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第 1178回例会 2020年 11月 06日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
本日はゲストとして米山奨学生

のハサン君にお越しいただいて

おります。また、広島西南ロータ

リークラブの谷口様をお迎えし

ております。谷口様にはクラブ会

報の編集をお願いしており、本日

は打ち合わせのためにお越しい

ただきました。四役の承認を経て

例会に出席いただいております。 

本年度のロータリー財産地区補助金事業として広島修道院に

可動式防球ネットを寄贈しました。10月 28日に贈呈式が行われ、

私と児玉幹事、門田財団委員会理事、河野綾子財団委員長、そし

て佐々木前年度奉仕プロジェクト理事の 5 名で広島修道院にお

じゃましました。感謝状をいただきました。 

今月はロータリー財団月間です。財団の奨学金事業及び人道的

諸事業について知識と理解を深め、財団の推進に役立つプログラ

ムを実施する月間とされております。ということで本日の卓話は

河野綾子財団委員会委員長にお願いしております。 

先日、バナーと感謝状が地区事務局から届きました。 

・100％ロータリー財団寄付クラブ認証バナー 

正会員全員が、年次基金・ポリオプラス基金・ロータリー財団

が承認した補助金・恒久基金のいずれか（またはすべて）に少な

くとも 25 ドル以上の寄付をして、1 ロータリー年度の一人当た

りの平均寄付額が 100 ドル以上に達しているクラブに贈られま

す。 

・「Every Rotarian, Every Year」クラブ認証バナー 

正会員全員が年次基金に少なくとも 25 ドルの寄付をして、1

ロータリー年度の平均寄付額が 100 ドルに達しているクラブに

送られます。 

・End Polio Now：「歴史をつくるカウントダウン」キャンペー

ンの感謝状 

ロータリーのポリオ根絶活動に少なくとも 1,500 ドルを寄付

したクラブに贈られます。 

これらはロータリー年度末に認証されますので、髙雄年度で認

証されたこととなります。 

 

 

 
 

記念日（会員誕生日） 
橋沢宏弥会員 07 日 加島文斎会員 12 日  

有田一郎会員 12 日 

 

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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連続出席 100％ 
河中清 会員 09 年間連続 100％出席 

児玉哲也会員 09 年間連続 100％出席 

竹村有右会員    3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 

11 月１日より１ドル 104 円になりました。（10月 105 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 11 月号 

(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 山内理事 

 

