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第 1193回例会 2021年 05月 14日 

<< Web例会 >> 

会長時間 ： 平井篤志会長 
広島も新型コロナの感染者

数が爆発的に増えており、8

日より再度の感染拡大防止集

中対策が発出されました。ご

存じの通り県全体で人と人と

の接触を 8 割削減すること、

そのために外出を半分に削減

することが要請されておりま

す。 

16日より 31日まで緊急事態宣言の対象地域となることが決定

されました。 

前回の集中対策期間中 2 か月程度例会を休会しましたが、多

くの会員から例会に出席する習慣が失われロータリーが日常か

ら遠ざかってしまった、何らかの情報発信が必要との声が寄せ

られておりました。 

理事役員の間で今後同様のケースが生じた場合はオンライン

を利用した情報発信を行いたいと考えており、当初は本日の例

会でオンライン配信のトライアルを行う予定にしておりました。 

ところが予想以上のハイペースで感染が広がったため、急遽

持ち回り理事会でオンライン例会を行うことが承認され、本日

実施に至っております。 

一部の会員からは事前の周知や説明不足との指摘があり、見

切り発車は否定できません。この点についてはお詫び申し上げ

ます。 

ただ、感染拡大防止に協力しなければいけないこと、この状

況下でもロータリーの発信を行うことは必要であると考えまし

た。今回のオンライン例会は緊急避難措置であることをご理解

いただければと思います。 

感染が治まったあとに今後同様のケースが発生した場合、オ

ンライン例会を引き続き行うのか、または他の方法を検討する

のか、会員の意見も参考にしつつ次年度以降に方針を検討して

いただきたいと思います。 

ただ、オンラインの活用はクナーク RＩ会長、脇ガバナーか

らも要請されており、長期的には積極的に導入すべきと感じて

おります。今回はシェラトンホテル、児玉幹事、福山副幹事を

始めとした理事役員、ＳＡＡ、親睦活動委員会の皆様の協力で

行っております。 

費用面を心配する声もありますが、費用は発生しておりませ

ん。カメラ等機材は会員のものを持ち寄っておりますし、アプ

リは基本無料です。 

初めてのことでございますので不具合や至らない点があるか

と思いますが、ロータリアンの友愛と寛容の精神でご容赦いた

だければ幸いです。 

皆様のご意見や感想をいただき、より良い例会にしたいと考

えております。忌憚のない声を寄せていただきますようお願い

します。 

 

記念日（会員誕生日） 
木本 博之 会員 13 日 

松田 文雄 会員 24 日 

真志田正和 会員 31 日 

 

連続出席 100％ 
平井 篤志 会員 15 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 

・5月 1日より 1ドル 109円になりました。（4月 110円） 

(2) お知らせ 

・地区大会について 

   5月16日（日)13時からオンライン配信にて開催予定 

でしたが、中止になりましたので、web参加者の方は 

お間違えないようにお願い致します。 

  ・13:30～定例理事会が引き続き例会場で開催されますの 

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 水口副会長 

 
 
 

会長／平井篤志   副会長／水口弘士    幹事／児玉哲也    副幹事／福山正剛   クラブ会報編集委員長／青野大輔 

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 

～ Web例会について ～ 

参加者によるリレー卓話を行いました。 

 

＊Web 例会とは言え、会長・幹事以下、主要メンバーは例会場

に集合しております。 

 

 

 
 

 

