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第 1149 回例会 2020 年 01月 10 日 

会長時間 ： 髙雄準善会長 
 皆様新年あけましておめでとう

ございます。本年も宜しくお願いし

ます。 

1 月お誕生日会員の皆様、連続

100％出席会員の皆様、おめでとう

ございます。 

昨年 12/25(水)にシェラトングラ

ンドホテル広島で開催された、広島

修道院の皆様とのクリスマスマナー教室には、広島修道院の 4～

18 歳児童生徒・職員あわせて 96 名、広島城南 RC 会員 21 名、合

計 117 名の出席を頂きまして、盛大に行われました。 

開演は広島修道院の和太鼓チーム｢尾長っ子｣の皆様による、迫

力のある和太鼓の演奏ではじまり、シェラトングランドホテル広

島の皆様による、会場の照明を消しての、映像と音楽が素晴らし

かった、プロジェクション・マッピング、カウントダウンでのツ

リー点灯、その後コース料理を頂き、テーブルマナーのお話やそ

のほかにも色々な催し物の企画を立てられていました。皆様とご

一緒に、楽しい時間を過ごすことができまして、心よりうれしく

思いました。 

奉仕プロジェクト委員会・青少年奉仕プロジェクトチ－ムの皆

様、そして主催頂いた山本会員をはじめ、シェラトングランドホ

テル広島のスタッフの皆様に、改めて御礼を申し上げます。 

それから、昨日、広島市立広島特別支援学校に、プロジェクタ

ー1 台と、パルスオキシメーター3 台の贈呈式に行って参りまし

たが、この件は、本日のプログラム｢会長新春挨拶｣の中でご報告

させて頂きます。 

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） 
河中 清会員 02 日 河野 隆会員 02 日   

河野綾子会員 08 日 松本勝行会員 26 日  

花島 司会員 27 日 

 
 

連続出席 100％ 
古江暢敏会員 12 年間連続 100％出席 

藤原智昭会員 01 年間連続 100％出席 

坂本竜二会員 01 年間連続 100％出席 

 

 

幹事会務報告 
(1) ロータリーレート変更のお知らせ 

・1 月１日より１ドル 110 円になりました。 

(2) ボックス配布物 

・2018-19 年度地区活動報告書 

・１月 31 日（金）13 時～シェラトングランドホテル広島に 

て開催される職場訪問例会の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に 

ご提出願います。 

(3) お知らせ 

・例会終了後、定例理事会が 4Ｆ「泉」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) 広報・ロータリーの友誌委員会 加島委員長 

(3) 青少年奉仕プロジェクトチーム 花島委員長 

 

会長／髙雄準善   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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ニコニコ箱 
髙雄準善会員 

