオ撲滅の取り組み

により築かれたインフラやファンドレイジングとアドボガシ

ーのノウハウを他の疾病対策に生かして行くことも意味して

います。 

※6 ロータリー平和センターとは？ 

平和と紛争予防、紛争解決の分野で活躍できるリーダーを育

成する事を目的としたプログラム。毎年 100 名までのロータ

リー平和フェローが選ばれ 6 つのセンターにおける修士号取

得プログラムか専門能力修了証取得プログラムのいずれかで

学びます。 

 

 

 

 

第 1144回例会 2019年 11月 15日 

会長時間 ： 松本勝行直前会長 
皆様今日は。高雄会長が足を負

傷され、田上副会長も仕事が有っ

て欠席されることになり、急遽前

年度会長が出て参りました 

7 月から新年度が開始され早く

も 4,5 カ月となり、創立 25 周年

準備が着々と進んでおります。皆

さん全力を挙げて記念大会を成功させましょう。 

今月はロータリー財団月間になっており、先週も藤井会員、福

山会員が解り易く説明され、しっかり理解された事と思います。  

先月福山で行われた、地区大会では、午前中に財団補助金事例報

告会が行われ、次年度平井会長と聴講しました。その話の内容は

3ロータリーから報告が有りまして 

1．西条ロータリークラブでは、タイ北部山岳民族が麻薬と貧困

で家庭が崩壊した子供達を集め「自給自足」の生活を支援すると

言うものです。現地調査に行った処、子供達の顔色が良くない。

動物性たんぱく質が不足しており、鶏を飼育しているが、卵だけ

では不足している。そこで地区補助金 60 万円を使い、ナマズの

養殖施設を作り寄贈した。タイではナマズは高級魚で栄養価が高

いので、大変喜ばれた。 

2．福山東ロータリークラブでは、インドネシア・バリ島の小学

校 3 校のトイレに手洗場を設置し、水洗トイレの設備を改修し、

公衆衛生教育の基礎を作り、大変喜ばれた。地区補助金 565,565

円を使った。 

3．東広島 21ロータリークラブは、南米ボリビア水頭症の手術に

用いるバルブ（逆流防止弁）を 415 個 164,000 ドル提供した。

この事業は我々城南ロータリークラブも参加、その他 20 クラブ

も同様な支援をしています。 

2710地区内他のクラブも、世界で困っている人たちに積極的に

働きかけ、有効な支援をしていることを我々会員皆様が理解し、

その機会が出来たら全力で支援していく様にして行きましょう。 

 

国際奉仕、マングローブについて 
東京城南 RC国際奉仕委員会松尾正秋会員より、お話を頂きまし

た。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
松本勝行会員（松本雅子様）  2日 

松岡 博会員（松岡美智子様） 07日 

大畑哲也会員（大畑洋子様） 13日 

木本博之会員（木本多恵子様） 18日 

河野 隆会員（河野恭子様） 20日 

松田文雄会員（松田日菜子様） 26日 
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幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

・ 創立 25 周年記念実行委員会 記念事業部会、会計部会、

OB・城南会部会 11月 8、11日議事録 

・ 広島修道院とのテーブルマナー教室のご案内 

と き：12月 25日（水）11:30～14:00 

ところ：シェラトングランドホテル広島 ３Ｆ「美波」 

（2）お知らせ 

例会終了後、４階「華」にて創立 25周年式典部会,会議を 

開催しますので、関係者の方はご出席願います。 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 松岡理事 

(2) 国際奉仕プロジェクトチーム 水口会員 

(3) 青少年奉仕プロジェクトチーム 花島委員長 

 

