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第 1174回例会 2020年 10月 02日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
10 月は「地域社会の経済発展

月間」ですが、日本独自の月間テ

ーマ「米山月間」が設定されてお

ります。ということで、本日の卓

話は小澤米山奨学委員長にお願

いしております。ハサン君にも

スピーチをしていただくことに

なっております。楽しみにしております。 

ハサン君の出身はバングラデシュ人民共和国です。バングラデ

シュは「ベンガル人の国」を意味しております。もともとは英領

インドの一部でしたが 1947 年に英領インドが独立した際、イス

ラム教地域が東西パキスタンとして分離独立しました。そして

1971 年にパキスタンから独立した国家です。首都はダッカ、面

積は約 147,000 ㎢で日本の 38%です（日本は約 377,900 ㎢）。人

口は 159,400 千人で世界第 7位、都市国家を除き最も人口密度の

高い国です。労働力の豊富さや低い労働コストから製造業の進出

が著しく、新興国として期待される next11（※）の 1 つの国家

です。 

（※）ゴールドマンサックスが提唱した新興国のグループで、他の 10か国はイラン、インドネ

シア、エジプト、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、ベトナム、メキシコ、韓国。 

国旗は緑地に赤い円で日本国の国旗と似たデザインです。緑地

は豊かな大地を、赤い円は日本と同じく昇りゆく太陽を表してお

ります。赤い円は中心よりはやや左に寄っております。 

国土の大部分が広島市中心部と同じデルタ地帯で稲作には適

しておりますが、低地のため河川が氾濫しやすく、毎年のように

洪水やサイクロンの被害に見舞われております。 

My Rotaryで公式名簿を検索したところ、バングラデシュは 2

地区に分かれており第 3281 地区は 488 クラブ、第 3282 地区は

339クラブあるようです。 

日本から首都のダッカに向かうには直行便はありません。格安

航空券を検索すると香港、バンコク、クアラルンプールかドバイ

で乗り換えます。乗継時間を含め最短でも 18 時間近くかかりま

す。往復運賃は最安で 150,000 円弱のようです。 

普段はあまり意識することが少ない国ですが、ハサン君とのご

縁をいただき、少しでも関心を持つことができれば幸いです。 

 

記念日（会員誕生日） 
水口弘士会員   1 日  津田真幸会員 19 日  

平井篤志会員 31 日 

 

連続出席 100％ 
髙雄準善会員 17 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 

  ・10 月 1日より、1 ドル 105円になりました。（9月 106円） 

（2）ボックス配布物 

  ・米山記念奨学会豆辞典 

  ・ロータリーの友誌、ガバナーズレター10月号 

(3) お知らせ 

・例会終了後、定例理事会が 4階「渚」にて開催されます。 

・関係者の方はご出席をお願い致します。 

 
委員会報告 
（1）出席報告：プログラム･出席委員会 山内理事 

（2）「ロータリーの友」10 月号の紹介：広報・ロータリーの友誌

委員会 山本委員 

 
ニコニコ箱 
平井篤志会員 

小澤さん、ハサン君本日の卓話よろしくお願い致します。 

10 月誕生日で 58歳になります。 

児玉哲也会員 

小澤さん、ハサン君本日の卓話よろしくお願い致します。 

水口弘士会員 

昨日 46 歳になりました。自宅で一人で楽しくお祝いしました。 

 

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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福山正剛会員 

昨日は妻の誕生日でささやかなお祝いをしました。 

同じ誕生日の水口さんもおめでとうございます。 

小澤さん、ハサン君本日の卓話よろしくお願い致します。 

戸田拓夫会員 

広島経済レポート 9/24号 25ページ「スポーツ応援談」に 

記事が掲載されました。 

正木英生会員 

コロナ騒動で集会自粛の折り、私の為に有志の方々が米寿 

のお祝いをして頂き感謝しております。 

ありがとうございました。 

大畑哲也会員 

プライベートコンペで優勝しましたので出宝します。 

門田充慶会員 

本日の卓話は米山奨学委員会です。小澤委員長、ハサン君 

よろしくお願いいたします。 

小澤元一会員 

お久しぶりです。本日の卓話よろしくお願いいたします。 

ハサン君よろしくお願いいたします。 

橋沢宏弥会員 

9/28 から GoTo 勝負 in 熊本へ水口さん、高藤さんと試合をし 

て来ました。見事 9 回完封できました。 

先日改めてロータリーの強い縁を感じました。戸田さんありが 

とうございました。しかし事件が起きました。 

計 22,000 円 

 