新年明けましておめでとうございます。本日は「会長新春あ

いさつ」をさせて頂きますので宜しくお願いします。 

田上剛会員 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致

します。 

河中清会員 

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願

いします。 

児玉哲也会員 

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いしま

す。 

松本勝行会員 

昨年 25 日広島修道院とのクリスマス会盛大で大変良い活動

でした。 

今月は 26 日で 76 才誕生日です。孫娘は 12 日成人式を迎えま

す。 

蛭子宗夫会員 

皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしく

お願いします。昨年暮に西 RC、中央 RC と城南で囲碁対抗戦を

行ない、私は西 RC 所属の北村 6 段に勝利しました。城南は団

体戦で 2 位でした。 

平井篤志会員 

新年最初の例会に遅刻しました。すいません。 

真志田正和会員 

高雄会長、後半年です。頑張って下さい。 

シェラトンホテル山本総支配人様及びスタッフの皆様今年も

宜しくお願いいたします。 

水口弘士会員 

母校、國學院大學が箱根駅伝で往路二位、総合三位になりま

した。今年は寄付して応援します。 

河野綾子会員 

無事にお誕生日をむかえる事が出来ました。100-44 才、頑張

って参りますので、よろしくお願い致します。 

福山正剛会員 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いい

たします。 

昨日、財団地区補助金事業の寄贈式に参加しました。参加さ

れた皆様ありがとうございました。 

二上真也会員 

あけましておめでとうございます。本年も宜しく御願いしま

す。 

正月は宮崎でゆっくりすごし、リフレッシュしてきました。 

加島文斎会員 

皆様、あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

高藤孝一会員 

あけましておめでとうございます！ 

青野大輔会員 

あけましておめでとうございます。1/1～1/5 迄インフルエン

ザで外出禁止となっておりました。新年早々厄が落ちて慶ば

しい限りです。 

計 27,000 円 

プログラム 会員卓話 

～ 会長新春挨拶 ～ 

髙雄準善会長  

皆様新年あけましておめでとう

ございます。本年も宜しくお願いし

ます。 

最初に、「広島市立広島特別支援

学校の贈呈式について」ご報告いた

します。 

昨日 1/25(木)に、南区出島にある｢広島市立広島特別支援学

校｣に、田上副会長・河中幹事・児玉副幹事・花島委員長・福山

委員長・私 6 名で行ってきました。今回は、国際ロータリー第

2710 地区の、2019-2020 年度 地区補助金プロジェクトとして、

広島市立広島特別支援学校に、プロジェクター1 台と、ケーブル

等周辺機器一式、パルスオキシメーター3 台を寄贈しました。｢プ

ロジェクター｣はご存じの通り、画像や映像を大型スクリーンな

どに投影することにより表示する装置です。｢パルスオキシメー

ター｣は、皮膚の表面から動脈血酸素飽和度と脈拍数を測定する

ための装置だそうです。今から 46 年まえに日本で開発されまし

た。それまでは、動脈血を採血して酸素分圧を測定しなければな

りませんでしたので、体への負担もありましたが、｢パルスオキ

シメーター｣が開発されてからは、簡単に測定できるようになり、

またたく間に普及しました。｢プロジェクター｣は｢他目的ホール｣

に固定設置されてあり、支援学校制作の映像を拝見いたしました。

今までは、生徒や教員・保護者や全国からの見学者が来るたびに、

スクリーンやプロジェクターを設置していたそうですが、今後は

いつでも映像を映す事ができるので、大変喜んで頂きました。｢パ

ルスオキシメーター｣は医務室に置かれてあり、測定しなければ

ならない児童生徒も多い為、看護師の皆さんから大変喜んで頂き

ました。その後、中尾校長や山本教頭に校内を案内していただき、

児童生徒との交流もでき、有意義な半日でした。「児童生徒の自

立と社会参加を目指し、一人一人の力を伸ばして、主体性をもっ

て豊かに生きる人間

を育てる。」と言う、広

島市立広島特別支援

学校の教育目標に、少

しでもお役に立てて

頂ければ幸いです。 

次に 2019-2020年度

のお話をさせていた
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だきます。昨年 7/5、新年度の第 1 回の例会が、シェラトングラ

ンドホテル広島を新例会場として、はじまり、早いもので半年が

過ぎました。大変すばらしい会場で、スタッフの皆様にはいつも

心のこもったご接待をして頂きまして、誠に有難うございます。 

2019-2020 年度 会長方針は「創立 25 周年を迎え、ロータリ

アンとしての自覚を持とう」です。今年度は、創立 25 周年の節

目を迎え、2020 年 4 月 18 日に記念式典・事業を行います。さて、

ロータリーバッチをつけたら、職種の肩書きからロータリアンの

肩書きになります。ロータリアンの肩書きになるには、ロータリ

アンとしての自覚を持たなければなりません。自覚を持つにはロ

ータリーの理念を学ぶ必要があると思います。元号が変わり、例

会会場が変わりました。私たちもロータリアンとしての自覚を今

まで以上に持つ事が、私たちや広島城南 RC の礎になると思いま

す。以上のような思いから、今年度会長テーマを「創立 25 周年

を迎え、ロータリアンとしての自覚を持とう」とさせて頂きまし

た。今年度は、創立 25 周年の節目を迎え、2020 年 4 月 18 日に

記念式典・事業を行います。会員全員で取り組むには、「誰かが

やってくれるだろう」では実現しませんので、ご協力を宜しくお

願いします。 

続きまして、令和 1、10/15(火)に開催されました、2019-2020

年度、第 1 回戦略計画委員会におきまして、5 項目に対しての答

申事項について、お話をさせて頂きます。 

いよいよ、本年 4/18(土)開催の 25 周年行事まで残り 3 ヶ月と

なりました。有田委員長・二上副委員長・大畑副委員長をはじめ、

各部門の委員長、そして委員の皆様、ご一緒に頑張りましょう。 

 

 

第 1150 回例会 2020 年 01月 17 日 

会長時間 ： 髙雄準善会長 
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。1 月結婚記念日会

員の皆様、おめでとうござい

ます。 

今日は、｢ロータリークラ

ブの柔軟性｣その① につい

てお話をさせて頂きます。 

2016 年 4 月シカゴで、RI 規定審議会が開催され、ここでロー

タリーの方針の見直しを行い、｢クラブ運営に大幅な柔軟性を認

める決定｣をしました。これらの決定には、例会の頻度、場所、

方法、および会員種類に関する変更が含まれます。これらの事を

2016 年 RI 規定審議会の日本語版にそって、10 項目に分けてお話

をさせて頂きます。 

 

 

