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第 1200回例会 2021年 07月 02日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
皆様、お世話になっております。

古江です。今日からいよいよ新年度

が始まります。そして私も会長とし

て会長時間が始まります。勿論初め

て会長時間を経験する訳ですが、会

長時間とは何を話すべきなのか調

べました。ロータリー百科事典の中

にクラブ活動における会長と幹事の役割に記されています。 

【クラブ会長は各例会で５分間程度の「会長の時間」をもち、

クラブ活動やロータリー全般に関わる情報を提供することが推

奨されています。ロータリークラブにおける「会長の時間」は会

長にとっても、また会員にとっても、毎週のクラブ活動の状況を

知るうえで大変貴重な時間です。会長はテレビや新聞に出てくる

政治や経済問題、或いは自分の趣味の話題は出来るだけ別の機会

に話すようにし、ロータリーでの「会長の時間」はクラブや会員

の活動についての話題や情報を中心に行います。会長は「会長の

時間」が会員のクラブ活動への参画意識と意欲が高まる機会にな

るように努めます。】 

時間的には 5 分程度で、お聞き苦しい点も多々あると思います

が皆様の寛容の心で我慢して聞いていただければ幸いです。そし

て、今日は理事役員就任挨拶と言うことで、時間も押しているこ

ともあり、後ほど私も会長就任挨拶がありますので早々に会長時

間を終わりにしたいと思います。 

 

記念日（会員誕生日） 
戸田 拓夫 会員 07日  高藤 孝一 会員 08日 

髙雄 準善 会員 28日  福山 正剛 会員 31日 

 

 

連続出席100％ 
田中 清峰 会員 23年間連続100％出席 

松本 勝行 会員 18年間連続100％出席 

吉村 元亨 会員 08年間連続100％出席 

山本 博之 会員 02年間連続100％出席 

 

前年度四役退任記念品贈呈 

 

前年度：福山副幹事、児玉幹事、水口副会長、平井会長 

 

幹事会務報告 
1．ロータリーレート変更のお知らせ 

・7月 1 日より１ドル 111 円に変更となりました。 

（6月 109円） 

2．ボックス配布物  

・2021-22年度会員証…裏面に署名をしてご使用下さい。前年 

度の物は破棄して下さい。 

・2021-22年度ガバナーズレター・ロータリーの友誌７月号 

・2020-21年度ガバナーズレター最終号 

・会報2～5月号（希望者のみ） 

・公式訪問に際しての案内 出欠回答用紙（未提出者） 

…お帰りの際に受付に提出下さい。  

3．回覧物  

・先週に引き続いて次年度会員名簿B5版、手帳版の校正に 

ご協力ください。 

4.お知らせ 

・7月分会費については、本日例会後に開催される、理事会で 

予算承認を得た後、発送する予定です。 

・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をお願いします。 

会長／古江暢敏   副会長／竹岡龍太郎   幹事／福山正剛    副幹事／門田充慶   クラブ会報編集委員長／高藤孝一 

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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委員会・同好会報告 
(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 花島委員長 

