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第 1196回例会 2021年 06月 04日 

<< Web例会 >> 

会長時間 ： 平井篤志会長 
6月になり、現年度も残り 1カ月

となりました。緊急事態宣言が延

長され、引き続きオンラインで例

会を行っております。 

 オンライン例会に関して、音声

レベルが低いとのご指摘がありま

した。お聞き苦しい点がございま

したこと、大変申し訳ございませ

ん。音声の問題はなかなか難しいです。音声レベルを上げたり、

複数の端末を使用するとハウリングが起こってしまいます。先

週より新たなマイクを導入しました。今後改善を検討できれば

と思います。 

6 月はロータリー親睦活動月間です。ロータリーの活動には

親睦が重要であり、奉仕と親睦はクルマの両輪であることはい

うまでもありません。 

国際ロータリーには様々な親睦活動グループがあります。医

療関係者、弁護士、教育者などの職業に基づくグループや歴史、

伝統、文化遺産などの学術系のグループ、趣味のグループなど

があります。なんじゃこりゃ？なのは「顎ひげと口ひげ」があ

ります。 

鉄道が好きなので「鉄道」グループを覗いてみました。グル

ープの公式サイトは日本語に翻訳してくれますが、ニュースレ

ターは英語なので読むのは少し骨が折れます。画像も多く掲載

されておりますが、イギリスの蒸気機関車が数多く掲載されて

おり、機関車トーマスの世界です。「鉄」は国境を超えます。皆

様も興味がありましたらサイトを覗いてみてください。 

さて、事務局から地区大会動画視聴の案内メールが届いたか

と思いますが、視聴されましたでしょうか？ 

動画は vimeo（ヴィメオ）という動画共有サイトにアップさ

れております。Youtube みたいなものですが、動画のクオリテ

ィが高いこと、広告が入らないこと、プライバシーコントロー

ルが充実していることが特長です。 

時間の都合で本会議はダイジェストで視聴しました。来賓あ

いさつもほとんどがリモートで行われ、ホストクラブのご苦労

が偲ばれ、また大会ができなかったことの無念さがにじみでて

いるように感じました。 

RI 会長代理の佐藤芳郎氏（岡山南 RC・22-24RI 理事）の基調

講演もアップされております。非常に興味深い内容でしたので、

来週の会長時間で改めてお話したいと思います。 

また、先日お亡くなりになりました南園パストガバナーを偲

ぶ動画もございます。アップされるのは今月末までとのことで

す。お早目の視聴をお勧めします。 

 

記念日（会員誕生日） 
小澤 元一 会員 08 日 

門田 充慶 会員 19 日 

 

連続出席 100％ 
田上  剛 会員 13年間連続100％出席 

山内  将 会員 07年間連続100％出席 

河野 綾子 会員 05年間連続100％出席 

小澤 元一 会員 02年間連続100％出席 

田中地宏保 会員 02年間連続100％出席 

青野 大輔 会員 02年間連続100％出席 

津田 真幸 会員 01年間連続100％出席 

 

幹事会務報告 
(1) お知らせ 

・例会終了後の理事会で次週からの例会、６月分会費等に 

ついて諮り、お知らせいたします。 

  ・例会終了後、定例理事会が引き続き「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 

 

 

 

 