第 1194回例会 2021年 05月 21日 

<< Web例会 >> 

会長時間 ： 平井篤志会長 
 本日は 2回目のオンライン例会

です。先週は初めてのオンライ

ン例会でした。直前に決定した

こと、使い方が周知されていな

かったことからリアルタイムで

の出席者は多くはありませんで

した。 

 例会はデータで保存されてお

り、会員限定公開で youtube にアップされました。昨晩まで 32

回閲覧されておりますので、多くの会員が視聴していたようで

す。 

 例会終了後、福山副幹事を中心に各会員にオンライン例会の

参加フォローをしていただきました。お忙しい中ありがとうご

ざいます。アプリのインストールや使い方を個別にレクチャー

する予定です。緊急事態が収束しシェラトンホテルで皆様が再

び集うまではオンライン上で集まればと思いますので、よろし

くお願いします。 

さて、城南 RC のオンライン例会は Zoom Meetings という Web

会議システムを用いております。昨年以来 Web 会議システムは

急速に認知されましたが、Zoom は日米ともにシェア 1 位のシス

テムで日本でのシェアは 30％、米国では 48％とのことです。 

 参加可能人数は最大 100 名で、無料プランでは 1 つの会議室

に最大 40 分まで利用できます。比較的簡単に利用可能でハード

ルが高くないこと、シェア 1 位で利用者が多いのがメリットで

す。学校のオンライン授業では Zoom を利用しております。 

 Zoom のほかにも色々なＷeb 会議システムがあります。日本で

は Zoom の次にシェアが高いのは Skype ですが米国では

Microsoft Teamsとのことです。 

 セキュリティがしっかりしてプロの評価が高いのは Cisco 

Webex Meeting です。 

また、Google も GoogleMeet をリリースしております。普段

Google をよく利用している人には使い勝手がいいようです。 

 私も顧問先のミーティングをいくつかオンラインで行いまし

たが、Zoom か Skype のいずれかを利用しました。またオンライ

ンを使った営業活動も増え、昨年から数社プレゼンを受けまし

た。今までの営業だと何度も訪問してまず顔と名前を覚えても

らい、それから商品やサービスのプレゼンを行っておりました

が、オンラインだといきなりプレゼンを受けることとなります。

これから営業のやり方は変わっていくのではと思います。 

本日のプログラムは大西会員に新会員自己紹介をいただく予

定でしたが、例会再開後皆様の眼前で改めて行うこととし、本

日は急遽松本会員に卓話をお願いすることとしました。 

本日はよろしくお願いします。 

＊2019-2020 年度例会年間 100％出席達成者 表彰状披露 
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記念日（会員結婚記念日） 
平井 篤志 会員 05 日 

津田 真幸 会員  28 日(銀婚式) 

 

幹事会務報告 
(1) お知らせ 

・6月 4 日の例会について 

 メールでご案内した通り、持ち回り理事会において、 

web例会で開催することが承認されました。 

・例会終了後、次年度理事会が引き続き「水輝」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 水口副会長 

 