(2) 広報・ロータリーの友誌委員会 橋沢委員長 

(3) バーディー会 花島会員 

 
ニコニコ箱 
古江会員 

いつもお世話になっております古江です。今日からいよいよ 

本年度のスタートです。皆様、1 年間宜しくお願い致します。 

竹岡会員 

役員就任あいさつをします。古江年度よろしくお願いします。 

バッジ忘れました。 

福山会員 

新しい年度のスタートです。古江会長年度 皆様よろしく 

お願いいたします。 

門田会員 

新年度スタートおめでとうございます。1 年間楽しく、 

よろしくお願いいたします。 

平井会員 

古江年度大いに期待しております。 

27 日に宇品の清掃活動に息子と一緒に参加しました。 

RCCニュースに結構映り込んでいました。 

戸田会員 

古江年度の理事役員の皆様がんばってください。 

6/27 の元宇品海洋ゴミ清掃、平井直前会長、福山さん、 

大西さん、加島さん、ありがとうございました。 

田中会員 

古江会長、福山幹事、1年間頑張ってください。 

夏の甲子園を目指しての広島県大会が始まります。 

出場めざして応援に行ってきます。 

正木会員 

新年度発足にあたり、昨年平井年度の会長、理事役員様のご

活躍に感謝し、併せて今期古江年度の会長、理事役員様のご

活躍を祈ります。 

河中会員 

古江会長年度が始まりました。私はバーディー会の会長にな

ってしまいました。今年度も楽しくゴルフをしましょう。 

児玉会員 

古江年度になりましたね！ 

藤井会員 

古江年度のスタートです。1 年間宜しくおねがい致します。 

藤原会員 

新年度の始まりですね！よろしくお願いします。ニコニコの

発表では、一昨年、昨年同様面白くなると思います。 

大西会員 

古江会長、1 年間がんばって下さいね。 

 

 

山内会員 

『大ちゃんの釣りに行こう』のスポンサーになり、しょうがなし

にコマーシャルをつくりました。 

花島会員 

新年度のスタートです。はりきって参ります。1 年間よろしく 

お願いします。 

水口会員 

古江会長年度の出航を祝して出宝致します。福山幹事、 

残り懲役 1 年です。 

高藤会員 

今年度、会報編集委員長と SAA の松苗委員長の下で労働しま 

す。1 年宜しくお願いします 

橋沢会員 

古江会長年度の始まりです。自分の役割をしっかり行い、 

大いに盛り上げていきたいと思います。 

竹村会員 

今年度よろしくお願いいたします。 

松苗会員 

古江会長年度はじまりました。1年間よろしくお願い致します。 

計 40,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～新年度 理事・役員就任挨拶～ 
古江暢敏会長 

皆様今年度１年間宜しくお願い

致します。昨年度、平井直前会長年

度から数回すでに今年度会長方針

を発表させて頂いていると思いま

す。テーマは新たなスタート【原点

回帰】です。 

広島城南ロータリークラブ発足

27 年の重みを痛感しています。その上で広島城南ロータリーク

ラブらしさを大切に、そして時代にあった新たな取り組みにチャ

レンジする事が必要だと感じています。３年、５年先を見据え今

年度が有意義なものになれば幸です。本日は理事役員就任挨拶、

来週には委員長就任挨拶といよいよ今年度のスタートです。思い

切ってロータリー活動をして下さい。そして大いに楽しんでいき

ましょう。 

 

平井篤志直前会長 

直前会長は、例会の来賓やゲスト

の接待を行うこと、理事として理事

会に出席すること、夜間例会で乾杯

の音頭をとることが主な役目です。 

まだまだ通常の活動に戻れない

以上、どこまで直前会長の業務を全うできるかわかりませんが、

古江会長を陰から支えていければと考えております。 
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大畑哲也会長エレクト 

会長エレクトに就任致します大畑です。会長エレクトとして今

年１年古江会長の会務運営をしっかり勉強させて頂き、次年度会

長に備えたいと思いますので宜しくお願い致します。 

 

副会長・会員組織委員会 竹岡龍太郎理事 

今年度、副会長と会員組織委員会理

事を務めます。一年間、どうぞよろし

くお願いいたします。 

会長からは「新たなスタート【原点

回帰】」に沿って、会員がクラブの活

動に携わるにあたり求められること

や会員増強に意義を今一度見つめ直

し、これを基礎として会員増強を進め、会員相互の関係を深め、

会員維持を図っていく、という本年度方針がありましたが、これ

に沿って、職業分類・会員選考委員会、会員増強・維持委員会、

ロータリー情報委員会の皆さんとも連携を図り、全会員が将来を

見据えたクラブ作りを担いクラブ組織の強化を図る、という課題

に貢献できるよう努めたいと思います。 

 

クラブ広報委員会 竹村有右理事 

今年度クラブ広報委員会の理事と

いう大役を仰せつかり、身の引き締ま

る思いです。ロータリーの活動をより

多くの方達に知っていただけるよう、

精一杯取り組む所存でございます。 

至らない点も多々あると存じます

が、ご指導・ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

クラブ管理運営委員会 木本博之理事 

古江会長の会長方針に沿い、魅力

的なクラブ作りに努めて参りたい

と思います。ロータリー情報委員会

の河中委員長、プログラム・出席委

員会の花島委員長、親睦活動委員会

の青野委員長を始め、各委員の皆様

と協力し、地道に活動を進めて参り

ます。会員の皆様にもご協力いただ

き、皆でコロナ禍の難局を乗り越えていこうと思っておりますの

で、１年間よろしくお願い致します。 

 