ニコニコ箱 
平井篤志会員 

ハサン君ようこそいらっしゃいました。 

河野さん本日の卓話よろしくお願いいたします。 

児玉哲也会員 

河野さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

福山正剛会員 

河野さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

ハサン君元気ですか。 

広島西南 RC谷口公啓会員 

貴クラブの F 会員にゴルフ場にてお渡しすべき物があります 

が、勝手にスマイルボックスに出宝させて頂きます。 

あしからず（笑） 

門田充慶会員 

本日の卓話、ロータリー財団河野委員長、緊張されると思いま 

すがおつとめ宜しくお願い致します。 

河野綾子会員 

今年の予定の中で、最も苦手な卓話の日がやってまいりました。 

皆さんよろしくお願いいたします。今日が終われば後は年末の 

大掃除を頑張るだけです。 

竹岡龍太郎会員 

長女が第一志望の防衛大学校の理工学専攻に合格しました。 

健闘をたたえるのと、学費と仕送りがういたので出宝します。 

蛭子宗夫会員 

10 月 31 日中央 RC と囲碁対抗戦が行われました。 

城南は畝本君の参加を得て 10勝 5 敗で勝利しました。 

参考までに、畝本（4勝 1 敗）、水口(3勝 2 敗)、 

蛭子(3勝 2 敗)でした。 

高藤孝一会員 

水口さん、橋沢さんと金沢に研修旅行に行って来ました。 

金沢城、兼六園、白川郷と見聞を深めました。 

煩悩を捨て煩悩を溜める忙しい 3日間となりました 

橋沢宏弥会員 

先日水口さんと高藤さんと GoTo金沢へ 2泊 3 日で行って来ま 

した。高藤さんがめずらしく 2 日間完投しました。 

これで今季２勝 10敗です。次回の試合が楽しみです。。 

藤井巌会員 

河野委員長卓話よろしくお願いいたします。 

本日も皆様出宝ありがとうございます。 

計 23,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ ロータリー財団について ～ 

ロータリー財団委員会 河野綾子委員長 

ロータリー財団委員長の河野綾子

です。11月はロータリー財団月間と

いうことで卓話のお時間をいただ

きました。よろしくお願いいたしま

す。 

初めに、近況報告といたしまして、

先月の 10月 28日に、昨年の地区補

助金の申請をしました広島修道院

の可動式防球ネットの設置が無事完成し、広島修道院において贈

呈式が執り行われました。修道院の中島理事長様より子供達の生

活の場所でもあるグランドが安全な環境となり大変喜んでいる

お言葉をいただきましたのでご報告いたします。 

さて今日の卓話の本題ですが、財団が寄付金を使う４つのプロ

グラムとして、地区補助金、グローバル補助金、ポリオプラス、

ロータリー平和センターがあります。私も委員長になってから、

計画を立てたものの、門田理事に教えていただいたのですが、い

つ寄付をしているのかわからなかったんです。 

1 人当たりポリオプラスに 35 ドル以上、年次寄付 150 ドルの

目標としておりますが、これは、第 3 例会の 100万ドルの食事と

半期毎に 40 ドル、100 ドルクラブへの参加が主な寄付の形にな

っておりますが、今年度は、新型コロナの関係で例会が中止とな

り、目標達成が厳しい状況のようです。是非、100 ドルクラブへ

の参加もお願いしたいと思います。 

地区補助金活用事業の事ですが、今年も申請したいと思ってお

ります。が、まだ決まっておりませんので、過去の城南ロータリ

ークラブでの地区補助金の事業をお伝えします。 

会員のみなさんより事業内容を参考にしていただき、今年度の

地区補助金申請の活動内容のご意見などお聞かせいただければ

と思いますのでご協力の程よろしくお願いいたします。 

ポリオプラスについてですが、世界保健機関（WHO）は、今年

8月 25日にアフリカ地域の全 47か国において野生株ポリオウイ

ルスの広がりが断ち切られたことを正式に発表しました。世界人

口の 90％以上を占める 6 地域のうち、5 地域でポリオが根絶さ

れたことになり、これは国際ロータリー（RI）が最優先事項とし

て掲げてきたポリオの世界的根絶に向けた歴史的かつ重要な前
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進となったようです。が、まだ、アフガニスタンとパキスタンで

は感染が続いています。 

私たち会員の寄付金により、ワクチンの投与が行われてこれか

らも根絶に向けて活動は続きます。今回、卓話をするにあたりい

ろいろ情報をインターネット等で検索していたら、ロータリーボ

イスという（世界で行動するひとびとの体験談とストーリー）ブ

ログを見ることができました。ポリオプラスについて WHO の動画

や個々の活動の写真が紹介されておりますので是非ご覧になっ

てみて下さい。 

 

 

第 1179回例会 2020年 11月 13日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
毎月第一例会でロータリーの友誌

