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第 1186回例会 2021年 03月 05日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
広島では新型コロナウイル

ス感染症の発生件数が抑えら

れ、今月よりほぼ通常の形式で

例会が開催できることとなり

ました。 

ご覧の通り、各人ごとにパー

ティーションで区切られてお

りますので感染対策をしっか

りされているかと存じます。とはいえ、首都圏の非常事態宣言は

いまだ解除に至っておらず、油断大敵です。 

新型コロナウイルスは飛沫感染が原因です。引き続き最大限の

注意を払っていただきますよう改めてお願い申し上げます。 

 さて、本日はうれしいお知らせがございます。本日より新会員

として大西正朗（おおにしまさあき）さんを当クラブにお迎えす

ることとなりました。後ほど入会式を行います。 

本日の卓話は水口副会長にお願いしております。どうぞよろしく

お願いします。 

 

入会式  

新会員：大西正朗会員 

 

 

 

記念日（会員誕生日） 
大畑哲也会員 01 日 田中地宏保会員 12 日   

 
連続出席 100％ 
有田一郎会員  26年間連続 100％出席 

河野 隆会員  26年間連続 100％出席 

正木英生会員  26年間連続 100％出席 

真志田正和会員 26年間連続 100％出席 

松田文雄会員  26年間連続 100％出席 

大畑哲也会員  13年間連続 100％出席 

福山正剛会員   10年間連続 100％出席 

門田充慶会員   8年間連続 100％出席 

戸田拓夫会員   1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 

・3 月 1 日より 1 ドル 106 円になりました。（2 月 104 円） 

(2) ボックス配布物 

・ロータリーの友誌、ガバナーズレター3 月号 

・卓話資料 

(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 竹岡委員長 

(2) 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 

大西さん入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願い

いたします。 

本日より通常例会が復活しました。うれしいな。 

水口弘士会員 

本日卓話をさせていただきます。 

大西さんようこそご入会下さいました。 

児玉哲也会員 

大西さんよろしくお願いいたします。 

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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福山正剛会員 

大西さんご入会おめでとうございます。 

水口さん卓話宜しくお願いします。 

松本勝行会員 

新会員、大西正朗さんようこそご入会頂きました。 

末永くロータリー活動を楽しんで行きましょう。 

田中清峰会員 

3月 1 日令和 2 年度卒業式を無事に終えました。 

大西さん入会おめでとうございます。 

河中清会員 

大西さんようこそ広島城南ロータリークラブへ。 

また楽しく皆で飲みましょう。 

古江暢敏会員・安芸 RC 木下会員 

いつもお世話になっております。古江です。この度、ご入会し 

て頂きました大西さんおめでとうございます。 

安芸 RC 木下会員からも宜しくとの事です。 

これからも末永くよろしくお願いします。 

田中地宏保会員 

久々の例会出席に。 

山内将会員 

大西さんようこそ城南ロータリーに！これからもよろしく 

お願いします。 

3/12と 19にラジオに出る事になりました。FMチューピー 

PM4:00〜4：30 に生トークします。 

二上真也会員 

みなさんお久しぶりです。息子の受験も終わり長野県の 

佐久長聖高校に合格しました。春から寂しくなりそうです。 

木本博之会員 

橋沢さんからニコニコの用紙を頂きましたが、財布を忘れま 

した。ワンコインでかんべんしてください。 

戸田拓夫会員 

大西さんようこそいらっしゃいました。 

高雄準善会員 

大西様、ご入会おめでとうございます。 

橋沢宏弥会員 

皆様お久しぶりです。やっぱりオンラインよりオフラインが 

良いですね。元気ですか？これからピンピンして頑張ります。 

計 31,500 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～商工会について～ 

水口弘士会員 

 
１． 商工会とは 

① 市の商工会議所に対して町村の商工会（例外は

合併の影響） 

② 広島県内には３４商工会（同、１３商工会議所） 

③ 高陽町商工会 

⚫ 旧高陽町商工会と旧白木町商工会が合併

（平成 21 年） 

⚫ 前身は高陽町、白木町（昭和 48 年広島市

編入） 

⚫ 高陽地区人口 6.1 万人、白木地区 0.7万人 

⚫ 会員数約 1150 事業所 

 

