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第 1170回例会 2020年 09月 04日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
本日ボックス配布した資料でロー

タリー文庫のお知らせ文書が入って

おります。ロータリー文庫とはロー

タリー50 周年記念事業の一つとし

1970年に設立されたロータリアンの

ための資料室です。東京都港区芝公

園にあります。 

1998年より資料をマイクロフィル

ムにより保存を始めましたが、その後デジタル化（PDF 化）して

保存することとなりました。12 月末までに約 5,000 点の資料を

順次公開予定です。 

近い将来、ロータリー文庫を電子図書館とする計画で、今年の

7月 1 日から閲覧にはパスワードが必要となりました。ユーザー

名・パスワードは配布資料に記載されております。皆様のスキル

アップや奉仕プロジェクトの参考に、また卓話のネタ元に積極的

に活用されるようお願いします。 

 

記念日（会員誕生日） 
田上剛会員 20 日  二上真也会員 20 日  

 
連続出席 100％ 
加島文斎会員 3年 

 

幹事会務報告 
（1）レート変更のお知らせ  

9月 1 日より 1 ドル 106円となりました。 

（2）ボックス配布物  

・ロータリーの友誌､ガバナーズレター9 月号 

 

・ロータリー文庫より新年度にあたり各クラブへの文書配信

のお願い 

 

（3）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 竹岡委員長 

（2）「ロータリーの友」8月号の紹介：広報・ロータリーの友誌

委員会 二上委員長 

 

ニコニコ箱 
平井篤志会員 

加島さん本日の卓話よろしくお願いします。竹本さん長い間 

お世話になりありがとうございました。個人的には宇部カント 

リーに連れて行って頂いた事が思い出に残っています。 

福山正剛会員 

本日の卓話、加島委員長よろしくお願いいたします。 

蛭子宗夫会員 

8月 29日(土)に、西 RC、中央 RC、城南 RC の囲碁対抗戦が 

行われました。団体優勝は城南、個人優勝は私でした。 

大畑哲也会員 

プライベートコンペで続けて良い成績でしたので出宝させて 

頂きます。 

加島文斎会員 

本日卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

門田充慶会員 

先日のバーディー会で優勝しました。古江さんからお祝いを 

頂いたので出宝します。 

古江暢敏会員 

門田さん優勝おめでとう。ハンデカットかな？ 

高藤孝一会員 

一昨日、古江さんと水口さんと橋沢さんと横川で飲み良い勝負 

になりました。 

9/22(祝日)岩国にてロータリー親睦野球大会があります。 

MVPにはシェラトン食事券が山本総支配人から出てます。 

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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頑張ります。 

二上真也会員 

先週、金土の 1泊 2 日で長野に行ってきました。コロナが怖い 

ので車で 10時間かけて行きました。次回は飛行機か新幹線で 

行きたいと思います。 

藤井巌会員 

先週欠席しました。今日も皆様、出宝ありがとうございます。 

 

計 12,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ロータリーの社会奉仕について～ 

社会奉仕プロジェクトチーム 加

島文斎委員長 

加島文斎社会奉仕プロジェクト

チーム委員長より、「ロータリーの

社会奉仕について」と題し、卓話を

して頂きました。 

 

 

 

 

  

 

 

第 1171回例会 2021年 09月 11日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
先週の理事会で討議した結果、