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 

～ 「70年前・25年前 ～ 

河野隆会員 

1 月 2 日に「古稀」を迎えまし

た。長寿を祝う、「還暦「喜寿」

「傘寿」「米寿」「白寿」等ありま

す。年齢でいうと、60 歳、77 歳、

80歳、88歳、90歳、99歳に応答し

ます。「還暦」「古稀」を除いて

は、数字に照らしたものです。「古

稀」はというと、中国・唐時代の

詩人杜甫の詩の一説からと言われ、「人生七十古来稀なり」に由

来しています。 

 70 歳まで生きていることが稀であった時代が、文化・文明の

進化によって、稀ではなく、普通に迎えることができるように

なりました。その意味で、労働法制の中では将来的には退職年

齢を引き上げ、70 歳・75 歳とすることのシミュレーションも行

われています。 

 1951 年生まれの方が、今年「古稀」を迎えられますが、その

年に生起したことで、少し振り返ってみたいと思います。 

 1950 年に朝鮮半島で軍事衝突が発生し、6 月 28 日にはソウル

が第 1 回目の占領をされます。その後、国連軍は仁川に上陸し、

劣勢を回避しますが、1951 年 1 月 1 日に社会主義国家連合（北

朝鮮・中国軍）が、再度、北緯 38 度線を越え、同 1 月 4 日には、

中華人民共和国軍（義勇軍）は再度ソウルを占領します。国連

軍の、総司令官はダグラス・マッカーサーでした。この様な情

勢で、トルーマン大統領とマッカーサーの考え方の相違が国際

情勢の中で顕著となり、マッカーサーが原爆の使用等の主張を

行ったため、4 月 11 日に総司令官を解任されました。4 月 19 日、

本国帰国時の米国上下両院議会での退任演説の言葉の中に「老

兵は死なず、ただ消え去るのみ」と発言します。1880 年 1 月生

まれですので、71 歳での演説となります。 

Old Soldiers Never die、they simply fade away 

 終結・停戦・休戦の協議ののち、朝鮮戦争の休戦協定調印は

1953年 7 月 27 日です。未だに終戦となっていません 

 我が国は朝鮮戦争の特需で、戦後復興のスピードが速くなり、

その後の豊かな 

時代へと向かうことができました。 

 つぎの、同年の生起事象で、我々に近しいものでは、3 月 14

日に広島カープは下関に本拠を置く大洋ホエールズとの合併を

決めましたが、3 月 23 日にセ・リーグは広島カープの存続を決

定しました。これらに関連して、市民からの寄付、市民株主の

誕生があり、結果として、現在のカープの活躍につながってい

ます。 

 5 月 1 日に、長崎の原爆被爆での体験の「長崎の鐘」「この子

を残して」を著作された、島根県でお生まれの、医学者永井隆

博士が逝去されました。私の名前の由来の方だというようです。 

 広島城南ロータリークラブは 1995 年 3 月 31 日に誕生しまし

た。 

 誕生前には、1 月 17 日に阪神・淡路大震災が発生しました。

私が学生時代を過ごした「阪急六甲」も大変な被害が発生し、

「JR 六甲道駅」「阪神」までの多くの家屋が倒壊し、同期生の

下宿先であった家屋・アパートも多くが跡形もなく消えてしま

います。続いて、3 月 20 日に地下鉄サリン事件が発生します。

世界で有毒ガスによる最初で最後？の犯行となり、5 月 16 日に

教団代表の麻原彰晃が逮捕されます。 

我々クラブは、この様な時世の真っただ中で誕生しました。

バブルの崩壊（1991年から 1993年）を乗り越えたのちの、荒れ

た世相の中で広島で 13 番目の RC としての誕生でした。コロナ

を乗り越え 50 年、100 年を目指していただきたいものです。 

 

第 1197回例会 2021年 06月 11日 

<< Web例会 >> 

会長時間 ： 平井篤志会長 
 本日の卓話は田中地会員にお

願いしました。よろしくお願いし

ます。例年では 6 月第二例会で各

委員長退任あいさつ、第三例会で

理事役員の退任あいさつをお願い

しておりますが、現時点では第三

例会まで web 例会の予定ですの

で、最終例会に退任あいさつを持

っていきました。 

本日は、地区大会動画の中の基調講演（RI 理事エレクト佐藤

芳郎氏）の中で特に興味のあったものを紹介します。 

 

ここ数年のロータリーの変化  

戦略計画の変更 

ロータリーの中核的価値観（奉仕・親睦・多様性・高潔性・リ

ーダーシップ）の上に変化の時代への対応を求める 

→ビジョン声明 

 「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、

持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行動

する世界を目指しています。」（実質的に新しい戦略計画） 

→「戦略的重要事項」 

・より大きなインパクトをもたらす 

・参加者の基盤を広げる 

・参加者の積極的関わりを促す 

・適用力を高める 

→People of Action（世界を変える行動人） 

ロータリー一人ひとりが行動する、行動する人の集合体がロー

タリー 

「会員基盤の成長」は RI組織内部の最優先事項 

奉仕とプロジェクトのインパクトを高め、理解を深めると同時
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により多くを実践する 

各会員の積極的な関わりを促す 

次世代リーダーの育成→新しいタイプのクラブを開発、若い

人・女性の加入促進 

その他の要考慮事項 

会員の活動時間が家族の時間の犠牲を強いないように配慮する 

バーチャル会議やハイブリッド会議の活用 

早期退会防止のために早い時期に各自の参加意義を見つけるこ

と（居場所をみつけること） 

これからのロータリーの活動はフレキシビリティー（改革）と

柔軟性が重要 

柔軟性を採用しても構わない
．．．．

 

考えていただきたいこと → クラブの生き残り策 

クラブの 5 年後を想像してください。 

・クラブの消滅の危機を少しでも感じるか？ 

・成長（Grow）を達成できるか？ 

・歴史と伝統を継続できるか？ 

5 年後のありたい姿 → そのために今何をするか？？ 

ロータリーの成長には 

全員参加・奉仕の実践 

全員がロータリーを楽しむ（楽しみながら自己を高める） 

居心地が良いクラブ（退会防止・会員増強） 

私は「好奇心」が重要と思っている。 

ロータリーの概念 

利己と利他の調整・両立することができる（決議 23-34） 

・Service Above Self  超我の奉仕 

・He Profits Most Who Serves Best  最もよく奉仕する者、最

も多く報われる 

少しでも良いことをしたいと思ったら背中を押してくれるのが

ロータリー 

 

記念日（会員結婚記念日） 
大畑 哲也 会員 13日 

青野 大輔 会員 19日 

吉村 元亨 会員 23日 

山本 博之 会員 29日 

 

幹事会務報告 
(1) お知らせ 

・6月25日最終例会について 

と き：6月25日（金）12:30～ 

ところ：シェラトングランドホテル広島3Ｆ水輝 

6月9日（水）にメールでご案内しております。本年度 

最後の例会になりますので、奮ってご出席下さい。 

・次年度第二回クラブアッセンブリーについて 

 例会終了後、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 

 