２． 商工会の役割、商工会議所との違い 

※資料参照 

 

３． 商工会の進むべき道 

① 地域における中小・小規模事業者の存在 

② 政権交代の影響 

③ 政治とのかかわり 

④ 地域（都市部ではない地域）での役割 
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第 1187回例会 2021年 03月 12日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
 本日の会員卓話は吉村会員にお

願いしております。タイムリーな

話題で、楽しみにしております。 

本日のゲスト、米山奨学生のハ

サン君は地区奨励ロータリー米山

記念奨学金を受けられております。

この奨学金は大学以外の高等教育

機関を対象とするプログラムで、

期間は 1年間です。昨年 4 月から奨学生になりましたので、この

3 月で期間満了となります。本日が米山奨学生として最後の例会

出席となります。 

2020 年 7 月現在、米山奨学生は全国で 883 人おります。うち

大学は 345 人、修士課程に 241 人、博士課程に 237 人と大半は大

学・大学院に在籍しております。大学以外の学生が対象の地区奨

励プログラムは全国で 17 名しかおりません。それだけ狭き門だ

と推察します。 

ハサン君が奨学会に提出するレポートをいくつか拝見しまし

たが、大変しっかりした文章を書かれており、以前の卓話でも感

じましたがとても優秀な学生で勉強を真面目にされたことがう

かがわれます。 

本来米山奨学生は例会出席に加え親睦活動・奉仕活動に参加し

て相互理解を深めることが期待されておりますが、本年度はクラ

ブや米山奨学会のイベントはほとんど中止となり、私たちと交流

を図る機会も限られたことがとても残念に思います。私は初めて

バングラデシュの方とお会いし、正直バングラデシュのことをほ

とんど知りませんでしたので、いろいろとお話しがしたかったで

す。 

ハサン君は 3 月で YMCA 専門学校を卒業し、4 月から広島経済

大学に進学する予定です。引き続き広島に在住しますので今後も

会うチャンスはあるかと思います。ハサン君のこれからの活躍を

期待しております。 

 

記念品贈呈 
米山奨学生…ハサン サッビル エムディ君 

 

配偶者誕生記念月 
加島 文斎会員（ひとみ様） 22日  

有田 一郎会員（和子様）  31日  

 

創業記念月 
田中 清峰会員 大正 13年 3月 01 日 高島産業㈱ 

佐々木優子会員 昭和 21年 3月 01 日 佐々木金属工業㈱ 

平井 篤志会員 平成 16年 3月 24 日 平井篤志税理士事務所 

山本 博之会員 平成 23年 3月 28 日  

シェラトングランドホテル広島 

 

入会記念月 
有田 一郎会員 平成 7 年 3月 31 日 

河野  隆会員 平成 7 年 3月 31 日 

正木 英生会員 平成 7 年 3月 31 日 

真志田正和会員 平成 7 年 3月 31 日 

松田 文雄会員 平成 7 年 3月 31 日 

大畑 哲也会員 平成 20年 3月 21 日 

福山 正剛会員 平成 23年 3月 04 日    

門田 充慶会員 平成 25年 3月 22 日 

 

幹事会務報告 
（１） ボックス配布物 

・地区大会のご案内 

とき：５月16日（日）13:00～ 

ところ：防府市公会堂 

今年はこのご時世のため、Webでの参加があります。 

出欠の分かる方は、お帰りの際に受付に回答用紙を提出 

下さい。 

・B5版会員名簿追加版 

・2020-21年度緊急連絡網 

・第8回理事会議事録 
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・2020-21年度事業報告書提出のお願い 