今日から例会場のテーブルを円

卓に戻しました。新型コロナウイ

ルス感染症の発生が減少傾向に

あること、例会のキモである親睦

と交流を図るのには円卓が適し

ているとして、全員一致の判断で

す。 

ただし、感染リスクを避けるため以下の点にご留意ください。 

・手洗いの徹底、アルコール消毒 

・間隔の確保 1テーブルに 4人～5人程度 

・食事中の会話は極力さける 

・会話をする際はマスクを着用 

 不測の事態を避けるため、窮屈ではありますが改めてご協力を

お願いします。 

今月は識字率向上・ロータリーの友誌月間です。 

本日の卓話は二上委員長にお願いしております。よろしくお願

いします。 

先週、橋澤会員にロータリーの友誌 9 月号を紹介していただき

ましたが、その後ロータリーの友誌を読んで大変興味をひいた記

事がありましたので紹介させていただきます。縦組の最初の記事、

出口治明氏のスピーチです。 

出口治明氏は日本生命を経てライフネット生命保険を立ち上

げ初代社長に就任、現在は大分にある立命館アジア太平洋大学の

学長、学校法人立命館の副総長に就かれております。経済誌のウ

エブサイトで記事を多く執筆されており、以前から豊富な知識量

と見識に注目しておりました。今年「宗教と哲学全史」を出版し、

早速読んでみました。タイトルからものすごく難しい内容を覚悟

しておりましたが、かなり平易に書かれており、1 週間で読了し

ました。難しいことを難しく書くのはある意味当然ですが、平易

に書くということは大変なことです。 

今回の記事では興味深いことが書かれております。 

1. 問題を考える上で、まずは現状分析が大事 

タテ思考：昔の人はどう考えたか 

ヨコ思考：自分以外の他人、世界中の人がどう考えているか 

算数：エビデンス・データ（ファクト）に基づく分析が肝要 

2. 日本の平成時代の分析 

3. 新しい産業を生み出すカギは 

・女性 

・ダイバーシティ（多様性） 

ロータリーも多様性を謳っている 

・高学歴あるいは勉強 どうすれば → 「人、本、旅」の

社会 

ロータリー活動も「人、本、旅」 

4. 子ども（次世代）をどのように育てるか 

・人と比べるのをやめる→個性を大事に 

・好きなこと（勉強でなくても構わない）は最後までさせる 

執着心を育てる 

・行動してなんぼ  

子どもが一生懸命行動したときは、結果は度外視してひ

たすらほめる。自己肯定感を高める。 

 

これからは個性のとがった人、いわゆる「変態」を大事に育

てることが重要です。しかし、世の中変態ばかりでは成り立

ちません。3 割くらいがちょうどよい？ようです。 

 

記念日（結婚記念月） 
小澤 元一 20日  真志田正和 23日  福山 正剛 30日 

 

 

 

 



2020～2021 年度                                            2020 年 09 月会報 

●本年度会長テーマ● 

「ロータリーとクラブの未来をみんなで考え語り合おう」 

http://hj-rc.jp/ 

3 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

・広島城南 RC ９月例会について（４日メール済み） 

・第３回理事会議事録 

・クリスマス夜間例会についてのアンケート 

  …10 月の理事会にて協議しますので、お帰りの際ご提出

頂くか、来週 18 日の例会までに提出して下さい。 

・会報６月号（希望者）のみ 

 

委員会報告 

(1)出席報告：プログラム･出席委員会 竹岡委員長 

 

ニコニコ箱 
平井篤志会員 

二上委員長、本日は卓話よろしくお願いいたします。やはり

円卓はいいですね。 

児玉哲也会員 

先週の例会、理事会を欠席してすみませんでした。ただただ

の不養生です。自分を過信し過ぎたつけが回って来ました。

痛感しています。福山副幹事有難うございました。 

水口弘士会員 

二上さんがニコニコの発表をされるので記念に出宝させてい

ただきます。 

戸田拓夫会員 

娘が結婚し、11 月末に孫が誕生します。娘婿が東京銀座新ロ

ータリークラブに入会しました。 

橋沢宏弥会員 

前回のロータリー友詩を読み上げるにあたり、現クナーク会長

の名前をポール・ハリス会長と連呼してしまった事を反省し出

宝いたします。 

二上真也会員 

本日、ニコニコ箱の発表とロータリーの友詩の卓話をさせて

いただきます。 

 

計 7,000円 

 

 

愛のコイン箱                  
  

 

3,646 円 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 「ロータリーの友誌」について～ 

広報・ロータリーの友誌委員会 

二上 真也 委員長 

二上信也広報・ロータリーの友誌委員長より、「ロータリーの友

誌ついて」と題し、卓話をして頂きました 

 

 
 

 

第 1172回例会 2020年 09月 18日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
 本日の卓話は松田先生が「ロー

タリー塾について」卓話をいただ

きます。のちの卓話で触れられる

かと存じますが、ロータリー塾は

2013 年の松岡会長年度の時に発

足しました。塾頭は松田先生、塾

長は当時在籍されておられまし

た澤原先生で、卓話や勉強会を実

施、それから「私の目指すロータリアン」と題し作文の宿題があ

りました。22 名の会員から提出があり作文集にして全会員に配

布されました。私もネットからコピーしまくって分量だけは多い

ものを作りましたが、読み返すと赤面の至りです。 

昨日、息子の通う袋町小学校に図書ボランティアでお話会に行

ってきました。朝のホームルームの時間に保護者が自分の子ども

のクラスに行って、10 分程度絵本や紙芝居を読み聞かせるもの

です。妻からの勧めで応募したのですが、父親は私だけでした。 

読み聞かせる絵本は自由に選んでいいとのことで戸惑いまし

たが、落語の絵本があるとのことで、こども図書館で 3冊ほど借

りてきました。最初は「じゅげむ」にしようと考えていたのです

が、2 年生相手では少し難しいのではと思い「初天神」にしまし

た。父親が息子を天神様の縁日に連れていくというストーリーで

親子の掛け合いが面白い話です。 

実際に読み聞かせた感想は・・・もっと稽古が必要でした。図

書ボランティアの応募が少なく、今年度はあと 3回当番がありま

す。もっと稽古してこどもたちに喜んでもらえたらと思います。 
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記念日（配偶者誕生日） 
門田 充慶会員（香里様） 6日 