愛のコイン箱                  
 

 

 

18,500円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 親睦について ～ 

田中地宏保親睦活動委員会 委員長 

こんにちは 親睦活動委員会の

田中地です今月はロータリー親睦

活動月間ということで親睦活動に

ついて卓話をさせていただくこと

になりました。よろしくお願いし

ます。 

まず、ロータリー親睦活動月間 

(Rotary Fellowships Month) と

は  

先週の Web 例会の会長時間で平井会長がお話しされた内容で

ほぼ網羅されていると思うのですが説明させて頂きます。 

  6月は、レクリエーション活動や保健と医療問題に共通の関

心を寄せるロータリアンや、類似した職業を持つロータリアン

同士の国際親善と善意の重要性を認識し、親睦活動への参加の

増加及びこのプログラムに対する理解を促進するため、RI 理事

会によってロータリー親睦活動月間として指定されたのであ

る。RI理事会は、各親睦グループがプロジェクト、活動及び催

しを通して 6 月の「ロータリー親睦活動月間」を祝う活動を強

調するよう奨励する。 

となっています。なんだか難しいことが書いてありますが、

簡単に言えばクラブ内だけの親睦にとどまらず同じ哲学や根底

にあるロータリーの精神を共有して、世界的規模で活動して多

種対応にあるロータリー親睦活動に参加して世界的に新たな友

情を育み楽しんでいこう！ということではないかと思いまし

た。 

親睦について私なりに考察してみました。 

親睦と奉仕は同じ方向に向かっている歯車、もしくは車のタ

イヤの両輪であるとどこかに書いてありました。親睦はその駆

動輪に例えられるそうです。私は機械屋なのでその観点から車

に例えて考えてみると親睦という駆動輪に力を与えるエンジン

排気量にあたるものが会員数なのではないかと思います。10人

くらいのクラブなら軽自動車クラス、30、40人クラスなら3リッ

ター4リッタークラス、それ以上なら大排気量高級車クラスと。

しかし排気量が大きくパワーがあれば良いというものではなく

パワーをスムースに伝達するトランスミッションも必要ですし

焼き付きを防ぐための潤滑油必要です。トランスミッションに



2020～2021 年度                                            2021 年 06 月会報 

●本年度会長テーマ● 

「創立 25 周年を迎え、ロータリアンとしての自覚を持とう」 

http://hj-rc.jp/ 

4 

相当するのが毎週の例会、潤滑油に相当するのがお酒といった

ところではないかと思っています。 

そして奉仕にあたるもう片方の車軸も高級なタイヤや足回り

を装着していてもやはり駆動力にたいしてのバランスが良くな

くては性能が発揮できません。ハンドルを握る会長、ナビゲー

ターの幹事、監視システムのSAAと諸々がきちんと機能してはじ

めてクラブとしての実力が発揮されるのではないかと、かなり

強引ですが思ってみました。 

最後になりますが、今年度は昨年度に続き常にコロナ禍の中

での活動となり、親睦活動もままならぬ状況でした。新たな親

睦活動の提案もできず今に至ってしまっていることをお詫び申

し上げます。 

親睦については意外と様々な解釈がなされているようです

が、少なくとも城南ロータリークラブは私が入会して時にはす

でに素晴らしく友愛に満ちた内容で確立されていて今も今から

も脈々と続いていくのであろうと実感しています。 

 