プログラム 会員・米山奨学生卓話 

～ 米山奨学委員会 ～ 

米山奨学委員会 小澤元一委員長 

米山奨学生 ハサン・サッビル氏 

小澤元一米山奨学委員会委員長より、米山奨学委員会につい

ての説明その他、そして米山奨学生のハサン・サッビルさん

より近況報告などをお話し頂きました。 

 

 

 

 

 

 

第 1175回例会 2020年 10月 09日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
10 月は、ロータリーの「経済と地域

社会の発展月間」です。グローバル補

助金は次の６つの重点分野のいずれ

かに該当することが補助金を受ける

ための要件となっております。 

① 平和と紛争予防・解決 

② 疾病予防と治療 

③ 水と衛生 

④ 母子の健康 

⑤ 基本的教育と識字率向上 

⑥ 経済と地域社会の発展 

仕事があっても１日１ドル 90 セント（約 220 円）未満の生活

を送る人々が全世界で約 8 億人いると言われています。ロータリ

アンは、こうした人々に生産的かつ十分な仕事の機会をつくり、

経済と地域社会の発展を目指す奉仕プロジェクトを実施してお

り、これがロータリーの６つの重点分野の一つとなっています。

貧しい地域で、特に女性をはじめ、地元起業家や地域リーダーの

育成を応援しています。ロータリアンは「人」に投資し、地域社

会や人々の暮らしに持続可能で測定可能な改善をもたらし、地域

社会の経済発展を促すため、 

⚫ 「貧しい地域社会の経済発展を促すための人々の能力・

スキル向上」 

⚫ 「生産性の高い仕事の創出」 

⚫ 「支援が行き届いていない地域社会での貧困の削減」 

⚫ 「経済と地域社会の発展に関連した仕事で活躍してい

くことを目指す専門職業人のための奨学金支援」 

など、世界の各地でさまざまな取り組みを実施しています。い

くつかプロジェクトを紹介します。 

 

・ 貧困の連鎖を断ち切るための女性への支援（グアテマラ） 

僻地にする女性の多くは融資を受けるための担保がない 

女性たちが共同出資して小口融資プログラムを開始でき

るよう地元の 400 人の女性を対象に金融リテラシーの研

修を実施 

・ 農村支援プロジェクト（カメルーン） 

西カメルーンでは、土壌侵食と土壌劣化のために収穫が

大きく減少 

土壌を肥沃にし、土壌侵食を食い止め、農産物を市場に

出荷するために必要なスキルを農家に指導 

・ 小口融資（マイクロローン）（エクアドル） 

250口以上のマイクロローンを融資しつつ、地元住民 270

人を対象に裁縫、パン焼き、配管、マイクロクレジット、

経営管理、リーダーシップに関する研修を実施 

・ 持続可能な農業の試み（米国） 

アーカンソー州利リトルロックで小規模農業モデルの支
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援団体と連携し、環境に優しい農業と健康的な野菜生産

を支援 

・ ソーラーライト設置（米国） 

米国最大の先住民（ナバホ族）保留地で、電気が行き届

かない僻地の家庭にソーラーライトを設置する活動 

 注目していただきたいのは、ロータリーの奉仕活動は単に寄付

をするだけでなく、地域社会のリーダーを育成して住民への指導、

新ビジネス立ち上げの支援、経営方法の支援を通じて地域住民が

自立するためのお手伝いを行うことにあります。ハードルは高い

と思いますが、これもロータリーの活動の一環です。皆様も興味

を持っていただきたいと思います。 

 