 

幹事会務報告 
(1)ボックス配布物 

・卓話資料 

・クリスマス夜間例会アンケートを未回答の方に配布してい 

ます。本日が締め切りですので、お帰りの際に必ず受付に 

ご提出ください。 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 竹岡委員長 

 

ニコニコ箱 
広島西南 RC 谷口公啓会員 

いつも会報でお世話になっております。今後ともよろしくお

願い致します。藤井 SAA 長に見詰められたので、出宝させて

いただきます。 

平井篤志会員 

松田先生、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

児玉哲也会員 

松田先生、卓話お願いいたします。 

福山正剛会員 

今月末で結婚 10 周年になります。妻に感謝です。 

松田文雄会員 

本日の卓話よろしくお願い致します。 

古江暢敏会員 

松田先生、本日の卓話よろしくお願い致します。昨日、広島県

オープンゴルフ選手権に出場して撃沈しました。 

大畑哲也会員 

バーディ会で優勝しましたので出宝します。 

山内将会員 

昨日のバーディー会で残念な事に 2 位でした。次回は大畑さ

んに負けないよう 1 位目指して頑張ります。 

橋沢宏弥会員 

この火曜日に大畑さん、高藤さんと野球特訓して来ました。

当日の先発予定の大畑さんに皆様応援宜しくお願いいたしま

す。必ず優勝旗を持って帰ってきます。 

藤井巌会員 

松田先生、本日の卓話宜しくお願い致します。昨日 F 会員と

県オープンゴルフ予選に出ましたが、私も撃沈しました。 

 

計 14,000 円 

 

 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ ロータリー塾について ～ 

松田文雄会員 

松田文雄会員より、「ロータリー塾について」と題して、卓話を

して頂きました。 
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第 1173回例会 2020年 09月 25日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
連休はいかがお過ごしだった

でしょうか。本日の卓話はリレ

ー卓話です。卓話者は大畑さん、

古江さん、二上さんで、三人とも

落語に例えると寄席でトリを張

れる真打クラスです。大変楽し

みにしております。 

さて、本日の会長時間ではま

たまたロータリーの友を取り上げたいと思います。私がロータリ

ーの友の記事の中で着目しておりますのが、横組み記事の最後に

あります「お知らせ」のページです。 

新しく結成したクラブや名称変更したロータリークラブ、ロー

ターアクト、インターアクトが掲載されております。複数のクラ

ブが合併した場合も新しいクラブで紹介されております。最近設

立されたクラブはほぼ月 2 回の例会となっているのが注目です。 

名称変更は 

・合併で名称が変更した自治体の表記に合わせたケース 

・観光地などの名称をクラブ名に入れて所在地をわかりやす 

くするケース 

があります。 

前者は熊本県の本渡 RC が天草 RCに変更、後者は新潟県の新井

RC が新井妙高 RCに、群馬県の草津 RCが草津温泉 RC に変更して

おります。 

2710 地区の江田島 RC は以前は江能 RCでした。江田島、能美、

沖美、大柿の四町が合併して江田島市になったことに起因してお

ります。クラブの名称変更はＪＲの駅名変更と似ているように感

じております。 

また、国際ロータリーを脱退したクラブが小さく掲載されてお

ります。つまりロータリークラブが解散したということです。6

月中に脱退したクラブは 9 クラブありました。 

それと、地区別のクラブ数、会員数が毎月記載されております。

2 月末で日本国内のロータリー会員数は 89,266 人となっており

ましたが、最新 6 月末の会員数は 85,243 人、4,023 人減少して

おります。4.5%の減少です。クラブ数も 2,249 から 2,238 と 11

クラブ減少しております。2710 地区は 3,347 人から 3,294 人と

53 人の減少です。 

日本のロータリーの現状を数字は冷酷に表しております。 

 

入会月の紹介 
吉村 元亨会員 平成21年9月04日 

田中地宏保会員 平成24年9月07日 

加島 文斎会員 平成29年9月01日 

青野 大輔会員 平成 30年 9月 14 日 

 

 