第 1198回例会 2021年 06月 18日 

<< Web例会 >> 

会長時間 ： 平井篤志会長 
本日の卓話は高雄会員にお願いして

おります。よろしくお願いします。 

広島県の緊急事態宣言は 20 日をも

って解除され、まん延防止等重点措

置も発出されないことが決定されま

した。次回例会は予定通り 12時 30分

よりシェラトンホテルで行います。

無事に古江会長エレクトに点鐘の引

継ぎができます。 

同時に今回が現年度では最後のオンライン例会となります。

来週は最終例会ということで、アルコールは出ませんが料理を

グレードアップしております。また、お土産も用意しておりま

す。シェラトンの美味しい料理も楽しみにしてください。ぜひ

多くのご出席をお願いします。 

本日の会長時間は、ここ数年マイブームの落語についてです。

最近人気の若手落語家、落語芸術協会所属の桂宮治さんがこの

春めでたく真打に昇進しました。真打というのは落語家の階級

のことで、前座・二つ目・真打の三階級があります。なお、上

方落語には真打制度はありません。 

前座を 3 年から 5 年務めて二つ目、二つ目を 10 年ほど務める

と真打に昇進します。真打に昇進して「師匠」と呼ばれ、弟子

をとることもできます。寄席でトリをとることもできるように

なります。 

通常は年功序列で昇進しますが、人気・実力が抜群な人は抜

擢で真打になることもあります。宮治さんは 5 人抜きで真打と

なりました。 

 通常、真打に昇進すると大々的に真打披露パーティーを行い、

寄席では真打披露興行を開催します。新真打のＰＲの場であり、

落語家にとって大変重要なものです。結婚披露宴みたいなもの

で関係者やファンなどを数百人規模で招待し、たいへんにぎや

かに開催されます。 

この春宮治さん以外に落語協会でも 5 人が真打となりました

が、コロナ禍の中真打披露パーティーはほとんどが中止または

延期となりました。 

その中、2月 7日に宮治さんは京王プラザホテルで真打披露パ

ーティーを行い、全国ニュースにもなりました。当初は 800 人

規模で開催の予定でしたが、結局 550 人ほど出席したそうです。 

飲食はなし（弁当と酒持ち帰り）、掛け声・発声も禁止、鏡開

きも無言で行いました。樽の中身は水だったそうです。乾杯は

エア乾杯です（音頭は三遊亭円楽師匠）  

円楽師匠のあいさつ「やらないのが一番簡単な決定。どうや

ったらやれるか、どうやったらお客さんに喜んでいただけるか、

これは今後に活きるはず」 

通常のパーティーは 3 時間程度ですが今回は 1 時間程度で終

わりました。宮治さんは「本当にやるかやらないか悩みました。

どうしても、応援してきていただいた皆さんにごあいさつがし

たかった。どうか許してください。やってよかった。今、本当

に幸せです」とあいさつ。 

 寄席といいますと、緊急事態宣言を受けて休業や入場制限を

余儀なくされました。常設の寄席は東京都内には 5 軒あります

が、十分な協力金も受けられずこのままでは廃業の危機にある

として、落語協会と落語芸術協会がタッグを組み、5,000 万円

を目標に寄席を支援するクラウドファンディングを始めました。 

すると 4 日間で目標金額を超え、6 月末まで第二次目標を

8,000 万円としましたがすでに目標金額を達成しております。

また、若手の落語家はオンラインで落語会や大喜利、公式チャ

ンネルなどを次々と開設し、オンライン投げ銭で日銭を稼いで

いる人も多くいます。 

何が言いたいかといいますと、コロナ禍の苦境の中でも智恵

と工夫と情熱そして度胸で乗り切ろうとしている事例を落語界

にフォーカスをあててお話しました。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
二上真也 会員 （二上真弓 様） 16日 

青野大輔 会員 （青野千恵 様） 19日 

蛭子宗夫 会員 （蛭子みどり様） 25日 

古江暢敏 会員 （古江 圭子様） 29 日 

 

幹事会務報告 
１．お知らせ  

・愛のコイン箱について 

本年度分が48,367円になりました。米山奨学委員会の事業 

に基づいて、米山奨学会に寄付します。一年間ご協力、 

ありがとうございました。 
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・次週25日は12:30～シェラトングランドホテル広島3Ｆ水輝 

 にて最終例会となっております。久々の通常例会になりま 

すので、出席者の方はお間違えないようお願い致します。 

出欠に変更のある方は事務局までご連絡下さい。 

 ・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、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 