①なぜ変更が必要なのか？  

一部の国や地域でロータリーが急速に成長している一方で、会員

数の減少や会員平均年齢の高齢化といった問題に直面している

国や地域もあります。これまで 15 年間、ロータリーでは、会員

資格、職業分類、クラブ運営に革新性を取り入れた試験的プログ

ラムを実施してきました。これらの試験結果や会員からの報告に

よると、例会方法、会員資格、クラブへの参加方法などについて

クラブが決定できる柔軟性が多ければ多いほど、クラブに活気が

生まれ、成長する傾向にあることが分かっています。さらに、例

会の方法や頻度を柔軟に決めることのできるクラブは、入会者が

集まりやすく、会員の参加が促され、新会員と現会員のモチベー

ションが高まることが、これまでの調査と会員の経験によって示

されています。今回の規定審議会の決定により、ロータリークラ

ブの柔軟性をかつてないほど高める変更を採択しました。そして、

すべてのロータリークラブは、例会や出席、クラブの構造、会員

種類について、規定審議会が承認した新しいオプションを取り入

れてクラブ細則を修正することが可能となります。ただし、これ

らの変更を加えないことを選択するクラブは、従来と同じ方法を

取り続けることができます。  

②例会の頻度、形式、出席に関する柔軟性について 

規定審議会の代表議員は、ロータリークラブ例会の運営方法に関

する制約をなくすという制定案を圧倒的多数で採択し、クラブの

健全さは出席率だけで決まるものではないと認識しました。RI

理事会と審議会代表議員は、クラブに以下の裁量を与えることに

同意しました。  

 例会の曜日と時間を自由に決定する  

 必要に応じて例会を変更または中止する  

 奉仕プロジェクトまたは社交行事を「例会」とみなす  

 直接顔を合わせる例会、オンラインでの例会、その両方を交

互に行う例会、あるいは両方の方法を同時に用いる例会（例：直

接顔を合わせる例会にオンライン［ビデオチャットなど］で参加

する）のいずれかを選ぶ  

 出席要件、または出席要件を満たさなかった会員の終結に関

する方針を緩める（または厳しくする）  

クラブは、少なくとも月に 2 回、何らかの方法で例会を行う限

り、例会頻度を減らすことができます。ただし、各月の最終例会

後 15 日以内に月次出席報告をガバナーに提出するという要件は

変わりません。これらの規定審議会の決定は、標準ロータリーク

ラブ定款の現行の規定に変更を加えるものではありません。例会

や出席、クラブの構造、会員種類について変更を採用することを

クラブが選択する場合、クラブ細則を修正する必要があります。

一方で、これらの変更を加えないことを選択するクラブは、従来

と同じ方法を維持することができます。時間になりましたので、

｢ロータリークラブの柔軟性｣その①の話を終わります。 

次回の会長時間は、｢ロータリークラブの柔軟性｣その② につ

いてお話をさせて頂きます。尚、1 月第 7 回「理事会議事録」が、

本日ボックス配布されていますので、ご覧下さい。 
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結婚記念月 
藤原智昭会員 ６日 有田一郎会員 21 日 花島司会員 27 日 

 

幹事会務報告 
(1) ボックス配布物 

・広島修道院との収穫祭のご案内 

とき：2 月 2 日（日）9:00～14:00  

ところ：広島修道院 

・クラブアッセンブリーのご案内 

とき：２月 21 日（金）18:30～ 

ところ：シェラトングランドホテル広島 4F 

・広島東南 RC より創立 60 周年記念事業 

広島被爆樹木写真展のご案内のパンフレット 

・第７回理事会議事録 

(2) お知らせ 

・例会終了後、次年度理事会が 4Ｆ「泉」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 

 

ニコニコ箱 
広島中央 RC 鳥井均城会員 

挨拶が遅くなりすみません。新年あけましておめでとうござ

います。令和 2 年も変わらず宜しくお願いします。 

髙雄準善会員 

「年男大いに語る」で語られる年男会員の皆様、楽しみにし

ています。 

田上剛会員 

大畑会員、山本会員、竹岡会員、本日の卓話をよろしくお願い

いたします。 

河中清会員 

年男の大畑会員、山本会員、竹岡会員、本日の卓話、よろしく

お願いします。 

大畑哲也会員 

新年明けましておめでとうございます。今日は卓話宜しくお

願いします。 

吉村元亨会員 

来週金曜日より城南会の皆さんとフィリピンに地球を救いに

行ってきます。 

竹岡龍太郎会員 

本日卓話をさせていただきます。 

藤井巌会員 

遅くなりましたが新年明けましておめでとうございます。今

年も宜しく御願いします。 

青野大輔会員 

1/12～15 に広島－バンコク直行便でバンコクに行って参りま

した。企業訪問・ゴルフ・遊びと短い期間でしたが充実した滞

在でした。 

 