が配布されておりますが、同時にガ

バナー月信も配布されております。

ガバナー月信は本来ガバナーが地区

内の会長及び幹事に対して配信する

ことが義務付けられておりますが、

すべてのロータリアンに配布してお

ります。 

 月信には、新クラブの結成、地区協議会、地区大会、国際大会、

特筆すべき地区内クラブの功績、複数のクラブの注意を要する事

項などを含める事が出来るとされております。 

11 月号には青少年交換留学報告として、当クラブがスポンサ

ーとなった 2019-20 年度派遣学生の松本莉音さんのリポートが

掲載されております。 

留学前に一度お会いする機会があり、英語が得意ではないと言

っておりました。 

リポートによると自分のことはすべて自分でやらなければな

らない事が多く、親のありがたみを実感できたようです。そして

沢山の事を知り、精神面で成長できたと書かれておりました。 

コロナウイルス感染症のため予定より早く帰国せざるを得な

くなったことは残念に思います。 

また、受入学生のエブリン・ルイスさんも春から我が家にホー

ムステイする予定でしたが 3 月に帰国したため一緒に住むこと

がかないませんでした。 

月信には 9 月末現在での地区内会員増減数が記載されており

ます。地区全体では年度初め会員数は 3,155 名でしたが 9 月末現

在 3,231名で 76 名の増加となっております。 

G6 は 467 名から 492名で 25 名の増加、G7は 474 名から 477 名

で 3 名増加しております。コロナ禍の昨今でも会員増強の成果を

上げているクラブも多く、我々もポジティブに会員増強を図らな

ければならないと改めて感じました。 

 

 

 

記念日（会員結婚記念日） 
門田充慶会員 01 日  高藤孝一会員 11 日

竹岡龍太郎会員 23 日   

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

・ 年次総会のご案内 

とき ：12月 11日（金）  

ところ：シェラトングランドホテル広島 3F「美波」 

・ 休会のご案内 

 とき ：12月 25日（金） 

・ 11月例会について 

・ 第５回理事会議事録 

 

（2）お知らせ 

インターシティ･ミーティングについて 

2021年３月21日大竹ＲＣホストにより開催予定でした

が、新型コロナウイルス感染症の影響のため、開催中止

と連絡がありましたのでお知らせ致します。 

 
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 

山本さん本日の卓話楽しみにしております。 

家族で宮古島に旅行に行きました泳いだり、カヌー、 

スキューバしました。楽しかったです。 

水口弘士会員 

先週、所用で例会と理事会を欠席致しました。 

児玉哲也会員 

先日のバーディー会遠征で宇部カントリー万年池西コースで 

ハンデにも恵まれ優勝しました。翌日の下関ゴルフクラブでは、 

松林から出ずボロボロ最下位でした。楽しい 2日間ありがとう 

ございました。 

福山正剛会員 

山本会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

山本博之会員 

本日卓話をさせて頂きます。よろしくお願いいたします。 

大畑哲也会員 

家内がこの度、第 40 回広島県女子ゴルフ選手権大会シニア 

の部でスクラッチ優勝致しましたので出宝いたします。 

古江暢敏 

先週末のバーディー会一泊ゴルフ合宿では皆さん大変お世話 

になりました。 

大畑奥様、県女子シニア優勝おめでとうございます。 

松苗弥生会員 

先日のバーディー会遠征に参加させて頂き大変お世話になり 

ました。2 日目、下関ゴルフクラブにて優勝させて頂きました。 
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藤井巌会員 

先週のバーディー会遠征ありがとうございました。花島幹事 

ご苦労様でした。ホテルのカードキーを持って帰ってしまった 

ので出宝します。 

計 15,000 円 

 

愛のコイン箱                  
 

 

 