記念日（会員結婚記念日） 
髙雄準善会員 01 日  河野隆会員  07 日 

松本勝行会員 15 日   戸田拓夫会員 20 日 

田中地宏保会員  30 日 

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

・ 10月例会について 

・ 第４回理事会議事録 

（2）回覧物 

・ ロータリーカレンダーについて 

・ 本年度も 1 部は職業奉仕プロジェクトチームより全会員

に配布します。1 部以上欲しい方は部数を回覧板にご記入

下さい。 

（3）お知らせ 

例会終了後、指名委員会が 4Ｆ「渚」にて開催されますので、

関係者の方は、ご出席をお願いします。 

 

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 

 

ニコニコ箱 
平井篤志会員 

大西さんようこそいらっしゃいました。吉村さん本日の卓話よ

ろしくお願いします。 

水口弘士会員 

大西様、本日はようこそお越しくださいました。 

児玉哲也会員 

大西様、ようこそいらっしゃいました。今後ともよろしくお願 

いいたします。 

福山正剛会員 

吉村委員長、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

大西様よくお越しくださいました。 

吉村元亨会員 

本日の卓話します。よろしくお願いいたします。 

髙雄準善会員 

大西様、ようこそお越しくださいました。 

なんとか 37回目の結婚記念日を迎える事ができました。 

古江暢敏会員 

大西さん、ようこそお越しくださいました。これからもよろし 

くお願いします。 

クラチャンの予選を通過したので頑張ります。 

高藤孝一会員 

先週の野球同好会打ち上げで大畑総監督より、賞を頂きました。 

MVPは二上さん(シェラトン食事券)楽しい打ち上げでした。 

ありがとうございました。 

山本博之会員 

10 月 4日鷹の巣ゴルフクラブでベストスコア 69 がでました 

ので出宝します。 

藤井巌会員 

大西様、ようこそお越しくださいました。 

吉村さん卓話よろしくお願いいたします。 

山本さん、ベストスコアおめでとうございます。 

 

計 13,000 円 

 

愛のコイン箱                  
 

 

 

4,575 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ ロータリー深堀 ～ 

ロータリー情報委員会 吉村元亨委員長 

 

 

吉村元亨ロータリー情報委員長より、ロータリーに関する情報

を視点を変えてお話し頂きました。 
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第 1176回例会 2020年 10月 16日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
 本日の卓話は、松田会員に「コロナ