ニコニコ箱 
広島中央 RC 鳥井均城会員 

いつもお世話になっています。城南 RCの皆様にお会いできる

ことを毎回楽しみに例会に参加させて頂いてます。本日も宜

しくお願いします。 

松本勝行会員 

東京城南 RC松尾様良くいらっしゃいました。 

本日の卓話 田中よしこ様宜しくお願い致します。 

河中清会員 

田中よしこ様、本日の卓話、よろしくお願いします。 

東京城南ロータリークラブ 松尾正秋様ようこそ広島城南へ 

平井篤志会員 

家族、身内親族 総勢 8 名で初めて東京ディズニーリゾート

に行きました。人が多くて疲れました。 

児玉哲也会員 

東京城南ロータリークラブ松尾様 マングローブについての

話、田中よしこ様卓話よろしくお願いします。 

正木英生会員 

昨日 11 月 14 日は世界糖尿デイ（インスリン発見でノーベル

賞受賞のバンチング博士の誕生日に因んだものです。）糖尿病

の方はより節制を、健康な方も糖尿病にかからぬよう節制し

てください。 

高藤孝一会員 

田中よしこさん、本日の卓話よろしくお願いします。 

橋沢宏弥会員 

東京城南ロータリー松尾様ようこそ広島城南ロータリーへ。

実は私、東京の城南地区の生まれ育ちです！ 

先週はハッピーバースデーして頂き本当にありがとうござい

ました！33歳、しっかりと邁進していきます。 

山内将会員 

いつもお世話になってます。山内です。本日の例会を欠席し

ます。メイキャップは中央ロータリーに行ってきます。 

佐々木優子会員 

このたび無事社長交代をすることができましたが、会長とし

て残り、新社長が一人前になる様サポートをし、2,3年ですべ

て引きわたせる様ガンバリたいと思っています。 

計 25,000円 

 

プログラム 来賓卓話 

～ 「未来を豊かになる脳の使い方」 ～ 

カウンセラー・マインドコンサルタント 

田中よしこ様 

あなたは右脳派・左脳派？ 

私たちはいちいち脳の指令で動い

ているクセや思考回路がそれぞれ

あり自分なりのフィルターをかけ

て現実を認識 

フィルターは「経験や捉え方」からで

きている 

自分の人生でとても重要な部分に

もフィルターが関わっていて影響を与えている 

豊かな人生は、 

正しい知識上質な知識を手にしているのか・しないのかで決

まる。自分の脳の中の情報で私たちの人生の視点が決まる。 

それぞれが持っているお金の枠の話 

お金の枠は人生も枠ともつながっている。 

今までの生き方や経験によって、 

自分なりの概念や枠をそれぞれが持っている。だから“自分

にあった知識”というポイントが大切 

私たちの脳は受け取る感情で、出てくる伝達物質が変わる。 

脳の中の情報をいかに自分が心地のいいものに書き換えてい

くのか？が豊かな未来をつくる分かれ道 

豊かな未来をつくるには 

豊かな未来をつくりやすい脳にしておくことが大切 

脳にとって 

1番重要なことは「睡眠」、2つめ「水を飲む」、3つめ 運動 

人の脳は、人から喜ばれたり、人とのつながりを感じられたとき

に一番幸福ホルモンが出てくる。人との関わりから幸せを感じら

れることが私たちにとって何よりのご褒美。 

脳は最も臨場感のある世界（リアリティ）がその人の現実になる

特性があるのでその特性をうまくつかって理想へと修正しなが

ら近づけていくこと 
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第 1145回例会 2019年 11月 22日 