加島文斎会員 

ご紹介の間違いをしてしまいました。大変失礼いたしました。 

竹村有右会員 

11 月 20 日父が他界し、先日 49 日法要を無事終える事ができ

ました。皆様の励ましの声をいただき誠に有難うございまし

た。いただきました香典を出宝させていただきます。 

計 138,000 円 

愛のコイン箱                  
4,132 円 

 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 年男大いに語る ～ 

山本博之会員 

今年は “ねずみ年”。 ネズミ年は

“始まりの年”と新年互例会で聞い

た。確かに、自分が広島に 10 年前に

来た時からの事を思い返してみる

と、始めた＆初めたことが多い気が

する。 

10 年前にこのホテル（シェラトン

グランドホテル広島）を開業したが、

そもそもホテルを開業するといった経験は初めてだった。社員に

助けられ、地域の人に助けられ、多くの事をご教示頂きながら、

東日本大震災の 2 週間後のタイミングではありながらも、必死の

思いで当初の計画通りに 3 月 28 日に開業できたことを感謝と共

に、懐かしく思う。 

そこから私の広島時代は始まった。ある時、会社の部下が“自

動 2 輪大型免許”を一緒に取りませんかと誘われ、所謂バイクに

乗るのは高校生で原付免許をとってからだいぶ時間が経ってい

たので躊躇はしたが、結局はその人生初の大型免許を取ってしま

い、今では部下と共にハーレーダビットソンに乗ってツーリング

を楽しむまでに至っている。又開業 4 年目には、その部下から

“運動して痩せましょう”と誘いを受け、キックボクシングを始

めた。5 年経った今でも Gym に週 2 回通っているが、一向に痩せ

ない。多分動いている分以上に食べているからだろう！（残念） 

開業して 5 年が経ち、ようやく落ち着いたと思える頃に、シェ

ラトン広島は、シェラトングランドホテル広島と名称を変更した。 

シェラトン本社の審査を受け、“グランド”という名前が付けて

良いとのこと、つまり格上げが承認されたのだった。アジアでも

まだまだ少ない“グランド”を取れたことに社員皆が喜び、それ

が大きな自信にもつながった。日本で新しくグランドを取ったの

は広島のシェラトンが初めてで、東京や大阪という大都市ではな

く、広島という地方都市のシェラトンがその称号を取ったことに

大きな意味があると思った。 
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そして 2017 年春に、シェラトン本社開催による大きな会議（ア