プログラム 会員卓話 

～ 私の人生に大きな指針を与えてくれた人達 ～ 

松本勝行会員 

皆様今日は。私は昭和 19年生れ

満 77歳（喜寿）を迎えました。何

人かの先輩が去られ正木先生に次い

で 2 番目の高齢者となりました。 

2018 年平成 30年 7 月～平成 31

年・令和元年と年号が変わった年に

会長を務めさせて頂き、例会場の移

転を皆様の御協力で無事に行うこと

が出来ました。新型コロナの影響も有りメルパルクは、多少の

宿泊者が有る程度で飲食の部分は全面閉鎖の様です。当時数名

の方々の反対はあったものの結果的には良かったのではないか

と思われます。 

プログラム・出席委員長の竹岡さんから、17 日（月）に連絡

が有り、次の例会の卓話をするように言われ，出てまいりまし

た。 

新型コロナは第 4 波を迎え首都圏を初め主要地方都市に拡散

し、広島県も蔓延防止等重点措置の予定が、専門家の意見でよ

り強い対策「緊急事態宣言」となり、31日迄と延長飲食店・商

業施設に大きな影響が発生した。私も趣味で行っている民謡が

40 年の節目となり、第 40 回広島県民謡連合会を安佐南区民セ

ンターで行うべく準備を重ねたが、この度の宣言で昨年に続い

て 2 回目の中止延期を余儀なくされ誠に残念至極であった。 

本日の卓話テーマは「私の人生に大きな指針を与えてくれた

人達」4 名故人なので、実名で話します。 

１ 松本代五郎（明治 7 年生）私の祖父です。松本家に男子

が居なかった為，隣村の親戚の次男が養子として来ました。こ

の頃の時代背景として、広島県は他県に比べて面積は広いので

すが、平地（耕作地）が少なくその割に人口が多かった。長男

に生まれたらその家を継承するが、次男・三男は自分の生涯の

生計を立てる仕事が皆無であった。その為海外に仕事を求め

て、ハワイ・アメリカ・南米に移民し大変苦労してきた。祖父

も養子で入籍しながら、単身でアメリカに渡り、農場の手伝

い・クリーニング店等 10年余辛抱し帰国した。私は姉弟が多

く、姉が 2 人・私が長男で弟が 3人の 6 人兄弟の為、親は手が

廻らず，日頃は祖父が面倒を見てくれた。耕作に必要な牛を飼

っていた為、稲わらを切って飼い葉にする作業を学校から帰宅

すると手伝った。 

その折祖父が話してくれた。永い人生多くの事に直面するが

辛抱強く，真面目に、陰ひなたなく働くこと。又近くの寺で法

話が有れば連れて行かれ、正面で聞いた。成人して就職して

も、大きな心の支えとなった。最近いじめとか嫌がらせで自殺

する人が居るが、宗教的には最も罪の重い事で、人間としてこ

の世に生まれて来ることは大変稀有な事であり、人間に生まれ

たことを、心から喜び、与えられた生涯を全うすることが本当

に大切であると教えられた。 

2 下平辰之助氏（大正 3 年生）私の兄弟の 3 男を養子に貰い

受け、立派に成人させてくれた人で、大手生命保険会社の中国

支社長をされた。私が地元の建設会社に就職して、経験も乏し

く駆け出しのころ、自宅の新築を任され設計から施工と苦労し

ながら竣工させた。多くの人達と交流が有った人で、物事の知

識が豊富で、知らないことはない位良く理解されていた。多く

の人から難しい事柄の相談を受け、的確に解決できる能力を兼

ね備えた人であった。 

休日に訪問すると NHKの大河ドラマを放映していた。主人公

の生い立ち、考え方、ストーリーもほぼ理解され解説してくれ

た。以降私も大河ドラマのファンになった。晩年に西区庚午に

賃貸の共同住宅を施工させてもらった。齢を取ったらアパート

の管理人でもするよと言われていたが、自分の人生設計をきっ

ちり考えていた人でした。 

3 浮田完氏（大正 12 年生）「むすびのむさし」創業者。昭和

42 年太田川放水路に面した敷地に社員寮を建設する仕事が有り

現場で施工を担当した。熱心な方で度々現場に来られ、「これは

何の作業か」とよく聞かれた。竣工して完成引き渡しの折、玄

関ホールに紅白の紙テープを張り、はさみを 2 個用意し、夫婦

でテープカットをして頂いた。この寸度した事に大変喜ばれ

た。 

昭和 54 年中区榎町（土橋）に本店を建設することになり、設

計と現場施工管理を担当することになった。日中は店の管理に

出られ、設計の打ち合わせは夜間に自宅で行った。熱心に話さ

れ明け方の 4時 5 時になることも多く有った。 

神戸の異人館の通りに印象に残る店が有るので行こうと言わ

れ同行した。欅材の床板に、古い蔵の中の荷刷り木を模写した

内装で、何となく落ち着ける雰囲気が醸し出されており参考に

した。無事に完成引き渡し、12月 8 日開店された。 

その後広島空港の出店検討の折には、新幹線の岡山駅で乗り

換え高松空港に行き店の様子を視察、すぐ大阪伊丹空港に飛

び、空港の店を見て、宮崎空港に飛び店を見て、その日のうち
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に鹿児島空港まで行き、次の日に空港の店を見て帰広、空港利