奉仕プロジェクト委員会 加島文斎理事 

『新たなスタート【原点回帰】』の会長方針に基づき、このコ

ロナ禍中で活動が制限されるなかで、奉仕チームとして何ができ

るかを「温故知新」の精神で委員会で考え話し合い、現状でも活

動できるような、これまでとは違う新たな形の奉仕活動を生み出

せればと思います。 

財団関連委員会 田中地宏保理事 

現在までの私のロータリー歴の

中では全く経験の無い分野ですが、

ロータリー財団、米山奨学について

理解を深め両委員会の委員長のフ

ォローに努め、古江会長の方針に基

づき諸々の事業目標を達成し、その

内容を会員の皆様に情報提供し理解を深めて行きたいと思って

おります。1 年間よろしくお願いいたします。 

 

松苗弥生 SAA 長 

今年度会長方針「新たなスタート

『原点回復』」に沿うよう SAA とし

ても初心に返り、例会進行に務め、

また新しい事にも柔軟に対応し全

会員の協力を頂きながらより良い

例会創りに務めたいと思いますの

で、皆様一年間どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

門田充慶副幹事  

次年度の来るべき時に向け、副

幹事として会務運営を福山幹事の

元で１年間学ばせていただきま

す。自分に何ができるか、また何

の準備をしないといけないかを考

えながら、ロータリー活動を楽し

みたいと思います。１年間よろし

くお願いいたします。 

 

福山正剛幹事 

今年度幹事を務めさせていただき

ます福山です。古江会長のテーマで

ある「新しいスタート【原点回帰】」

のもと、活発かつ円滑なクラブ運営

ができるよう粉骨砕身務める所存

です。皆様ご理解ご協力のほど何卒

よろしくお願い申し上げます。 
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第 1201回例会 2021年 07月 09日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
新年度のスタートする日ですので、

本日は「ロータリーの新年度はなぜ

7月 1 日 から始まるのか」、につい

てお話ししたいと思います。 

通常、個人の事業主も会社も事業

年度があります。会社では事業年度

の終了後には総会を開催しなけれ

ばなりません。 個人の場合は 1 月から 12 月までと決められて

います。会社の場合は事業年度を 会社の都合で自由に決めるこ

とができます。 

ロータリーが創立された当時のアメリカでは 7 月 1 日が新年

度だった、と言う方もおられますが、そんなことはありません。 

1905 年にシカゴ・ロータリークラブが誕生し、アメリカ各地で

ロータリー クラブが設立されるようになりました。そうなると

いろいろなクラブが顔を合わせるコンベンション(Convention)