ジア全地域の総支配人が集まる）でアジア No.1 の総支配人とい

う賞を頂いた。こんな大きな賞は初めてで、夢がかなった瞬間だ

った。数千人の前の壇上で賞状を受け取るとき鳥肌が立った。 

そして、2019 年昨年、縁があって広島で開業以来、初めてロータ

リークラブに入った（城南ロータリークラブ）。城南ロータリー

が他からシェラトンに移動されために、その機会にクラブに入っ

た。入って半年が過ぎたが、とても皆さんがやさしく、入って良

かったと思う。 

今まで多くの事を始めた，初めた広島で、今度は恩返しがしたい。

城南ロータリーと共に、今後のホテルマン人生は、今までの地

域の皆さんから頂いたサポートに感謝を持って報いることに

費やしたいと思っている。 

大畑哲也会員 

 新年あけましておめでとうござい

ます。今年もよろしくお願い致します。 

「年男多いに語る」がテーマで何を話

そうか考えましたが、中々良い案が浮

かびませんでした。そこで私が城南ロ

ータリーを知り入会をしたお話をし

たいと思います。 

城南ロータリークラブに入会した

のは 12 年前の 3 月でした。2008 年干支は正に今年と同じ「子

（ねずみ）」です。入会月が 3 月なので毎年年男多いに語るを年

始に聞いていましたが漠然と私が話をするのはかなり先だなと

思っていましたが遂にその時が来たなと言う感じです。 

城南ロータリーに誘われたのが、入会する前の年です。私の家

内の遠縁の市議会議員の方から「大畑、城南ロータリーに入れ」

と言われました。しかしロータリーに付いての知識が全く在りま

せんでしたので良く分からないので考えて置きますと返事をし

ましたが、その後城南ロータリーと名乗る人から会社に伺いたい

と連絡があり、数日後会社に外車や黒塗りの高級車数台で来られ

ました。女性事務員がドアを開けるとそこには怖そうな人達が 4

人程居り、怖かったんでしょうね、女性事務員は恐怖に引きつっ

た顔で私の所迄皆さんを案内して来ました。その怖そうな人達は

実は城南ロータリーの会長、幹事、増強委員長、チャーターメン

バーの印藤さんと言う方達でした。 

部屋に入り座ると直ぐに君なら大丈夫だ。入会しなさい。と言

われましたが、実際ロータリーの事は本当に何一つ知らないので

何をするところですかと訊ねましたが、説明を聞いても余り良く

分からなかったと言うのが本音です。ただ迫力に押されその時に

入らせて頂きますと返事をしたのを覚えています。色々な資料を

持って来ては頂きましたがこれも又目を通しても良く分からず

そのまま本棚の奥へと仕舞いこんでしまいました。今でもロータ

リーについて何も知らない人に説明するのはとても難しい事だ

と思います。 

その後一度夜間例会に来ないかと誘われたので家内と相談し、

どんな所なのか一度見てみようと言う事で行くことにしました。

私達が行ったのはクリスマス夜間例会でした。 

席に着くと私達の横には入会直ぐの竹本ご夫妻と、正木先生が

居られました。大の大人が子供見たいに楽しそうに笑ったり、踊

ったり、歌ったり、ゲームをしたりと普段では経験しない様な事

を見て大変驚いたと言うのが正直な気持ちです。クリスマス夜間

例会も終わりに近づいた頃正木先生から、どうでした？楽しかっ

たですか、是非城南ロータリーに入会しこれからも一緒にやりま

しょう。と優しく誘われたのを今でも覚えています。 

家内に正木先生の様な素敵な方が居る城南ロータリーなら是

非入って見たらと勧められて決心しました。何気なく掛けた一言

だと思いますがそれで気持ちが大きく変わる事も有るのだなと

感じました。 

城南ロータリーに入ってみると錚々たるメンバーにビックリ

し気後れしてしまいました。こんな私が城南ロータリーに入って

も良いのかと、場違いじゃないかと。先輩方との距離も中々縮ま

らず、例会に出てくるのも仕事のやり繰りが難しくどうしたもの

かなと思っていましたが、私より少し前に入っていた古江君が 

何かと声を掛けてくれたのが救いでした。その古江君はまるで創

立メンバーの様に堂々としているのを見て間違いなく私より先

輩だと思い暫く敬語で話をしていたのを覚えています（笑） 

2008 年入会者は古江君を始めに 5 名居たと思います。現在でも

4 名残って居るので大変優秀な年だったなと思います。皆さんも

入会して経験していますが親睦活動委員会に私も 3 年所属しま

した。今もですが、大変活発にインフォーマルミーティングをし

たのを覚えています。 

ロータリーに入って増えたのは、ゴルフと飲み会です。当時家内

からロータリー・ロータリーと言ってはゴルフに飲みじゃねと嫌

味を散々言われたのを覚えています。 

次の年は副幹事をして欲しいとお願いをされました。城南ロー

タリーは他所のロータリーと違うのは幹事の前に副幹事をする

所です。なので幹事をやる事が前提で副幹事をするのです。俗に

我々は懲役 3 年と呼んでいます。(笑)その後幹事をやり、色々な

理事なども経験させて頂き 12 年と言う月日が経ちました。 

当然ですが入った当時は一番後ろの 37 番目でしたが、現在で

は 15 番目です。私の先輩が毎年 2 名近くがお辞めになったり、

亡くなられたりされています。それでも私が城南ロータリーに入

った頃よりも会員数は増えています。いかに増強が大切か、増強

をしていかなければ現在の城南ロータリーは無かったかもしれ

ません。近年増強に対しては色々な御意見がございますが、一人

でも優秀な人材に入会して頂きこれから益々歴史ある城南ロー

タリーが今まで以上に大きく発展していく事を望みます。 

最後に成りますが 25 周年記念事業まで後少しとなりました。

無事成功させる為にも皆さんと力を合わせ頑張りたいと思いま

すのでご協力の程宜しくお願い致します。 

ご清聴ありがとうございました。 