会長時間 ： 田上剛副会長 
本日は，高雄会長が体調を崩され

て休まれていますので，副会長の私が

会長時間をさせていただきます。初体

験ですが，よろしくお願い致します。 

何の話をさせていただこうかと考

えましたが，ロータリアンの 3大義務

の一つである出席義務について，お話

しさせていただこうと思います。 

皆さんご存じの通り，3 大義務は，出席義務，会費納付義務，

「ロータリーの友」誌購読義務です。その中で，なぜロータリー

クラブが出席を重視するかについて，以前ロータリー情報委員会

委員の時に考えてみました。単なる出席に何の意味があるのかと

いうことですが，私は，個々の会員が例会に出席して，出席者全

員がその場所で同じ時間を共有することが有意義で重要だから

だと考えました。 

武道や芸道（能楽や歌舞伎等）の稽古に「形稽古」という稽古

があることをご存知でしょうか。これは，武道や芸道の師弟関係

において，師匠がその場で見せる構えや形について，弟子がそれ

を見ながら模倣してその場で実際に同期（シンクロ）する稽古で，

こうした稽古を通じて，弟子は師匠の技芸を身に付けていきます。

こうした形稽古と同じように，ロータリークラブでは毎週の例会

の場で，卓話や職場訪問，懇談等を通じて，会員の様々な奉仕の

実践や考えを共有し，会員相互にそれを同期（シンクロ）させて

いくことを考えているのではないか。そのためには，原則として

会員全員が揃った上で，例会の時間を共有することが重要なので

はないかと思います。逆に言えば，例会に出席されていない会員

がいる例会と全員出席の例会とでは，全く違った質の例会になる

のだと思います。 

例えば，大学の講義や演習において，自己の都合で講義や演習

を選択的に出席する受講生がいます。それは，おそらく単位取得

の最低条件として 15 回の講義のうち 5 回までは欠席が認められ

ていることや講義に出席しても自分はほとんど発言しないから

自分が理解できている分野では出席する必要はないと考えてい

るためではないかと思います。確かに単位取得との関係では合理

的な行動とも考えられます。しかし，主宰している人間からすれ

ば，出席していない受講生がいることによって，その表情や立ち

居振る舞いなどを踏まえ，それらと同期（シンクロ）させた講義

や演習を行うことはできませんし，その他の受講生にとっても同

様だと思いますから，その内容は全員が揃った講義や演習と同じ

ものではなくなっているといえます。その意味で，講義や演習自

体は，主催している人間だけなく，受講生全員を含む全体で「形」

を作っていくものだと思います。それは，ロータリークラブにお

ける例会も同じで，例会は会員全員で「形」を作っていくもので

はないでしょうか。 

  ご清聴ありがとうございました。 

 

入会月 
河中 清会員  平成 23年 11月 11日 

児玉哲也会員  平成 23年 11月 25日 

竹村有右会員  平成 29年 11月 17日 

 

創業月 
藤井 巌会員   昭和 40年 11月 04日 リジョー（株） 

坂本竜二会員   昭和 48年 11月 01日 （株）坂本工業 

松岡 博会員  昭和 61年 11月 15日 （株）エム・ビル 

花島 司会員  平成 09年 11月 10日 （有）司建設工業 

 

幹事会務報告 
（1）休会のお知らせ  

12月 25日（水）広島東 RC  

12月 26日（木）広島北 RC・広島西 RC・広島安佐 RC  

12月 30日（月）広島東南 RC・広島中央 RC・広島廿日市 RC 

12月 31日（火）広島 RC・広島西南 RC・広島安芸 RC 

（2）例会変更のお知らせ 

12月 02日（月）広島中央ＲＣ 

12月 18日（水）広島東ＲＣ  

12月 19日（木）広島北 RC・広島西 RC・広島安佐 RC 

12月 23日（月）広島東南 RC・広島中央 RC・広島廿日市 RC 

12月 24日（火）広島西南 RC・広島安芸 RC 

12月 25日（水）広島陵北 RC 

01月 08日（月）広島廿日市 RC 

(3) ボックス配布物 

・創立 25周年記念実行委員会 祝賀会部会議事録 

・11月 15日臨時理事会議事録 

・ロータリーカレンダー お帰りの際にお持ち帰り下さい。 

・クリスマス夜間例会のご出欠が未回答の方には、再度解答用 

紙を配布しております。お帰りの際には必ず受付へご提出下 

さい。 

 (4) RI第 3690地区（韓国）地区大会のご案内 

と き：2020年 4月 24・25日 ところ：韓国 仁川 

申込締切：2月 21日 詳細は幹事または事務局まで。 

（5）お知らせ 

 次週 11月 29日（金）は休会です。次回の例会は 12月 6 日に

なりますので、お間違えの無いようにお願いいたします。 

 

委員会報告 
(1) プログラム･出席委員会 木本委員長 

(2) 青少年奉仕委員会 花島委員長 

花島委員長より、12月25日に修道院の子供や職員の方を

シェラトンにてテーブルマナー教室に招待する案内があ

りました。 

 

ニコニコ箱 
田上剛会員 

先週は法律相談の為欠席しました。 

本日会長時間をさせていただきます。よろしくお願い致しま

す。 
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河中清会員 

有田委員長、創立 25周年についてよろしくお願いします。 

正木先生、突然「4つのテスト」お願いしてすいません。 

正木英生会員 

急なご指名とはいえ「4つのテスト」失敗しました。ご容赦く

ださい。 

田中地宏保会員 

仕事ですが、チェコに 1 週間行ってまいりました。治安はい

いし、ビール、食物が安い！是非皆様も機会があれば行って

見て下さい。 

高藤孝一会員 

野球部の忘年会を 12月 9日に開催します。陵北ロータリーか

らも 4～5名参加してもらいます。宜しくお願いします。 

計 8,000円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 創立 25周年について ～ 

創立 25周年記念事業実行委員会 

有田一郎委員長 

創立 25 周年について、有田実行委員長から現在の進捗状況につ

いて、各委員会のメンバーから報告がありました。 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

同好会報告 

自然生の会 

11月 29日（金）に広島市中区榎町の「上関芸陽」にて、秋を食

すということで鯛料理をいただきました。これからも春夏秋冬で

開催していきます。よろしくお願いします。 

 