4,698 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ コロナの前と後 ～ 

山本博之会員 

まず初めに、ホテルの運営契約に

ついて、少しふれたいと思います。

シェラトンは、運営社であって、ホ

テルを所有しているわけではあり

ません。この形態は、シェラトンだ

けでなく、他の外資系のホテルの殆

どが運営社と経営者が分かれてい

ます。経営者（Owner）はホテルを建

て、そのホテルの中身（運営）をシェラトンやヒルトンホテルな

どのホテルチェ-ン依頼するのが一般的で、運営社であるホテル

チェーンは売り上げから一定率の Feeを頂く契約となります。こ

れはマンション経営と全く同じで、マンションを持っている

Owner は、A 不動産、もしくは B 不動産に依頼してそのマンショ

ンを運営し、その不動産屋には一定の率の Fee を払うというも図

式です。 

さてコロナの前と後の本題に入ります。 既にニュースでも流

れているように、ホテル業を営んでいる会社の多くは 3月以降か

ら、その収入は昨年の 10％～20％で、稼働も 5％～10％、また保

菌者となるリスクを鑑み, 多くのホテルはそのドアを一定期間

閉じました。7 月くらいから徐々に回復の明かりが見え始め、Go 

to travel や Go to eat、またプレミア商品券の発行、県の補助

等により、9 月から宿泊稼働は 40％後半から 50％の稼働まで回

復、11 月には 60％を超えるまでに至りました。その傾向は 2021

年の 1 月までは顕著にあるものの 2 月以降は大きく, また落ち

込む様相となっています。（Go to travel の延長が発表されてい

ない為）. 

シェラトンホテルでは、3 月初めから毎日多くの Covid-19 に

関する注意喚起や、それに準じた対処マニュアルが本社から届く

ようになり、サービスの強化全般で、特に宿泊や飲食中のお客様

の安全確保に柔軟な対応を求められました。それは所謂、今まで

の接触型のサービスから非接触型へのサービス変更です。今まで

は優しくふれあい、距離を縮めての会話が重要であったのに対し、

一定の距離を保つ、もしくは何かガードをする（例、ビュッフェ

のスニーズガード）、接触を極力避けるサービスが求められまし

た。“そんなのホテルのサービスじゃない”と思ったものの、実

際にそれを進めていくうちに、今まで行ってきた接触型のサービ

スは、単に笑顔や触れ合いによる感覚的なものので、本当の必要

なサービスとは、触れ合わずとも、お客様が困った時や、何か特

別な対応をして欲しい時に、それに柔軟に答える事の方がより重

要だという事に気が付きました。コース料理で最後に肉があって

も、お客様が魚を欲しければそれを提供する柔軟さです。Covid-

19 で Finance 上では多くを失っていますがこのように色々と得

るものがあったのも事実です。 

今回の Presentation の最後にお話しすべきは、このような厳

しい状況に置いても、城南ロータリー様の多くのメンバーから、

宴会、レストラン、お弁当やケーキ、お節と言った多くのご依頼

を受け、あらためて 城南ロータリー様を当ホテルでお受け出来

た事を大変喜んでいます。いつもありがとうございます。 

 

 

第 1180回例会 2020年 11月 20日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
先週、幹事会務報告でありました

とおり、来年 3月 21日開催予定の

グループ 6・7合同インターシティ

ミーティングは中止となりました。 

 新型コロナウイルス感染症の拡

大が主因ですが、会場のホテルが

3 密回避を徹底すると収容人数は

50%の 300 名となるそうです。 

 グループ 6・7 の会員数は約 950 名ですので人数制限を行うこ

ととなることが問題視されております。 

 地区大会は来年 5 月 15・16 日に山口県防府市で予定されてお

りますが、現状では開催できるかどうか判断が難しいと推察しま

す。 

 中止の可能性もありますが、ひょっとすると会場の収容人数を

減らして会長幹事のみが出向き、会員の皆様はオンラインで参加

の可能性もあるかとしれません。 

 いずれにしても、ロータリーや他クラブの取り組みなどを学ぶ

機会が失われ、他クラブ会員との交流もできなくなることは残念

です。 

昨日、在広 13 ロータリークラブ合同の正副会長幹事会がホテル

グランヴィアで開催され、会長、幹事、副幹事の 3 名で出席しま

した。各クラブの会長が 2-3分現状報告を行いました。年内に周

年行事を予定していたクラブはすべて中止となりました。来春以

降に予定しているクラブは来年早々可否を判断するとのことで

す。 

 例会はどのクラブも通常あるいは短縮で開催されており、月 1

回の頻度で来賓卓話を行うクラブや、会員卓話のみのクラブもあ
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ります。オンライン例会はやっていないようです。夜間例会は中