禍あれこれ」と題して卓話をお願いし

ております。よろしくお願いします。 

毎年 10月 24日は「世界ポリオデー」

です。この日は世界中のロータリアン

がポリオ撲滅に向けての様々な活動

を実施し、ポリオ撲滅活動を広く世の

中に認識してもらうことを目的としております。昨年は 5600 件

以上のイベントが実施されました。 

ポリオとは、ポリオウイルスによる感染症で小児麻痺とも呼ば

れております。人から人に感染します。5 歳以下の子どもがかか

ることが多く、小児の死亡率は約 4%とのことです。ウイルスが

脊髄に感染して重症化すると手足に麻痺が発生し一生直らなく

なる後遺症が残ります。後遺症が残っていなくても、加齢に伴い

症状が現れることもあります。 

 日本では 1960 年代に大流行が起こり、私の同級生にも麻痺が

残っていた人がおりました。1962年から集団予防接種を推進し、

1980 年に野生株ポリオは根絶されました。現在は四種混合ワク

チンで赤ちゃんに予防接種をしております。 

ポリオウイルスはヒトのみが宿主（しゅくしゅ）で天然痘に次い

で根絶が可能です。8 月にアフリカ全土でポリオが根絶されたこ

とが WHOから宣言され、残るはアフガニスタンとパキスタンの 2

か国となりました。過去 30 年で 99.9%減少しておりますが、根

絶をしないとヒトは移動し、ウイルスがまき散らされる可能性が

あります。多くはコロナウイルスと同じで無症状の感染者とのこ

とですので油断は禁物です。 

活動は毎年 4 億人以上の子どもに予防接種（経口生ポリオワク

チン）を実施、サーベイランス（監視システム）の向上、保健従

事者への雇用があります。残る 2 か国の撲滅はなかなか困難で

す。イスラム武装勢力がポリオワクチン接種に従事する人々を殺

害する妨害活動が続いております。米軍がアルカイーダのビンラ

ディン容疑者を殺害するのに、米軍は予防接種の活動と偽って極

秘調査を行い居場所を特定したことがあったとされているから

です。また、宗教指導者が予防接種を不妊の原因と主張し、子ど

もに予防接種をさせない親もいるとのことです。 

ポリオ撲滅には医療活動にとどまらず、政治・外交・社会的働

きかけも必要です。ポリオが撲滅することにより、他の疾病への

対応が充実すること、また医療費やポリオ撲滅に投下された資金

を他に振り替えることが可能になります。ポリオ根絶の活動に理

解と協力をぜひお願いします。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
福山正剛会員（福山真由子様）0 １日 

田上剛会員 （田上誠子様） 05 日 

高藤孝一会員 （高藤祐子様） 06 日 

藤井巌会員 （藤井美智子様） 11 日 

幹事会務報告 
(1) ボックス配布物 

・卓話資料 

(2) 回覧物 

 ・先週に引き続いて、ロータリーカレンダーについて 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 松田会員 

 

ニコニコ箱 
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。 

水口弘士会員 

最近早朝のウォーキングが日課になってきました。 

児玉哲也会員 

松田さんコロナ禍あれこれおもしろい話をお願いします。 

福山正剛会員 

松田先生、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

松田文雄会員 

本日の卓話します。よろしくお願いいたします。 

蛭子宗夫会員 

先週、正木クリニックで点滴をうけて日曜日のクラチャン決勝 

に臨みましたが残念ながら 2位でした。 

古江暢敏会員 

いつもお世話になります。先週の日曜日、鷹の巣ゴルフクラブ 

チャンピオン杯決勝に初めて参加させてもらいました。 

予選ラウンド 45・44＝89 

決勝１ラウンド 45・44＝89、決勝 2 ラウンド 45・44＝89 

すべて 45・44＝89で結果 15人中 14 位。疲れました。 

また来年頑張ります。そして蛭子会員、準優勝おめでとう 

ございます。 

門田充慶会員 

今日も古江さんが面白かったので出宝します。 

高藤孝一会員 

明日、大進で「七五三」の撮影です。次女 7 才、早いです。 

山内将会員 

GoTo イートが始まり予約が少しではありますが入ってくる 

ようになりました。でも始まった初日に早速 1 件ではあります 

が、飲み物を水でキッチリ 1人 1000 円で帰られた「やから」 

が来店され広島にもこういう人がいるんだなぁと思い少し 

ガッカリでした。 

河中清会員 

久しぶりに流川に出ました。記憶がなくなるくらい飲んでしま 

って妻におこられたので出宝します。 

計 15,000 円 
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プログラム 会員卓話 

～ コロナ禍あれこれ ～ 

松田文雄会員 
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第 1177回例会 2020年 10月 23日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
本日は先ほどまで息子の小学

校の運動会が開催されました。

早朝まで降雨のため 1 時間遅れ

のスタート、途中で抜けて例会

に出席しました。新型コロナウ

イルス感染症の影響で 30%の学

校で運動会が中止となりました

が、無事開催することができま

した。 

例年は土曜日に開催され、町内会との共催で盛大に行われるの

ですが、今年は半日のみの開催で応援も原則保護者のみのこじん

まりとした運動会でした。競技も各学年 2つで、組体操やダンス

などはありませんでしたが、児童たちは楽しそうにしておりまし

た。 

最近流行しているものといえば映画「鬼滅の刃」ですね。私は

あまりよく知らないのですが、家族のため web で映画館を予約し

ようとしましたが、アクセスが集中してまったくサイトにつなが

りません。結局映画館まで出向きチケットをゲットしました。妻

と息子が観に行きましたが、妻は「大変感動した」と泣きはらし

た目で 30 分以上魅力を語られました。 

 