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竹岡龍太郎会員 

「年男おおいに語る」とのことな

ので，何を話そうかと考えましたが，

月並みですが，生まれてからの子年

を振り返ってみました。 

１．私が生まれたのは，1972 年（昭

和 47 年）8 月で，ミュンヘンオリ

ンピックの年でした。グアム島で

元日本陸軍兵士横井庄一さん発

見、あさま山荘事件、沖縄返還・沖縄県発足、第 1 次田中角栄

内閣発足・日中国交正常化・上野動物園パンダ来園、などがあ

った年でした。先輩方にはきっと衝撃の多い年だっただろうな

と思います。1972 年生まれというと、いわゆる団塊ジュニア

の世代です。この世代のキーワードとしては、校内暴力、管理

教育、いじめや不登校、受験戦争、就職氷河期、非正規雇用労

働者、パラサイトシングル、消えた第三次ベビーブーム等、な

んとも御めでたくないキーワードが並んでいて驚かされます

が、幸い自身に該当するのは受験戦争くらい、という人生を送

ることになります。 

２．次の子年は 1984 年（昭和 59 年）で，ロサンゼルスオリンピ

ックの年でした。開会式で個人用ジェット推進飛行装置で人が

飛んできた、柔道の山下康裕さんが右足を痛めながらも金メダ

ルを獲得した、女子マラソンのアンデルセン（スイス）さんが

脱水症状により千鳥足でゴールする等、数々の印象的なシーン

がありました。社会的にはグリコ・森永事件、スペースシャト

ルディスカバリー打ち上げ初成功、オーストラリアからコアラ

が初上陸、日経平均株価が初の 10,000 円を突破した、ような

年でした。当時 12 歳で野球、水泳、テニスとスポーツに明け

暮れる児童でした。この頃、父の影響で少林寺拳法を始めまし

たが広島城南 RC にも戸田さんや河中さんといった先輩拳士が

おられます。 

３．次の子年は 1996 年（平成 8 年）で，アトランタオリンピッ

クの年でした。女子マラソンの有森裕子さんが銅メダル獲得

した時「初めて自分で自分をほめたいと思います」との名言

を残したり、男子サッカーは 1 次リーグでブラジルを破る

（マイアミの奇跡）ということがありました。社会的には，

羽生善治さんが 25 歳で、将棋タイトル七冠独占を達成した、

今話題の英国王室ではチャールズ皇太子、ダイアナ妃と離婚

合意した、広島では原爆ドームが世界遺産に登録された、よ

うな年でした。当時 24 歳で、大学院へ進学し修士課程 2 年目

でした。大学院入学と同時に東広島市へ転居しアパートと研

究室を往復する毎日で、大学の研究と司法書士試験勉強に追

われる毎日を送っていました。人と会話する機会が少なく、

気が付いたら掲示板に話しかけていたような、少しおかしな

時期でした。幸いなことに翌年の司法書士試験に合格でき、

大学院も修了して、翌々年に司法書士事務所を独立開業し社

会復帰することになります。 

４．次の子年は 2008 年（平成 20 年）で，北京オリンピックの

年でした。ソフトボール上野投手が熱投で大活躍し、北京五

輪男子 100 メートル平泳ぎで金メダルを獲得した北島康介選

手が「なんも言えねぇ」と名言を残した時です。社会的には

アメリカの大手投資銀行が経営破綻しリーマン・ショックが

起こった、松下電器産業パナソニックになった、日本で

iPhone3G が発売された、そごうの世界の人形時計のからくり

機能の運用が終了した、アメリカ大統領選挙でバラク・オバ

マさんが第 44 代大統領に当選した、という年でした。 

当時 36 歳で，広島城南 RC に入会する前年でした。この時期

は、平成 17～19 年辺りのミニバブル的な不動産取引か活発な

時期に続いて、平成 18 年 5 月に施行された会社法に関する企

業の手続、事業再生やグループ再編、M＆A が活発化したり、

企業や事業への投資スキームが展開されたこともあり多くの

手続きが発生し、多方面の案件を数多く経験できた自身にと

っては充実した時期でした。 

５．そして，2020 年（令和 2 年）の子年に 48 歳を迎えるわけで

すが、業務については近年、内閣府が猛進しているデジタルフ

ァースト（個々の手続一貫してデジタルで完結する）、コネク

テッドワンストップ（情報の提出は一度のみ）、ワンスオンリ

ー（民間含め複数の手続をワンストップとする）により、手続

そのものはデジタル化・自動化が急激に進み大きく様変わりす

ることになります。そういう状況下で自身の業務の価値をどう

見出すのか、思案する毎日です。また、ここ数年勉強している

カウンセリングに関すことも形にしたいなどと考えています。 

 さまざまな変化が起きやすいとされる子年の年男ですが、今後

の変化を楽しみつつ、新たな仕事・興味の種を蒔き、将来の収

穫つながるよう頑張りたいと思っています。 

雑駁な話で大変恐縮です。今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。  

 

第 1151 回例会 2020 年 01月 24 日 

会長時間 ： 髙雄準善会長 
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。 

2017 年に、2710 地区内の複数ク

ラブによる合同事業｢ボリビアでの

水頭症治療事業｣に協力しました。

この度ボリビアのチュキアゴ・マル

カ・ロータリークラブから、当クラブに感謝盾を頂きましたので

ご披露します。 

今週は、｢ロータリークラブの柔軟性｣その②をさせて頂きます。 

③例会及び出席に関する柔軟性の適用例 について 
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・ 例会スケジュールを変更： について 