～ 言葉の由来 ～ 

髙雄準善会員 

私事で恐縮ですが、今年にな

って、生まれて初めて体験した事

柄があります。 

１つ目は、セルフガソリンスタ

ンドです。行きつけのガソリンス

タンドが今年の 2 月から工事中の

為、やむなくセルフガソリンスタ

ンドで給油せざるを得なくなりま

した。セルフの従業員さんに 1 から教えてもらうこと３回、な

んとか 1人で給油できるようになりました。 

2 つ目は、4 月に正木会員の卓話の中で、カスピ海ヨーグルト

が体に良いと聞きました。家内にその話をしたら「ヨーグルト

メーカーがあるので、自分で作ってみたら」と言われ、カスピ

海ヨーグルト作りに挑戦し始めました。最初から 3～4 回はうま

く出来ませんでしたが、あれから 1 か月、ようやく種菌を引継

ぎながら作れるようになりました。お陰様で毎日おいしく食べ

ています。 

3 つ目は、当クラブの例会がウェブ（Zoom）配信で行われる

ようになり、初めて参加した事です。「オンライン会議」は、今

まで 1 度もご縁が無く、5 月に初めて Zoom を使用した例会のウ

ェブ配信に参加出する事が来ました。 

さて、前置きが長くなりましたが、日常で何気なく使ってい

る言葉の中で、たまに、なぜこう呼ぶようになったんだろう？

と思う言葉があります。今日は、そう言う言葉の由来について

お話をさせて頂きます。 

まず最初は｢しゃり(舎利)｣の話です。寿司屋さんではご飯の

別名を「しゃり」と呼びます。この「言葉の語源」は、古代イ

ンド語で梵語の「シャリーラ」と言う言葉だそうです。梵語は

経典が書かれた古代インド語でもあります。この言葉を中国語

に訳す時に、「しゃーりぃ」と音訳され、その後日本に伝わり、

「しゃり」となりました。音訳とは｢外国語の原文の発音を、そ

のまま漢字の音や訓を借りて書き表す事｣を言います。「しゃり」

の正式な意味は「火葬にした骨」です。｢清らかで白く、形が似

ているところから｣そう言うようになりました。広島で「しゃり」

がついた有名なものがあります。仏舎利塔［仏・舎利・塔→釈

迦 (しゃか) の火葬にした骨を納めて供養する塔］です。 

この仏舎利塔は、平和と原爆の犠牲者の冥福を祈る為、二葉

山山頂に、昭和 41年(1966年)に建立されました。塔内には、イ

ンドの故ネール首相から贈られた仏舎利一粒、セイロン国（現

スリランカ）から贈られた仏舎利一粒、モンゴル仏教徒から贈

られた仏舎利一粒が奉安されています 

続きまして｢未来｣の話です。この「言葉の由来」は、古代イ

ンド語で梵語の「トライカールヤ」と言う言葉だそうです。こ

の言葉を中国語に訳す時に、「三世」意訳され、その後日本に伝

わりました。意訳とは、 ｢外国語の原文の一語一語にとらわれ

ないで、全体の意味をくみ取って訳す事｣を言います。 

この三世の意味は、過去世・現在世・未来世の 3 つの世界を

言います。この未来世が「未来」です。日本では、過去・現

在・未来と言っています。「未来」を辞書で調べると｢現在のあ

とに来る時・これから来る時・将来｣と書かれています。 

さて、私たちが生きている「今」を現在と言います。現在と

は、過去の積み重ねによって成り立っています。そして現在が

積み重なったことで成り立つのが未来です。この事から「過

去・現在・未来は、連綿とつながっている」と言う考え方があ

ります。 

今年度も残り少なくなりましたが、平井会長方針は「ロータ

リーとクラブの未来をみんなで考え語り合おう」です。現在が

積み重なった事で成り立つのが未来であれば、ロータリーとク

ラブの未来がどうなるかは、現在の我々会員の行動や考えによ

り決まる事になるかもしれませんネ。 

以上を持ちまして、卓話を閉じさせて頂きます。どうも有難

うございました。 

 

第 1199回例会 2021年 06月 25日 

会長時間 ： 平井篤志会長 
 皆様、お久しぶりです。本日

最終例会が無事開催され、多く

の会員の皆様とお会いすること

ができて大変うれしく思いま

す。 

 ロータリークラブにおける会

長は会員のモチベーションをあ

げることが重要な役割です。強

力なリーダーシップで会員を引っ張るタイプの人、会員の意識

を高めるモチベータータイプの人、優秀な人に任せる「よきに

はからえ」タイプなど、会長はその人の個性で務めたらよいか

と思っております。 

私は決してリーダーシップを発揮するタイプではなく、かな

りマイペースな一匹オオカミタイプを自任しております。しか

も世間の慣習とかにもあまり注意を払わず、ロータリーの会長

にはふさわしくないと常々思っておりましたが、皆様のおかげ
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でなんとか 1 年間務めることができほっとしております。正確

には 6 月 30 日までが会長の任期です。あと 5 日間何事もないこ

とを祈念します。 

ロータリーは発足当時例会場を会員の自宅や仕事場をローテ

ーションで提供したことが由来ですが、クラブの役職も同様に

ローテーションします。 

 それは、ロータリーの美点だと思っております。多くの団体

は役職が固定化し、ボス支配や前例踏襲が生じやすいですが、

役職がローテーションすることにより組織の活性化が図りやす

いですし、何よりいろいろな役職に就くことにより様々な経験

をすることができます。 

 会長未経験の会員の方もいずれ会長に就くことになりますが、

自分が会長にふさわしいかあまり気にすることがありません。

大事なのは会長に推挙されたらとりあえず引き受けること、好

奇心と学ぶ姿勢、そして会長の役割を楽しむことです。 

仕事が多忙な方はある程度副会長や幹事に委ねてもいいと思

います。どちらにしても会長職は準備を含めても 1 年半程度で

終わりますので。 

会長時間のスピーチは前日か前々日の夜にパソコンで原稿を

作成しておりました。RI や地区から様々な情報がメールで届き

ますし、My Rotaryのラーニング資料などスピーチのソースには

あまり困りませんでした。ネタに困ったら趣味の話に走ったり、

それでもない場合は小噺でも披露しようかと考えておりました

が、幸か不幸かその機会はありませんでした。 

1 年間お付き合いいただき誠にありがとうございました。 

 

入会月 
田上 剛 会員 平成20年06月13日 

山内 将 会員 平成26年06月６日 

河野綾子 会員 平成28年06月10日 

 

創業月 
有田一郎 会員  昭和50年06月４日  有田歯科医院 

二上真也 会員  平成元年06月１日  ㈱ミカタ建設 

 

5、6月にお誕生日をお迎えになった会員のお祝い 

 
連続出席100％表彰 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物  

・7月プログラム 

・ガバナー公式訪問に際してのご案内 

  クラブアッセンブリー 7月16日（金）例会終了後～ 

ガバナー公式訪問 8月6日（金） 

＊出席義務者…理事役員・委員長・入会３年未満会員 

＊回答用紙は、お帰りの際に提出をお願いします。 

・7月第4例会の案内 

・2021-22年度緊急連絡網 

・次年度からのお願い、SAA・出宝のお願い 

・就任挨拶原稿依頼（次年度理事役員・委員長のみ） 

・会報9～12号会報（希望者のみ） 

・７月例会出欠回答用紙（未提出者）…お帰りの際に受付に 

提出下さい。 

２．お知らせ 

 ・百万ドルの食事について 

  本年度分 198,814円になりました。ロータリー財団委員会 

の事業計画に基づいて、ロータリー財団年次寄付・ポリオ 

プラスに寄付します。一年間ご協力、ありがとうございま 

した。 

 ・７月分会費について 

  ７月２日例会終了後開催される理事会で予算承認を得た後 

に発送する予定です。 

３．回覧物 

 ・次年度会員名簿 B5版・手帳版…校正にご協力下さい。 

 