入会月 
津田真幸会員 平成７年 10月６日 

髙雄準善会員 平成 15 年 10 月３日 

 

創業月 
真志田正和会員 昭和 21 年 10 月１日 ㈱広興工産 

藤原智昭会員 昭和 53 年 10 月４日 ㈲協栄 

河野隆会員 昭和 55 年 10 月１日 

広島総合公認会計士共同事務所 

大畑哲也会員 昭和 63 年 10 月１日 ㈱大畑設備 

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

卓話資料 

（2）お知らせ 

・次週 10月 30日は休会になります。次回の例会は 11 月 

６日になりますので、お間違えないようお願い致します。 

・例会終了後、指名委員会が４Ｆロビーにて開催されます 

ので、関係者の方はご出席お願いします。 

はご出席願います。 

 

委員会報告 
(1)プログラム･出席委員会 竹岡委員長 
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ニコニコ箱 
平井篤志会員 

田中さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

本日は手ぶらで例会に来ました。 

水口弘士会員 

最近飲み過ぎたら安全装置が働いてすぐに落ちるようになり 

ました。 

児玉哲也会員 

田中さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

福山正剛会員 

田中会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

田中清峰会員 

本日の卓話をさせて頂きます。 

来週のプロ野球ドラフト会議に卒業生が指名を待っています。 

夢が叶う事を願っています。 

山本博之会員 

ホテルから“おせち”と“クリスマスケーキ”の宣伝をさせて 

頂きました。宜しくお願い致します。 

橋沢宏弥会員 

21 日(水)に勝負の会がありました。結果は水口さん、 

高藤さん 7 回コールド負け、途中、古江さん、巌さん、 

門田さんと会いましたが試合になりませんでした。 

また試合したいです。 

高藤孝一会員 

橋沢さん水口さん、との勝負の会（全員負け）のあと古江さん、 

巌さんに多大なご迷惑をおかけしました。申し訳ございません。 

藤井巌会員 

田中会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

先日古江さんと飲みにいくと山内さん、門田さんに会い 

その後橋沢さんと高藤さんに会い楽しく飲みました。 

高藤さんいつもご指導ありがとうございます。 

計 11,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ コロナ禍での学校現場 ～ 

田中清峰会員 

みなさん、こんにちは。本日は卓話の時間を頂き、ありがとう

ございます。新型コロナウイルスが学校現場に於いてどうゆう影

響を与え、苦悩する生徒・職員の約 9 ケ月の状況をお話しさせて

頂きます。 

私が最初に異変を感じましたのが

2月 20日～23 日迄東京に出張してい

た時です。その際に見た光景は異常で

した。薬局などで中国人らしい人たち

がマスクの買占めをしていました。中

には目を温めるアイマスクも含まれ

ていました。広島での感覚と随分違い

を感じました。帰りましたら卒業式の開催について例年より時間

短縮や入場者の制限等の要請が来ていました。 

2月 28日（金）安倍総理から全国の小・中・高に対しての休校

要請が初めて出ました。ここから学校の休校や行事の縮小という

問題が発生しました。3月 1 日の卒業式、例年なら来賓の方・在

校生で送る卒業生に取って大事な式典を制限の為、入場制限や時

間短縮での式典とりました。4月 7 日の入学式も同様の対応とな

り卒業生・新入生には寂しい式典となり不憫に思いました。 

4 月に入り 1 週間位授業を開始始めていましたら、4 月 16 日

安倍総理による全国へ緊急事態宣言が発せられました。その後の

休校延長要請で学校の休校期間は 65 日間（授業日は 48 日間）と

なりました。寮の閉鎖や教職員の在宅勤務、子供の預かり場所が