  

 

バーディー会 

11月 2日、3日で 1泊研修に行ってまいりました。 

2日は「奥道後ゴルフクラブ」優勝は、out48 in50 gross98 HD27 

net71 毛利会員 

3日は「愛媛ゴルフ倶楽部」優勝は、out44 in42 gross86 HD17.3 

net68.7 大畑会員でした。 

楽しい 1泊研修お疲れ様でした。 

 

 

 



2019～2020 年度                                            2019 年 11 月会報 

●本年度会長テーマ● 

「創立 25 周年を迎え、ロータリアンとしての自覚を持とう」 

http://hj-RC.jp/ 

9 

広島城南ＲＣ 出席状況リスト 
       

2019年 10月度 
            

NO 氏名 1 8 15 22 ％ NO 氏名 1 8 15 22 ％ 

1 有田 一郎 ◎ 〇 〇 〇 125 26 二上 真也 △ 〇 △ △ 100 

2 青野 大輔 〇 △ 〇 △ 100 27 大畑 哲也 〇 〇 〇 〇 100 

3 蛭子 宗夫 〇 〇 〇 〇 100 28 小澤 元一 △ 〇 △ △ 100 

4 古江 暢敏 〇 〇 〇 〇 100 29 佐々木優子 ◎ 〇 〇 ◎ 150 

5 福山 正剛 ◎ 〇 〇 〇 125 30 坂本 竜二 〇 〇 〇 〇 100 

6 藤井  巌 △ 〇 〇 △ 100 31 津田 真幸 △ 〇 □ □ 50 

7 藤原 智昭 〇 〇 △ △ 100 32 田中 清峰 〇 〇 △ △ 100 

8 平井 篤志 〇 〇 〇 〇 100 33 髙雄 準善 ◎ 〇 △ △ 125 

9 花島  司 ◎ 〇 〇 〇 125 34 田上  剛 ◎ 〇 △ 〇 125 

10 橋沢 宏弥 〇 〇 〇 △ 100 35 竹本 伸男 〇 〇 〇 〇 100 

11 河野   隆 〇 〇 △ 〇 100 36 竹岡龍太郎 ◎ 〇 〇 〇 125 

12 木本 博之 〇 〇 △ 〇 100 37 戸田 拓夫 □ □ □ □ 0 

13 河中  清 ◎ 〇 〇 〇 125 38 田中地宏保 〇 △ △ 〇 100 

14 児玉 哲也 △ 〇 〇 〇 100 39 高藤 孝一 〇 〇 〇 〇 100 

15 門田 充慶 〇 〇 〇 〇 100 40 竹村 有右 〇 △ △ △ 100 

16 河野 綾子 〇 〇 〇 〇 100 41 吉村 元亨 〇 〇 〇 △ 100 

17 加島 文斎 〇 〇 〇 〇 100 42 山内  将 〇 〇 △ 〇 100 

18 正木 英生 〇 〇 〇 〇 100 43 山本 博之 〇 〇 △ 〇 100 

19 真志田正和 〇 〇 〇 △ 100               

20 松田 文雄 ◎ 〇 〇 △ 125               

21 松岡  博 ◎ 〇 〇 〇 125 出 席 37 38 28 28   

22 松本 勝行 ◎ 〇 〇 〇 125 欠 席 6 5 15 15   

23 毛利信太郎 〇 〇 〇 〇 100 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 4 4 13 13   

24 水口 弘士 〇 △ 〇 △ 100 出席率 100 100 100 100 100 

25 松苗 弥生 〇 〇 △ 〇 100 来客者 0 1 2 1   

※〇＝出席、△＝メークアップ、◎出席＋メークアップ、×＝欠席、□＝出席免除 

 