(理事役員・委員長のみ）8日メールにてご案内していま 

す。提出期限締切厳守でお願い致します。 

（２） お知らせ 

・例会終了後、次年度理事会が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、他 

(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 

ハサン君のこれからの活躍を期待します。 

吉村さん本日の卓話よろしくお願いします。 

児玉哲也会員 

ハサン君大学入学おめでとうございます。これからの大学での 

勉強、友達付き合いたのしんでください。 

吉村元亨会員 

本日、卓話をします。よろしくお願いします。 

高雄準善会員 

ハサン君あっという間の一年でしたがこれからも頑張って 

ください。 

小澤元一会員 

ハサン君１年間お疲れ様でした。4 月からは新しい学校で頑張 

って下さい。 

戸田拓夫会員 

昨年 12 月 1日に娘の長男が誕生し今月初めて会えそうなので 

出宝。息子の長女が中学に入るので出宝。 

山本博之会員 

日本国内のシェラトンホテルグループで行っている不用品の 

回収と寄付のプログラムで広島においては、その寄付をロータ 

リークラブにする事にしました。先日広島で行った結果、 

11280 円が寄付金となりましたので本日収めます。 

藤井巌会員 

皆様、ご無沙汰いたしております。3ヶ月ぶりの出席です。 

引き続きよろしくお願いします。 

計 25,280 円 

愛のコイン箱                  
 

2,756 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 公衆衛生あれこれ ～ 

吉村元亨会員 

吉村元亨会員に公

衆衛生について

色々と語って頂

きました。 

 

 

 

 

第 1188回例会 2021年 03月 19日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
本日の卓話は田上会員にお願

いしております。よろしくお

願いします。 

3 月は「水と衛生」月間です。 

 先週の吉村会員の卓話にも

ありましたが、安全な水、衛生

施設や衛生リソースは世界で

大きな保健問題の一つです。 

 「水と衛生」で思い浮かぶプロジェクトは、井戸を掘ること、

水道の配管工事、浄水設備、流し台やトイレを設置することがあ

げられます。広島城南 RC でも過去にタイの小学校に浄水器を設

置するプロジェクトを実施しております。 

もちろん、このような取り組みは必要で有益なものですが、一

方で維持管理が適正になされていないケースが多発していると

のことで、あるデータではサハラ砂漠以南のアフリカ大陸で機能

不全に陥った水道システム関連の費用総額は 12～15 億ドルにな

っているそうです。 

つまり、作っただけ・寄付しただけで後の運用やメンテナンス

を考慮しないと結局寄付した側の自己満足に陥ってしまうとい

えます。ロータリーがここ数年活動の焦点を教育、協力、持続可

能性に転換したのもこれが一つの理由となっております。 

さて、本日は古江次年度会長から次年度委員会構成の発表がご

ざいます。古江次年度会長、よろしくお願いします。 

 

次年度委員会構成発表：古江暢敏次年度会長 
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幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・広島城南RC 例会について 

・休会のご案内 3月26日・4月30日・5月７日 

・現次年度クラブアッセンブリーご案内 

（現次年度理事役員委員長のみ） 

 とき：4月16日（金）例会終了後 

ところ：シェラトングランドホテル広島 

・卓話資料 

・地区研修・協議会のご案内（該当者のみ） 

 とき：4月25日（日） 

 ＊出欠について回答が分かる方は、お帰りの際に回答用紙 

を受付に提出願います。 

2.お知らせ 

 次週26日は休会となっております。次回の例会は4月2日に 

なりますので、お間違えないようお願い致します。 

 

委員会報告、他 

(2) 出席報告：プログラム･出席委員会 木本委員 

 

ニコニコ箱 
平井篤志会員 

田上さん本日の卓話、楽しみにしております。 

水口弘士会員 

田上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 

田上先生本日の卓話よろしくお願いいたします。 

田上剛会員 

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。 

橋沢宏弥会員 

本日、娘（長女）の卒業式でした。大きく成長した娘を見て 

感動しました。私もさらに成長・飛躍をしようと思う日になり 

ました。 

藤井巌会員 

田上先生本日の卓話よろしくお願いいたします。 

久々に二上の真ちゃんに会えて良かったです。 

計 7,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～予備校と大学（ブランド品購入と自己研鑽）～ 

田上剛会員 

 

田上剛会員に、「予備校と大学（ブランド品購入と自己研

鑽）」と題し、以下の内容に沿って卓話をして頂きました。 

 

 

1 はじめに 

 

2 コロナ禍の大学の現状 

 

3 昭和時代までの大学と平成・令和時代の大学 

  キャッチアップからグローバル対応へ 

 

4 予備校と大学 

大学の大衆化と消費社会の到来 

 

5「試験合格までの人」と「試験合格からの人」 

 

6 おわりに － AI 時代に求められる能力と大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