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 

～ 理事役員・委員長退任挨拶 ～ 
平井篤志会長 

 コロナ禍の中、PETS や地区協議

会も中止となり、インフォーマル

ミーティングもほぼ行うことがで

きないまま新年度がスタートしま

した。予定していたプロジェクト

も大半が実現できず、地区大会や

インターシティミーティングも中

止となり、なんとも消化不良の 1

年でした。 

 2 度目の緊急事態宣言の期間中は例会も中止となりましたが、

3 回目はオンラインで例会を開催することができました。いろ

いろ意見はあるかと思いますが、城南 RC にとって新たな一歩を

踏み出したと思っております。 

 児玉幹事をはじめ、水口副会長、福山副幹事、理事役員の皆

様にはお世話になりました。また、事務局の新畑さん、山本総
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支配人をはじめシェラトングランドホテル広島のスタッフの皆

様にもお世話になりました。この場をかりて厚く御礼を申し上

げます。 

 

直前会長 髙雄 準善理事 

コロナ禍で、ゲストやご来客のご

接待や、夜間例会での直前会長と

しての挨拶もほぼ出来ず、理事会

は事業や例会の変更をせざるをえ

ない状況で、理事会の皆様は大変

残念な思いであったと思います。

ホテルの感染防止対策が行き届い

ており、安心して出席出来ました。

１年間どうも有難うございました。 

 

会長エレクト 古江 暢敏理事 

会長エレクトとして平井会長の

リーダーとしての会務運営、役割、

責任の重さを改めて実感しました。

次年度に向けて最初の仕事は理事

役員委員会構成です。会員数が減

少傾向にある中、会員の皆様には

無理を承知でお願いし、そして快

く承諾して頂いた事に感謝してい

ます。 

また、平井会長年度はコロナ禍の影響でロータリー活動が延

期、中止も相次ぎ決断の連続だったと思います。その中で素晴

らしいリーダーシップを発揮されていたと思います。次年度に

向けて平井会長、そして歴代会長を見習い私も微力ながらこれ

からの広島城南ロータリークラブ活動の一端を担う事が出来れ

ば幸いです。 

 

副会長・会員組織委員会 水口 弘士理事 

コロナ禍で活動全般が制約されるなか、副会長という大役を

仰せつかりました。平井会長、児玉幹事のクラブ運営のお役に

少しでも立てるよう、若手の副会長らしくこのような時節であ

ってもできるだけ積極的で前向きな姿勢の言動に努め理事会や

正副会長幹事の打ち合わせで私なりの存在感を発揮させていた

だけたように思います。 

理事役員の皆様、また、会員組織委員会にあっては、松本・

大畑両委員長のご協力のもと無事に役目を果たすことができま

した。この場をお借りして感謝申し上げます。 

会員組織については、今年度の直接の実績としては必ずしも

実らなかったものの次年度に花ひらく種と土とを平井年度にお

ける成果として準備できたものと考えております。 

次期古江年度においては、竹岡副会長のもと、その種を植え

た土に水をやる役を仰せつかっておりますので、心して臨む所

存でおります。皆様の、次年度における絶大なるご協力をお願

い申しつつ、改めて今年度における会員各位のご協力に感謝を

申し上げ退任のご挨拶とさせていただきます。 

 

クラブ広報委員会 高藤 孝一理事 

平井年度で今回初めての理事を

経験させてもらいました。広報委

員会は、会報編集委員会、広報・

ロータリーの友誌委員会の二つの

委員会で構成され、対内的・対外

的に重要な委員会ですが、コロナ

過での運営の難しさがありまし

た。 

今回の経験を生かし、今後の城南ロータリークラブとしての

広報活動をしっかり引継ぎし、例会の web配信や、会報誌の発

行、友誌の購読促進など、新しい方法にもチャレンジできるき

っかけになりました。今後ともよろしくお願いいたします。 

１年間ありがとうございました。 

 

クラブ管理運営委員会 山内  将理事 

コロナ禍の中で各委員会共に満

足いく活動が出来ませんでした

が、その中でも出来る事は多少な

りとも活動出来たのではないかと

思います。一年間ありがとうござ

いました。 

 

 

 

奉仕プロジェクト委員会 花島  司理事 

今年度の奉仕プロジェクト委員

会では、３月の予定者の段階から

インフォーマルミーティングを各

４部門の委員長と会長、幹事さん

に参加していただき、各委員長さ

んには各自の思いを事業計画にし

ていただき素晴らしい内容の計画

をたてられており、最高のスター

トだったのですが、コロナの影響

でその先の事業が思うようになりませんでした。結果、青少年

奉仕のソーシャル・スキル・トレーニングのいっぽ、と題しま

して自立支援事業が唯一の事業として行われただけとなってし

まい非常に残念な結果となってしましましたが、SST 事業は広

島城南ロータリークラブとしては良い実績となったのではない

かと思っております。次年度はもし許されるのでしたら今年度

の委員長さんが考えた事業計画を実現していただければ幸いで

ございます。皆さん１年間ありがとうございました。 
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財団関連委員会 門田 充慶理事 