用者は行く前に利用するか？帰った時利用するか？乗降客はど

の位か？状況を判断され、広島空港は出店断念された。物事の

判断は現場を見る事が、最も的確な判断になると言われてい

た。現在ご子息が安佐ロータリークラブのメンバーで活躍され

ています。 

4 山仲一二氏（大正 11 年生）トーホー株式会社代表取締役 

私が以前勤務していた会社の代表者と山仲氏が同じライオンズ

クラブのご縁で、建設したガラスの里は昭和 59 年 4月オープン

し 34年間継続され、平成 30年 12 月閉館された。 

この方は海軍に所属され、大きな海戦を戦い抜いて生還され

た人で、柔和な表情にも筋の通った厳しさを持っておられた。

復員後体一つで、発砲スチロールの製品を製作するなどを経

て、ガラスのビーズ製造を始められた。 

ガラスの原料は珪砂を高温で溶かせて製品に加工するが、冷

却の途中で微妙な温度変化を旨くクリヤーしないと、製品にな

らない。東南アジアなどで製造した花瓶が水を入れて花を活け

ていると、突然破裂して壊れ製品価値が無いものが有るよう

に、この徐冷の工程で、欧州では木材の灰の中に製品を入れて

徐々に冷やして良い製品を作っていた。ビーズの製造に情熱を

注がれ、品質の良いものでないと商品価値にならないと研究を

重ねられ、日本ではトップの生産量を維持され、米国・欧州に

輸出されている。ビーズは色付けが難しく、淡い色の多くが必

要なので常に研究が欠かせないと言われていた。 

安佐北区の可部に広い面積の工場を所有されており、国道に

面し最も良い場所を空けておられた。ここにガラスの里の本館

を建てたいと言われた。何を作るか決めていない時、将来必ず

必要な場所が居ることになるので残しておいたと言われた。全

国にたくさんある記念館を参考に、計画・設計・施工をし、昭

和 59年 4 月にオープンした。マスコミも大々的に報道し、多く

の人が訪れた。 

平成の初め皇室の方が訪問されることが決まったので、至急

に迎賓館を作りたいと言われ、最も良い場所に、高級感のある

建物を 3ケ月余で完成させた。イタリアのベネチアの市長が訪

問され、見学後ガラスの製造に関連する施設の要望が有りベネ

チア館の計画が出て、イタリアに調査に行きベネチア広場にあ

る建物を参考に設計・施工した。この施設も思い付きでなく、

長い間構想を練って作り上げたもので、多くの皆さんに楽しん

でもらいながらガラスに関心を持って頂きたいと言われてい

た。山仲社長のお孫様が広島東南ロータリーで活躍されていま

す。 

少し長くなりましたが、以上にします。ご静聴有難うござい

ました。 

 

 

 

 

第 1195回例会 2021年 05月 28日 

<< Web例会 >> 

会長時間 ： 平井篤志会長 
 緊急事態宣言は当初今月末まで

の予定で、6月11日から通常通り

の例会を再開する方針としてお

り、皆様にメールでご案内も行っ

ておりました。 

しかし、感染症は収まる気配が

なく、政府は来月 20 日まで延長

の方針を固めたとの報道がありま

した。その場合はあらためて理事会で協議ということになりま

すが、6 月第三例会まではオンライン例会を継続することとな

ろうかと思われます。 

6 月 25 日が今年度の最終例会ですが、皆様のお顔を拝見して

古江次年度会長に点鐘を引き継げるかどうかはまさに神のみぞ

知る状況です。 

5-6 月はロータリー以外の諸団体の総会が多い時期ですが、

ほとんどの総会や会合は中止かオンライン配信となりました。 

私の所属する中国税理士会広島西支部は研修・総会はオンラ

イン配信となりましたが、オンラインで視聴できない会員のた

めに税理士会館の講堂で視聴することも可能です。 

税理士は年 36 時間の研修受講が義務となっており、そのため

に多くの研修会を実施しております。昨年からほとんどの研修

が中止となり、ライブ配信または録画配信となっております。

録画配信は時間に縛られずに自分の都合の良い時間に受講でき

ること、聞き逃した場合は戻って再度確認できるのでかえって

便利になりました。 

研修を受講したどうかの確認は、研修の最後に 4 桁の数字が

表示され、各自がその数字を入力して登録します。 

先日ご案内がありましたが、5 月 25 日に開催された「日本の

ロータリー100 周年を祝う会記念式典・祝賀会」の様子が

youtube の限定公開で配信されております。配信時間が 4 時間 6

分ですので全部視聴するのは時間の余裕がない限り困難です。 

パネルディスカッション「日本ロータリー100 周年を振り返

りこれからの日本のロータリーを想う」が特に興味深いプログ

ラムです。公開は 2 週間程度とのことですので、お早目に視聴

をおすすめします。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
竹岡龍太郎 会員（竹岡 麻里 様） 08 日 

花島  司 会員（花島  都 様） 14 日 

 

幹事会務報告 
１．お知らせ  

・次週の例会について 

次週6月4日の例会もweb例会で開催致します。 

後日詳細はご案内致します。 
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・6月分会費請求書について 

 ６月４日理事会にて諮った後、請求書を発送しますの 

で、宜しくお願い致します。 

下さい。訂正がない場合も必ず提出下さい。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 水口副会長 

 

プログラム 会員卓話 

～ 次年度について ～ 

古江暢敏 次年度会長 

福山正剛 次年度幹事 

次年度の運営方針・計画、その他について、次年度会長の古江

暢敏会員、次年度幹事の福山正剛会員より次年度方針や目標

等、お話しをして頂きました。 

 

 

 

入会月 
平井 篤志 会員 平成 18 年 05月 12日 

 

 

 

創業月 
小澤元一 会員  昭和 39年 05月 01日 

新光プレス紙工業㈱ 

河中清  会員  昭和 39年 05月 29日 

山陽鍍金工業㈱ 

竹村有右 会員  平成 10年 05月 01日 

㈱クロガネコミュニケーションズ 

加島文斎 会員  平成 15年 05月 08日 

㈱サイワ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