【集会、代表者会議】を開こうということになりました。今はコ

ンベンションを国際大会と言っています。世界大会という人もい

ます。ですが、コンベンションには、国際とか世界という意味は

ありません。 

当時はアメリカだけにロータリークラブがありましたのでコ

ンベンションは、 単に【大会、集会、代表者会議】という意味

でした。ロータリークラブがカナダに広がってコンベンションは、

International Convention となり、現在に至っている様です。 

1910年 8 月 18 日に最初の大会が開かれ、ポール・ハリスがロ

ータリークラブ全米連合会の会長に選ばれました。ロータリーの

大会といっても、登録者は 60 人、ささやかなスタートでした。

ロータリーについて連合体 Association という概念は現在も生

き続けています。つまり、ロータリーにおいては、各ロータリー

クラブが主体性を持っているということです。 

ロータリーの最初の会計年度は、第 1 回大会が終了した翌日、

1910年 8 月 18 日に始まりました。翌年度の 1911 年 8月 21 日に

ロータリー全米連合会はロータリー国際連合体になり、再度ポー

ル・ハリスが会長に選ばれ、会計年度もこの日程に合わせ 8 月 21

日の開始になっています。さらに、翌年 1912 年 8 月、理事会が

当時の国際ロータリークラブ連合会の会計監査を会計士に依頼

した際、クラブ幹事と会計が十分な時間をもって大会に向けた財

務報告を準備し、クラブ代議員の数を決定できるよう、会計年度

の最終日は 6 月 30 日にするのが良いとの提案を会計士から受け

たそうです。当時の執行委員会は同意し、1913 年 4 月の理事会

で 6 月 30 日を会計年度の最終日と定めました。 

ロータリーはその後 1917 年まで 7 月または 8 月に年次大会を

開催していましたが、1916 年米国シンシナシティでの年次大会

において夏場の暑さを考慮して、大会を 6月に開催する決議案を

採択しました。これにより次の大会となるアトランタから 6 月に

開催されるようになりました。 

100年近くも前から「ロータリー年度」は、6 月 30 日に年度が

終わり、7月 1 日から開始になっています。このことは国際ロー

タリー定款にも明記されています。 

以上、事業年度が 7 月から 6月の 1 年間になった経緯です。 

 

結婚記念月 
田上 剛 会員 07日  竹村有右 会員 11日 

 

幹事会務報告 
1．お知らせ  

・第１回理事会議事録…７月分会費請求書に同封して発送して 

 いますので、ご確認下さい。 

・例会終了後、臨時理事会が例会場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、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 花島委員長 

 

ニコニコ箱 
広島中央 RC 鳥井均城会員 

いつもお世話になります。鳥井です。古江会長、会長就任おめ 

でとうございます。また例会に参加できる日を心待ちにしてい 

ます。 

広島中央 RC 上田恵会員 

古江様、城南 RC 会長就任おめでとうございます。そして、城 

南 RCの皆様、新年度を迎えられたことを心よりお祝い申し上 

げます。皆様には常日頃より大変お世話になっております、中 

央 RCの上田でございます。本当なら駆けつけてお祝いと日ご 

ろの御礼を申したいところですが、このコロナ過の中そうもい 

かず、新 SAA委員長の松苗さんにニコニコとしてお預けさせて 

いただきます。昨日も古江会長不在の中ではありますが、中央 

RC の先輩である鳥井さんと城南 RC の山内さん、門田さんと 

「古江さん、会長就任おめでとうございます！乾杯！」と祝杯 

を挙げさせていただきました。4 人ともあまりに好きすぎて、 

終始、話題は古江会長のことばかりでした。不在にもかかわら 

ずこんなにも人の心をわしづかみする古江さん！本当に心よ 

り尊敬いたしております。気が付けば新品のボトルが空くほど 

語り合いました。このコロナ過での会長職は本当に大変だと思 

いますが、「古江さんなら想像以上にやり遂げてしまうのだろ 

うな」と思っております。応援しております。 

・・・追伸この大枚の半分は山内さんも出宝されています。 

・・・追伸の追伸 近々、昨日皆で飲んだ‘山崎 18年’の請 

書が届くと思います。よろしくお願いいたします。 

古江会員 

今日は委員長挨拶です。今年 1 年よろしくお願いいたします。 
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福山会員 

本日の委員長就任あいさつよろしくお願いいたします。大雨の 

影響が出ておりますが、皆様安全第一でお過ごし下さい。 

戸田会員 

社会奉仕プロジェクト委員長を務めます。一年間よろしくお願 

いします。 

髙雄会員 

新年度が始まりました。古江会長、福山幹事、宜しくお願いし 

ます。 

本日、委員長就任挨拶をさせて頂きます。 

真志田会員 

大学院に行っている娘がどうやら博士の学位がとれたようで 

す。 

藤井会員 

今年度、バーディー会幹事をさせて頂く事になりました。 

宜しく御願いします。 

山内会員 

古江会長就任祝いを、古江さん抜きで、鳥井・門田・山内の 

3 名で勝手にソフィーにて盛大にさせていただきました。 

古江会長ごちそうさまでした。 

二上会員 

先週の土日で息子に会う為長野に行ってきました。熱海の大雨 

で東京まで 7 時間かかりましたが、無事に行くことが出来まし 

た。心も体も大きくなって少し安心して広島に帰ってきました。 

青野会員 

松苗さん、出宝のお声がけありがとうございます。 

本年度よろしくお願いします。 

娘と風呂に入っているとブラジャーを買ってとお願いされま 

した。 

松苗会員 

昨日、夜中に門田さんとゴルフバーに行き、今日は筋肉痛です。 

門田さんごちそう様でした。 

計 31,000 円 

 