平素より財団関連委員会の活

動にご協力賜り、誠にありが

とうございます。会員の皆さ

まの御蔭をもちまして、１年

間の活動を終えることができ

ました。また、ロータリー財

団委員会の河野綾子委員長、

米山奨学委員会の小澤委員長

には最後まで事業計画達成に

向けご尽力いただきました。本当にありがとうございま

した。次年度はまたそれぞれ違った役割を演じることに

なりますが、全うできるよう頑張りましょう。 

 

藤井  巌 SAA 長  

一年間、SAA 長を務めさせて頂き

ました。 コロナ禍で例会も出来な

い事もありましたが、SAA委員の皆

様、会員、シェラトンホテルの皆

様のご協力を頂き進めさせて頂く

ことが出来ました。ありがとうご

ざいました。次年度松苗委員長に

は引き続きニコニコ箱発表時は、

会員皆様の「心の声」を含め発表

頂ければと思います。一年間ありがとうございました。 

 

副幹事 福山 正剛役員補佐 

今年度副幹事を務めさせていただき

ました。初めて四役を経験し，こ

れまで正副会長幹事を務められた

諸先輩方のご尽力にあらためて気

づくことができました。児玉幹事

の補助業務を行いながら幹事の仕

事を教えていただき引き継ぎをし

ていただきました。皆様次年度も

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

幹事 児玉 哲也理事 

この一年間、皆様に助けて頂き幹

事として行ってきました。皆様に

感謝と御礼を申し上げさせていた

だきます。新型コロナウイルスが

まん延する中、予定されていた行

事が出来ずに一年が過ぎてしまい、

少し寂しい気持ちや、残念な気持

ちで終わってしまいました。例会

を取り止めにせずに会員のご協力

の上 Web 例会が出来たのが私なりには良かったと思っています。

一年間、ありがとうございました。 

 

職業分類・会員選考委員会 松本 勝行委員長 

昨年度に引き続き今年度も新型

コロナ感染症の影響で、殆どの行

事が予定通り進めることが出来な

く、会長はじめ理事役員の方々大

変苦労されました。 

デジタル化の推進に呼応して、

ウエブ例会を導入実施され、効率

的で簡略化した次世代型の例会と

なりました。只、会員同士が余り

長く顔を合わさないでいると疎遠になり、送られてくる書籍

（ロータリーの友・ガバナー月信・城南の会報）だけでは、

仲々心が通じない様な気がします。この様な現状でも当委員会

としては、当初の方針に沿って活動し、当初数名の退会者も出

ましたが、貴重な 1 名の増強で 40 名の枠を守ることが出来、大

きな意義があったと思われます。混迷の時代ですが、会員全員

が力強く手を取り合って会員増強の気概を持ち続け、歴史ある

城南ロータリーの繁栄に力を注いで行きましょう。 

 

会員増強・維持委員会 大畑 哲也委員長 

昨年から続くコロナ禍で例会休

止、最近では web 例会が行われて

はいますが、皆さんに会う事さえ

制限されロータリー活動も親睦も

まともに行えていない状況の中会

員皆さんからの会員増強、会員維

持情報など聞く事が出来ませんで

した。 

Web で例会をする事が出来ても以

前の様な親睦が出来ない様では会員増強も維持も大変難しい事

だと思います。 

早く以前の様に皆さんと会話をし、食事が出来る当たり前の例

会が来る事を願い退任の挨拶とさせて頂きます。 

 

広報・ロータリーの友誌委員会 二上 真也委員長 

本年度の広報・ロータリーの友誌

委員会の方針として、事業計画に

も記載している通り。 

1．毎月第 1例会時に『ロータリー

の友』誌の抜粋した内容を説明す

る事については、RI 指定記事や広

島の他クラブの記事について説明

が出来たと思います。 

2．毎月の『ロータリーの友』誌の
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説明を委員会メンバーと理事の全員で行う事ができました。 

3．友誌内のロータリー・アット・ワークに投稿ができませんで

した。 

4．地元マスコミに対して、情報発信、提供など行えなかった。 

以上 このコロナ禍でなかなかうまく進めることができませ

んでしたが、本当に委員会メンバー・高藤理事に助けていただ

き、無事に一年間ロータリーの友誌が出来たと思います。あり

がとうございました。 

 

クラブ会報編集委員会 青野 大輔委員長 

 本年のクラブ会報は発行が大幅に遅れることとなり、発行ま

での流れをしっかりと管理・運用できなかったことを深く反省

しております。また、本年度はコロナ禍が続いたこともあり、

例会や各委員会の行事や同好会活動などが実施されないことが

多くありました。その中でも、ホームページなどを活用するこ

とにより広報活動が展開できたのではないかと反省しておりま

す。 

 広報誌はあと少し引き続いて発行してまいりますが、皆様の

ご協力に助けられながら１年間広報誌の編集・発行に携わらせ

ていただきましたことを深く感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

 