例会曜日、時間、頻度を変える（例えば、月の第一火曜日は話し

合いのために従来型の例会、月の最終金曜日は奉仕活動または親

睦会、など）。ただし、クラブは少なくとも月に 2 回、例会を開

く必要があります。  

・ 例会の方法を変更： について 

クラブは、直接顔を合わせる例会、オンライン例会、その組み合

わせなど、例会の形式を自由に選ぶことができます。また、直接

出席できない会員がインターネット（スカイプなど）で遠隔出席

することもできます。  

・ 出席要件を緩和：について  

クラブは、例会の出席要件を和らげ、ほかの方法を通じて会員の

参加を促すことができます。参加の方法には、クラブの役職に就

く、クラブウェブサイトの更新と管理、例会の企画担当、イベン

トの企画などがあります。クラブに活気があり、会員が充実した

体験をしていれば、出席は問題にはならないでしょう。  

④Ｅクラブとロータリークラブに関する柔軟性 について  

例会方法に関する大幅な柔軟性を全ロータリークラブに認める

ことを決定した 2016 年規定審議会は、E クラブと従来型クラブ

を区別する必要性がなくなったことを認識しました。この理由か

ら、国際ロータリー細則と標準ロータリークラブ定款から E クラ

ブに関する言及が削除されました。ただし、E クラブは、オンラ

インのみ（または主にオンライン）で例会を開くことを強調する

ために、引き続き同じ名称を使い、E クラブとしての立場を維持

することができます。  

時間になりましたので、｢ロータリークラブの柔軟性｣その②の

話を終わります。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
竹村 有右会員（竹村麻里子様） 02 日 

正木 英生会員（正木キヨミ様） 05 日 

真志田正和会員（真志田恵子様） 10 日 

戸田 拓夫会員（戸田恵子様）  19 日 

河中 清 会員（河中千春様）  27 日 

毛利信太郎会員（毛利綾子様）  31 日 

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物 

・地区大会記念誌 

（2）お知らせ  

・次週１月 31 日（金）は 13 時からシェトングランド 

ホテル広島にて、職場訪問例会を開催致しますので、 

お間違えないようお願い致します。出欠の変更のある 

方は幹事、または事務局までお知らせください。 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 田中副委員長 

(2) 職業奉仕プロジェクトチーム 藤原委員長 

 

 

ニコニコ箱 
広島中央 RC 上田恵会員 

やっとこれました。高雄会長，河中幹事をはじめ城南の方に

はいつもお世話になります。 

高雄準善会員 

 本日会員卓話をして頂きます田中地理事よろしくお願いしま

す。 

田上剛会員 

 田中地理事，本日の卓話をよろしくお願いいたします。 

河中清会員 

 本日の卓話よろしくお願いします。 

田中地宏保会員 

 久々に卓話させていただきます。宜しくお願いします。 

田中清峰会員 

 17 日に次男に長女が誕生し，孫が 5 人となりました。 

古江暢敏・水口弘士会員 

 一昨日，福岡城南 RC，昨日，東京城南 RC の例会に 25 周年の

ご案内に行ってきました。 

門田充慶会員 

 今年になって初めて例会出席となります。今年もよろしくお願

いいたします。 

藤原智昭 

来週の職場訪問例会よろしくお願いいたします。 

 

計 21,000 円 

プログラム 会員卓話 

～ My Rotary について 目標：登録者 100％～ 

田中地宏保会員 
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第 1152 回例会 2020 年 01月 31 日 

会長時間 ： 髙雄準善会長 
新年を迎えたと思ったら、はや 2 月

を迎えます。 

我が家では、2 年前に私が｢花粉症｣に

なりましたので全員が｢花粉症｣です。

家族の中では症状は私が一番軽いです

が、2月に入りますとつらい日々がはじ

まります。環境省のホームページを見

ますと、日本で花粉症を有する人の数

は正確なところは分かっていませんが、全国的な調査としては、

全国の耳鼻咽喉科医とその家族を対象とした 2008年（1月～4月）

の鼻アレルギーの全国疫学(えきがく)調査があります。それによ

ると花粉症の人が全体の 29.8％、その中でスギ花粉症の人は

26.5％でした。同じような調査が 1998 年にも実施されており、

スギ花粉症の人は 10 年間でおよそ 10％増加していました。この

調査から、12 年前には、国民のおよそ 25%は花粉症にかかってい

ると推測され、患者数は年々増加傾向です。 

そこで 2/14 の第 2 例会では来賓卓話で、県立広島病院院長で

広島東南 RC 会員の平川勝洋様をお迎えします。ご専門は｢免疫ア

レルギー｣で、｢免疫アレルギー｣の代名詞である｢花粉症｣のお話

をお願いしています。プロジェクターを使いながらユーモアを交

えてとてもわかりやすくお話しをされます。ご自身やご家族で

｢花粉症｣の方がおられる会員の皆様、ぜひお話を聞いて下さい。 

さて本日は、職業奉仕プロジェクトチームと山本会員にお世話を

頂きまして、シェラトングランドホテル広島の職場訪問例会です。

皆様宜しくお願いします。 
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入会月 
古江暢敏会員 平成 20 年 0１月 11 日 