愛のコイン箱                  

 
 

 

 

 

3,520 円 

 

 

 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 委員長就任あいさつ ～ 
職業分類・会員選考委員会 髙雄準善委員長 

今年度、委員長を努めさせて頂

きます。職業分類に関しましては、

現会員の職業分類の再検討や、充

填・未充填｢職業分類表｣について、

必要な場合は、理事会と協議をし

たいと思います。会員選考に関し

ましては、ロータリーの目的を基

本理念に据え、会員増強・維持委員

会と連携して、入会対象者を選考し、速やかに理事会に報告をし

たいと思います。平井副委員長・松本委員と一緒に１年間務めさ

せて頂きますので、どうぞ宜しくお願いします。 

 

会員増強・維持委員会 水口弘士委員長 

今年度の取り組みとして、すべての会員さんにお一方１人以上の

勧誘働きかけ対象の方のリストア

ップにご協力いただくことをお願

いします。候補者の見える化によっ

て、働きかけの進捗を増強委員会と

推薦者とで共有して中長期的な成

果につながればと思います。宜しく

お願い致します。 

 

クラブ会報編集委員会 高藤孝一委員長 

ロータリーに入会して 6 年目に

なります。今期、城南ロータリー

クラブの活動をしっかりと会報誌

に記録し、2、3 年先を見据えた会

報誌の仕組み作りに尽力いたしま

す。会報誌の発信で、増強につな

がると考えていますので、大変重

要な役割と感じております。委員会で協力しながら、積極的に

会活動を記録に残していきます。この、一年も宜しくお願いし

ます。 

 

ロータリー情報委員会 河中清委員長 

 こんにちは、今年度はロータリー

情報委員会の委員長を務めさせて

いただくことになりました河中で

す。ロータリー情報に関して、新し

い情報や、また、会員候補者など、

新入会員に対してロータリークラ

ブ会員の特典と責務に関する情報

を皆様にお伝えしたいと思います。

一年間、よろしくお願いいたします。 
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プログラム・出席委員会 花島司委員長 

楽しめる例会作りを考えていきた

いと思いますが、コロナ禍ですので、

何かと様子を見ながらの運営にな

ることが予測されます。出来る限り

皆様にご迷惑のかからないように

努力したいと思っておりましので、

１年間よろしくお願い致します。 

 

親睦活動委員会 青野大輔委員長 

 コロナ禍が続く中で直接顔を合わ

せての親睦活動が制限される可能性

もありますが、状況に応じた臨機応

変な対応・企画を検討しながら、充

実した親睦行事が実行できるよう努

めてまいります。皆様にはご相談・

ご協力をお願いすることも多々ある

と思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

職業奉仕プロジェクトチーム 藤井巌委員長 

昨年度からのコロナ禍で活動状況

も制限されて来るとおもわれます

が、常に四つのテストに基づいて全

会員のご協力のもと１年間頑張っ

ていきたいと思いますので宜しく

お願い致します。 

 

 

 

社会奉仕プロジェクトチーム 戸田拓夫委員長 

前年度の加島委員長の取組みを引継

ぎ、主に瀬戸内の海洋ゴミについて、

「人と海との関わり」をテーマにして、

人類が海から貰っている恩恵に対し

て、お返しをするつもりで頑張ります

ので、ご協力をお願い致します。 

 

 

青少年奉仕プロジェクトチーム 二上真也委員長 

会長方針の 新たなスタート【原点回帰】にそって、青少年奉

仕について取り組んでいきたいと思

います。コロナ禍でどうなるかわか

りませんができることを考えチー

ムの仲間と協力し進めていきたい

と思います。 

 

 

国際奉仕プロジェクトチーム 山内将委員長 

コロナ禍の中で国際奉仕という

ものが事業として出来るのか？と

いうような状況ではありますが、

精一杯務めてまいりますので皆様

よろしくお願い致します。 

 

 

 