ロータリー情報委員会 吉村 元亨委員長 

１．実施事業内容 

・例会の卓話時間を使い、ロータ

リーに関する情報提供や自分なり

の考えを発表しました。 

・ロータリー入門書（2019～2022

年度版）が発行されたことに合わ

せて、卓話の中で一部内容を紹介

することができました。 

２．次年度への引継ぎ事項・反省と

評価 

ロータリー情報について、卓話という形で一方向の情報提供に

なっており、会員が互いに話し合う相方向での情報やり取りが

できなかったのが反省点です。 

 

プログラム出席委員会 竹岡龍太郎委員長 

今年度、プログラム出席委員会の委員長を務めさせていただ

きました。昨年度に続き、コロナ禍の影響で来賓卓話を行うこ

とができず、会員卓話、フォーラム中心のプログラムとなりま

した。来賓卓話が行えなかったことは残念ではありましたが、

他方、限られた例会回数ではあったものの、会員の卓話をじっ

くり聴くという意味で充実していたと、前向きにとらえたいと

思います。 

会員の皆様には、卓話の依頼をご快諾いただき、突発的なプ

ログラム変更にもご対応をいただき、一年間、無事にプログラ

ムを行うことができましたこと、大変感謝申し上げます。あり

がとうございました。 

  

親睦活動委員会 田中地宏保委員長 

年度は前年度に続きコロナ禍の中での例会となり、毎週の例

会もままならず夜間例会もクリスマス夜間例会を規模縮小にて

開催できたに留まり親睦活動もまともに機能しなかったように

感じています。今思えば色々他にも出来ることがあったのでは

ないかと反省しきりでございます。次年度は活発に親睦活動が

できる環境にと願っています。最後になりますが会長、幹事を

はじめ事務局、各委員会の皆様、シェラトンのスタッフ皆様に

は大変お世話になりました。本年度は本当にありがとうござい

ました。 

 

職業奉仕プロジェクトチーム 竹村 有右委員長 

初めて委員長という大役をいた

だきあっという間の１年でござい

ました。コロナ禍において色々な

制限がある中貴重な経験をさせて

いただきました。今後のロータリ

ーの奉仕活動に役立てていきたい

と思います。皆様一年間ありがと

うございました。 

 

社会奉仕プロジェクトチーム 加島 文斎委員長 

社会奉仕プロジェクトチーム委

員長として今年度一年間、活動し

て参りました。事業計画として

は、街の清掃活動、元宇品の海洋

ゴミ問題など予定しておりました

が、コロナの影響によりほぼ活動

ができなく終わってしまいまし

た。海洋ゴミのこと知っていくう

ちに、このまま終わらせてはいけ

ない、広島が、世界が抱える大きな問題だなと強く感じました。

来年度も引き継いでいただけるので大変うれしく思います。一

年間、ありがとうございました。 

 

青少年奉仕プロジェクトチーム 藤原 智昭委員長 

皆様１年間お疲れ様でした。青

少年奉仕を承って何もできないま

ま１年が経ちました。もちろんコ

ロナの影響もありましたが、個人

的にも忙しく、ほんとに何もでき

なかった自分に反省をしておりま

す。平井会長・児玉幹事はじめ、

花島理事・水口様・橋沢様には特
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にご支援いただきありがとうございました。皆様の温かいご支

援とご協力のもと拙い私でありましたが何とか乗り越えること

ができました。ありがとうございました。 

 

国際奉仕プロジェクトチーム  松苗 弥生委員長 

今年度はコロナ禍の影響で、事業計画の全てを執り行う事が

何も出来なかった事をご報告させて頂くと同時にとても残念に

思っております。海外の貧困地域への物資支援については年度

初めに米山奨学生だったアイン君と情報交換させて頂きました

資料は次年度の国際奉仕の委員長へ託しましたので、これから

の国際奉仕で何かのお役に立てればと思います。 

1 年間ありがとうございました。 

 

ロータリー財団委員会 河野 綾子委員長 

今年度、ロータリー財団の委員長に任命して頂きありがとう

ございました。委員長としての役割など何も分からない中で、

財団関連委員会門田理事の誠心誠意なご指導の元に、そして会

員の皆様のご協力により無事に終える事ができました。次年度

地区補助金の申請につきましては、私の勉強不足、準備不足と

思い反省するばかりですが、次年度もロータリー財団委員の一

員として頑張ってまいりますのでどうぞよろしくお願いいたし

ます。本当にありがとうございました。 

 

米山奨学委員会 小澤 元一委員長 

米山奨学生のハサンエムデイサッビル君も無事米山奨学生を

卒業し大学進学を決めました。時期が遅くなりましたが米山奨

学会へのご寄付ありがとうございました。会員の皆様、理事役

員、委員会の皆様のご協力を頂きありがとうございました。 

次年度以降も米山奨学会へのご理解、ご協力をお願いいたしま

す。１年間ありがとうございました。 

 

真志田正和 会計長 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯 

 

会長・幹事に花束贈呈 
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次年度クラブアッセンブリー開催 
第 1197 回例会（6 月 11 日）後、次年度クラブアッセンブリー

が開催されました。 

 

 