ない職員には子供を連れての勤務を認めるなど初めての事を多

く経験致しました。 

その間も生徒の授業問題解決の為に準備をし、4 月 28 日より

HP 上での動画授業の配信。5 月 11 よりオンラインでのホームル

ーム・授業を開始しましたが教員の試行錯誤が始まりました。 

その後、状況が少し落ち着きましたので、5 月 18 日～30 日学

年毎の分散登校を開始。3 日に１回の登校、25 分授業を 5 時間。

午前中に終わり帰宅。6 月 1 日から 20 分間の時差登校を始め、

現在も時間差を設けながら実施中。感染が落ちついているので

10 月 26 日（月）から通常に戻す事を決定しています。 

校内の行事にも影響が大きく、6月に開催予定の文化祭（広陵

祭）も中止。秋の修学旅行も来年 3 月に延期。体育祭は 10 月 2

日に学年毎に 2時間の範囲内で実施。保護者も入場出来ず寂しい

会となりましたが、生徒達は一生懸命頑張ってくれました。 

現在は、来年入学予定者の中学生対象のオープンスクールも感

染症対策を万全に密を避ける為、回数を増やして対応しています。 

その間にも学校では感染対策の協議・物品の選定や購入に追わ

れました。購入した物は、寮・学食の机の仕切り版・業務用扇風

機・電子体温計・消毒液・ハンドソープ・マスク・除菌シート等。

加湿空気清浄機（寮室・各クラス・食堂・事務室等）179 台等、

予防対策向上の為模索中です。 

生徒対応について、当初は正門付近にテントを張って校内に入

る前に健康観察カードのチェツク、マスクの着用を確認していま

した。現在は、HR での確認となっています。 

教室の窓も開放しながら加湿器の利用（現在は加湿空気清浄機）

を使用中。自転車通学生の増加により拡張工事を行い自転車置き

場も約 100 台の増設を実施。食堂も 261 席から 151 席に減少さ

せ、テーブルには仕切り盤を設置。当初は授業時間を変更して食

事時間帯を 2 交代にしていましたが、現在は時間帯を通常に戻し

ていますが密の防止観点から席数は減少のまま使用しています。

下駄箱付近が密になるのでコロナ対策として履き替えをさせな

いように指導。土足で教室迄入れるようにしています。 

終息後はタイルカーペット交換かクリーニングになるので全

館での費用を考えると頭が痛い問題ですが安全面にはかえられ

ません。 
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男子寮については食堂での食事は当初は 2 交替で実施してい

ましたが、現在は通常に戻しています。寮の食堂は一度に 160名

超での三食をすれば 1 日 480 名。80 名を 6 回にすると現場の調

理配膳・片づけ等で大変苦労をさせてしまいました。食堂は 220

㎡あり、業務用の加湿空気清浄機 3 台を設置し、換気・テーブル

に仕切り盤・私語を禁止しながらの食事タイムになっています。

お風呂も 2 ケ所を学年毎に時間調整を図り入浴しています。寮が

一番心配な場所でもあります。女子寮は 12 名ですので施設にも

余裕がありましたので男子寮程大変ではありませんでした。 

クラブ活動も多くの制限の中、練習に参加しています。春はす

べての練習試合・競技大会の中止。3 年生にとってはこれまでの

力を発揮する場もなく、目標を失った生徒が多くいます。 

6 月から終了時刻を 30 分早め 18 時 30 分に下校指導。近日中

19 時迄に戻す予定。通常の学校生活に戻しながらの新型コロナ

ウイルス感染症対策を実施し、校内での感染防止を図り終息する

までの期間不自由を享受するしかないと思っています。 

これから冬が訪れますので、生徒・教職員もこれまで以上に感

染症対策を守り、新型コロナウイルスに罹患しない学校運営を続

けて行きたいと思っています。 

今後とも会員の皆様の広陵学園へのご支援をお願い致し、卓話

時間を終了させて頂きます。 

 

同好会報告 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 31 日、囲碁同好会「中央城南囲碁対抗戦」が開催されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