小澤元一会員 平成 23 年 0１月 07 日 

坂本竜二会員 平成 31 年 0１月 18 日 

 

創業月 
吉村元亨会員 昭和 23 年 01 月 15 日 広島県薬業㈱ 

河野綾子会員 平成 26 年 01 月 27 日 オリーブ㈱ 

 

 

幹事会務報告 
（1）休会のお知らせ 

2 月 13 日（木）広島北 RC・広島安佐 RC 

2 月 26 日（木）広島陵北 RC 

（2）例会変更のお知らせ  

    2 月 03 日（月）広島東南 RC 

    2 月 19 日（水）広島東 RC・広島陵北 RC 

（3）ボックス配布物 

・クマヒラさんより“抜粋の綴り” 

・広島 14RC 合同懇親ゴルフ大会ご案内 

ゴルフ：4 月 29 日（水）広島 CC 西条コース 

    懇親会：同日 18:30～ANA クラウンプラザホテル広島 3F 

＊回答がわかる方は、なるべくお帰りの際に受付に提出願 

います。 

・クラブアッセンブリーの出欠が未回答の方には再度解答 

用紙を配布しています。お帰りの際に必ず受付へ提出願 

います。 

（4）お知らせ 

・ロータリー財団・米山奨学記念会寄付確定申告用領収に 

ついて 

2 月会費に同封して郵送いたします。ご確認ください。 

原則再発行は出来ませんので大切に保管してください。 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 松岡理事 

 

ニコニコ箱 
高雄準善会員 

本日の、シェラトングランドホテル広島 職場訪問例会では、

職業奉仕プロジェクトチーム、山本会員、よろしくお願いし

ます。 

田上剛会員 

藤原委員長、山本会員、本日の職場訪問例会をよろしくお願

いいたします。 

河中清会員 

 本日の職場訪問例会、藤原委員長、シェラトングランドホテル

広島の皆さん、よろしくお願いします。 

山本博之会員 

 城南ロータリークラブのコンペ初めて参加させていただきま

した。ありがとうございました。本日の職場訪問，どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

児玉哲也会員 

 山本さん、シェラトングランドホテル広島さん、職場訪問例会

よろしくお願いします。 

吉村元亨会員 

 フィリピン、マングローブ、地球を救う旅から無事帰りました。

東京、福岡、新潟の城南ロータリーの人達と楽しくやってきま

した。 

藤原智昭会員 

 本日の職場訪問例会よろしくお願いいたします。 

バーディー会で優勝できました。 

大畑哲也会員 

 本日は職場訪問例会宜しくお願いいたします。 

計 12,000 円 

 

プログラム 職場訪問 

～ シェラトングランドホテル広島 ～ 

 
藤原職業奉仕プロジェクトチーム 委員長 

     

山本シェラトングランドホテル広島総支配人 
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同好会報告 

バーディー会 

第 152 回バーディー会 

1 月 26 日(日)久井カントリークラブにて。 

優勝は、out41 in36 gross77 HD8.2 net68.8 藤原会員おめでと

うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城南会 

創立 25 周年祝賀会について 

1 月 3 週目、4 週目に分けて全国城南会の「福岡、東京、新発田、

大阪」城南ロータリークラブに 25 周年の案内に行ってまいりま

した。 
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広島城南ＲＣ 出席状況リスト        

2019 年 12 月度             

NO 氏名 6 13 20  ％ NO 氏名 6 13 20  ％ 

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

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

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

4 古江 暢敏 〇 〇 〇  100 29 佐々木優子 〇 〇 △  100 

5 福山 正剛 〇 〇 〇  100 30 坂本 竜二 〇 △ 〇  100 

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

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

8 平井 篤志 〇 〇 〇  100 33 髙雄 準善 〇 〇 〇  100 

9 花島  司 △ 〇 〇  100 34 田上  剛 〇 〇 〇  100 

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

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

12 木本 博之 〇 △ 〇  100 37 戸田 拓夫 □ □ 〇  33 

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

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

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

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

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

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

19 真志田正和 〇 ◎ 〇  133               

20 松田 文雄 〇 〇 〇  100               

21 松岡  博 〇 〇 〇  100 出 席 30 38 34    

22 松本 勝行 〇 〇 〇  100 欠 席 13 5 9    

23 毛利信太郎 △ 〇 ◎  133 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 12 4 9    

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

25 松苗 弥生 △ △ 〇  100 来客者 3 0 1    

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

 