止としたクラブも多くありますが、クリスマス例会は会員のみで

実施するクラブ、家族も招待するクラブなど対応は様々です。会

員数が多く年齢層が高い老舗のクラブは夜間例会を行わないよ

うです。 

 事務局から名刺を準備するよう念を押されましたので、朝に名

刺を補充しようとしたら名刺が見当たりません。あわてて名刺印

刷のお店に飛び込み 100 枚ほど印刷しました。 

1 テーブル 4 名でソーシャルディスタンスを保っており、相互

の御酌は遠慮したためテーブルの移動はほとんどなく、結局名刺

交換したのは同じテーブルの 3 名のみでした。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
松本勝行会員（松本雅子様）  2 日 

大畑哲也会員（大畑洋子様） 13 日 

木本博之会員（木本多恵子様） 18 日 

河野 隆会員（河野恭子様） 20 日 

松田文雄会員（松田日菜子様） 26 日 

 

幹事会務報告 
（1）ボックス配布物  

・ クリスマス夜間例会のご案内 

と き：12月 18日（金）18:30～ 

ところ：シェラトングランドホテル広島 ３Ｆ「水輝」 

    ＊出欠解答用紙はお帰りの際に提出をお願いします。 

・ 卓話資料 

 
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 

有田先生、本日の卓話よろしくお願いします。 

昨日は久しぶりに家の外で飲んで楽しかったです。 

水口弘士会員 

有田先生、本日の卓話よろしくお願いします。 

福山正剛会員 

有田会員、本日の卓話よろしくお願いします。 

有田一郎会員 

本日卓話をします。生まれて初めてコンピューターを使って 

やります。長女に初めて子供ができました。ハーフなのですが 

見た目はどう見ても日本人です。 

竹岡龍太郎会員 

今年、卓話を担当して頂いた皆様快くお引き受け頂きありがと 

うございましたまだの皆様にはこれからよろしくお願いしま 

す。 

田中地宏保会員 

12 月 18日 1 年ぶりの夜間例会開催されます。 

出席の程宜しくお願いいたします。 

高藤孝一会員 

12 月新居への引越しに向け嫁と準備の為会う機会が増えよく 

ランチを一緒にする回数が増えています。良いことです。 

花島司会員 

これと言って何もありませんが河中さんにお願いされたので 

出宝いたします。 

河中清会員 

昨日はゴルフをしました。私が一番年下だったのでカートの 

リモコンを渡されたのですが、ハーフが終わって案の定リモコ 

ンを無くしてしまいスタート室のおばちゃんに怒られてしま 

いました。無かったら探してもらいますと言う事でラウンド 

終了後 1 番から 9 番までの打った場所を思い出しながらフェ

ア 

ウェー、ラフなどを歩きながら探しました。最後の最後 9 番 

ホール、グリーン横のカート道で発見！！見つかってよかった 

です。昨日は 1ラウンド半も回って疲れたので出宝します。 

 
 

 

 

 

計 14,000 円 

プログラム 会員卓話 

～ 疾病予防と治療について ～ 

有田一郎会員 

有田一郎会員より、「疾病予防と治療について」と題して卓話

をして頂きました。 
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第 1181回例会 2020年 11月 27日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
ホルガー・クナーク RI 会長から去

る 10 月 24 日の世界ポリオデーの

取り組みに対し感謝の意を表する

E-mailが来ました。 

 世界中で様々なイベントが行わ

れました。今年日本で行われた取

り組みを紹介します。 

 

⚫ 2640 地区（大阪） 高野山金堂でポリオ根絶と新型コロナ

終息の祈願法要を行い、その様子を Facebookや YouTubeで

ライブ配信 

同時に高野山金堂周辺で啓蒙チラシとマスクを配布して

街頭募金を実施 

⚫ 大阪難波 RC 道頓堀リバーフェスティバルでブースを設

置、パネル展示・EndPolio Now の T シャツを着用しなが

ら街頭募金を実施 

⚫ マスクによるファンドレイジング（名古屋） 

ファンドレイジングとは民間非営利団体が活動資金を法

人、個人、政府等から集める行為の総称をいう 

End Polio Now マスクを地区内ロータリアンに購入してい

ただき、収益金でポリオワクチン保冷庫付の移動図書館を

パキスタン 3271 地区に寄贈 

移動図書館は郊外の女子基礎教育とワクチン投与をサポ

ート 

⚫ 甲斐 RC オリジナルエコバックを作成・募金活動の際に配

布 

⚫ 三鷹 RC・2510 地区（札幌） チャリティーコンサート 

⚫ 越谷 RC 越谷駅前のオーロラビジョンに 15 秒の PR 動画

を 1 日中放映 

⚫ 川越 RC・大宮 RC クラシックカーラリー 

 