創業月の紹介 
水口 弘士会員  昭和26年9月01日 ㈱水口組 

戸田 拓夫会員  昭和36年9月01日 広島荷役㈱ 

田中地宏保会員  平成05年9月03日 ジー・エム・システム㈱ 

松苗 弥生会員  平成21年9月18日 ㈱クレエ 

 

幹事会務報告 
(1)ボックス配布物 

・休会のご案内 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 竹岡委員長 

 

ニコニコ箱 
平井篤志会員 

大畑さん、古江さん、二上さん本日の卓話よろしくお願い致し 

ます。 

野球同好会の皆さん準優勝おめでとうございます。 

児玉哲也会員 

先日の野球大会準優勝おめでとうございます。 

優勝も夢ではないですね。 

福山正剛会員 

9/22 の野球大会お疲れ様でした。盗塁決めました！ 

大畑哲也会員 

この度ロータリーの野球大会で見事準優勝しました。 

参加した皆さんお疲れ様でした。 

高藤孝一会員 

先日の野球では皆さんお疲れ様でした。 

6 打数 0 安打 3 三振 1 打点、出宝します。 

門田充慶会員 

野球大会決勝戦、最後のバッター外角低めのストレートを見逃 

し三振したので出宝します。 

二上真也会員 

先日のロータリー野球大会の決勝戦でファーストフライを取 

れなかったので出宝します。 

橋沢宏弥会員 

22 日、岩国市民野球場で安田杯があり、おしくも準優勝でし 

た！しかし大畑総監督初め、本当に良いチームで試合が出来ま 

した！！来年のガバナー杯で必ず優勝しましょう。 

藤井巌会員 

先日の野球大会準優勝おめでとうございます。みんながケガ無 

く筋肉痛だけでよかったです。お疲れ様でした。 

 

計 13,000 円 
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プログラム 会員卓話 

～ 自己 PRタイム ～ 

大畑 哲也 会員 

皆さんこんにちは。私が城南

ロータリークラブに入会したの

が、2008年 3 月です。12 年前の

ねずみ年で私の干支になりま

す。当時ロータリーの事は全く

知らずに入りましたので例会で

はいつも緊張していました。 

当時の親睦と言えばやはり、

流川ですね。インフォーマルミーティングと言っては良く飲みに

皆と行きました。しかし、今はコロナ禍で以前の様にインフォー

マルミーティングをする事が難しく成り、親睦も思う様に活動出

来ないのが現状です。 

そんな中で 2 年前に出来た城南野球部がこの度岩国での第 26

回保田杯親睦野球大会で見事準優勝しました。参加クラブ 8チー

ムでのトーナメント方式で行われました。試合は 5 回迄で、60 分

を超えては新しいイニングに入らない。同点の場合はポジション

ごとにジャンケンにより勝敗を決すると言う事です。 

この試合に備えて私も 2 度程 橋沢君、高藤君に練習を付けて

貰いましたが宇品港公園でのキャッチボールやノックなどで 2

日後に相当な筋肉痛が訪れました。温品のバッティングセンター

で練習しましたら右前腕を痛めてしまいました。 

そんな中では有りますが、バーディー会では久し振りのハーフ

39 点が出て優勝する事が出来ました。 

それはさておき、野球大会当日は大型のマイクロバスを借り皆

で試合にいく事しました。マイクロバスまで借りて初戦敗退だけ

は避けたいねなどと話をしながら岩国市民球場へと向かいまし

た。球場に付いた時は既に他のクラブが試合をしていましたがか

なりのレベルにこれは手強いぞと思いました。それぞれが支度し

準備運動やキャッチボールなどしながら試合に備えました。 

初戦は山口の光 RC です。応援に来てくれた橋沢君のチームメ

イトのピッチャー平川君が完全試合し打っては二上君の満塁で

の走者一掃のヒットを含めた全 4打点を上げ快勝しました。 

準決勝は柳井西 RC との試合でした。ピッチャーの平川君が審

判の厳しい判定にもめげずにこの試合も完封してくれました。打

つ方も皆の活躍で初戦同様 4得点でした。 

決勝はいつもお世話になっている広島陵北 RC です。広島陵北

RC はここまで強敵を倒して来ただけあってとても強くピッチャ

ーの平川君も 3試合めで疲れも出て来ていました。結局 2対 0 で

負けましたが本当に 3試合とも素晴らしい試合でした。 

試合内容も珍プレイ有り、ファインプレー有り、見ていても 

1 日がとても速く感じました。皆さんにも親睦を深める意味でも

見に来るだけでも良いので是非参加し応援して頂きたいと思い

ます。 

 

 

古江 暢敏 会員 

 

 

 

二上 真也会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