ロータリーの公式サイトには様々な情報や取り組みが紹介され

ておりますので、本年度や次年度以後の活動にお役立ていただけ

ればと思います。 

 

入会月 
河中 清会員  平成 23年 11 月 11 日 

児玉哲也会員  平成 23年 11 月 25 日 

竹村有右会員  平成 29年 11 月 17 日 

 

創業月 
藤井 巌会員   昭和 40年 11 月 04 日 リジョー（株） 

花島 司会員  平成 09年 11 月 10 日 （有）司建設工業 

幹事会務報告 
(1) ボックス配布物 

・会報 7月号（希望者のみ） 

 

委員会報告 
(1) プログラム･出席委員会 木本委員長 

(2) 青少年奉仕委員会 花島委員長 

花島委員長より、12月25日に修道院の子供や職員の方を

シェラトンにてテーブルマナー教室に招待する案内があ

りました。 

 

ニコニコ箱 
平井篤志会員 

木本さん高藤さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

福山正剛会員 

木本さん高藤さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

木本博之会員 

本日、久々に卓話をさせて頂きます。 

よろしくお願いいたします。 

高藤孝一会員 

本日、人材業界に関する卓話をさせてもらいます。 

宜しくお願いします。 

竹岡龍太郎会員 

遅刻しました。ロータリーバッチをわすれました。 

藤井巌会員 

木本さん高藤さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

先日コンペでダブルペリアのハンデがはまり優勝させて頂き 

ました。 

計 10,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ コロナ後の人材業界について ～ 

高藤孝一会員 
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～ コロナ後の人材派遣業界 ～ 

木本博之会員 

 

パラダイム変化 

「日本に行ければ OK」から「良い会社

があれば行きたい」に変化しており、

『外国人が選択する時代』が到来す

る。 

外国人の企業選択のトレンド 

１． 月給（支給額・手取り・残業の

有無） 

２． 福利厚生（住居手当・通勤手当） 

３． 支払い費用の合理性（家賃・光熱費・インターネット） 

４． 外国人社員の有無（安心して働ける環境かどうか） 

これからの受入れ企業に求められるもの 

１． 正確な雇用条件の提示 

２． 伸びしろのある賃金体系の作成 

３． 福利厚生の充実（日本語検定取得手当、一時帰国手当） 

４． しっかりとした外国人支援体制の構築 

今後の外国人労働者市場 

在留資格の技能実習（期間：３年～5年）を経て、一定の技能

水準を満たした外国人労働者としての在留資格の特定技能 1

号（期間：通算 5 年）への移行が増加していく。 

 

同好会報告 

バーディー会 

2020 年 11 月 7 日〜8 日にバーディー会一泊旅行が開催されま

した。今回は 10 名の参加でした。 

1 日目は宇部 72 万年池西コースで、児玉さんが見事優勝しま

した。おめでとうございます。途中、河中さんがゴルフバッグを

バスに入れ忘れるハプニングもありましたが、小雨の中、楽しく

ラウンドできました。プレイ後は川棚温泉に向かい、大宴会! 

2 日目は下関ゴルフ倶楽部。建替えしたクラブハウス、海岸沿

いの松でセパレートされた綺麗なコースでした。キャディも付き、

難コースを松苗さんが見事攻略し優勝!おめでとうございます! 

2 日間、10 名無事に怪我もなくまわれました。お疲れ様でした! 

 

 