ロータリー財団委員会 松田文雄委員長 

2 度目のロータリー財団委員会委員長に就任いたしました。 

古江会長の方針に則り、田中地理事と連携を密にし、委員会メ

ンバーと共に取り組みたいことがあります。まず、ロータリー財

団について、その仕組みの理解について皆様と共有したいと思い

ます。そして、理解に基づいてロータリー財団を効果的に活用す

る方向で取り組みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

米山奨学委員会 藤原智昭委員長 

この度青米山奨学委員会 委員長を拝命いたしました。 

コロナの影響で出来ることは限られるとは思いますがしっか

りと対応していきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお

願いします。 

 

 

第 1202回例会 2021年 07月 16日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
ガバナー公式訪問 (Governor's Official Visit)について 

ガバナーの公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各 RC を以下の

ような目的をもって訪問するものと定義されている。  

〇重要なロータリーの問題に主眼を置き関心をもたせる；  

〇弱体あるいは問題のあるクラブに特別な関心を払う；  

〇ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加させる； 

また  

〇地区内におけるロータリアン個人の卓越した業績を表彰す

る。  

 ガバナーの公式訪問は、加盟認証

状伝達式、入会式、新会員のオリエ

ンテーション・プログラム、表彰

式、特別プログラム、ロータリー財

団行事あるいは都市連合会など、ガ

バナー出席の効果が最も上がるよう

な時に行うものとする。多クラブ合

同、あるいは都市連合会会合においては、ホスト・クラブのみ

に限らず、全参加クラブを挙げての出席を強調すべきである。 

親睦・ロータリアン同士、クラブを超えて交流・親睦を図る機会

を創る事。 
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発見・他クラブの状況を知ることにより、自クラブを見つめ直し

新たな課題を発見し、その解決策をクラブ内で論ずること

によって、より革新的で魅力的なクラブづくりにして行く

事。 

挑戦・疑問を持たずに古くからの仕組みをただ繰り返すだけでな

く、地区として新たな取り組みに挑戦し、すべてのロータ

リアンがそれに対し積極的に対応し、適応していこうとす

る勇気を持つこと、そしてその成果と反省を得て、今後の

糧にする機会を提供する事。 

増強・マンネリを打破し常に新規の挑戦をしていくことが、クラ

ブ内の会員増強意識・意欲を活発にし、新しい仲間を受け

入れる環境づくりに役立つと思われる事。 

人事・今後、地区、又はクラブ内の役職者に登用されていく人た

ちのために、時間と費用を可能な限り軽減し、過重な不安

を抱かせることなく役職への就任を促していきたい事。 

 

等、ガバナー公式訪問では我がクラブの現状報告、問題点、将

来設計等これからの広島城南ロータリーにとって大切な時間に

なり、全会員の意識の向上へ繋がれば幸です。 

 

ガバナー補佐 来訪挨拶 
ご来訪頂きました、温泉川梅代ガバ

ナー補佐より、ご挨拶を頂きました。 

 

 

 

 

第 14回米山功労クラブ感謝状 

 
記念日（配偶者誕生日） 

 
吉村 元亨 会員（吉村さゆり様）  15日 

藤原 智昭 会員（藤原しおり様）  16日 

田中地宏保 会員（田中地みどり様） 26日 

 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・2021-2022年度会員手帳 

・8月例会のご案内…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。 

・例会休会のご案内 

・卓話資料 

・会報6月号（希望者のみ） 

２．お知らせ  

・次週23日（金）は祝日のため休会となっております。 

次回の例会は30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、クラブアッセンブリーが開催されます。 

  関係者の方はご出席、宜しくお願い致します。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 花島委員長 

 

ニコニコ箱 
温泉川梅代ガバナー補佐（広島東南 RC） 

今日はお世話になります。8月 6日ガバナー公式訪問、来年 2 

月 27日 IM もよろしくお願いします。 

藤本春菜会員（松山南 RC） 

広島へゴルフと飲みで遠征に来て、古江会長にはたくさんお世 

話になり、ありがとうございました。 

古江会員 

いつもお世話になっております古江です。本日、ようこそお越 

しいただきました。広島東南 RC、温泉川ガバナー補佐、大井ガ 

バナー補佐幹事、例会後のクラブアッセンブリー宜しくお願い 

致します。そして本日の卓話の大西会員、大変楽しみにしてい 

ます。宜しくお願い致します。 

追伸 安芸 RC 木下会員、中央 RC鳥井会員から「大西さん、明 

るく、元気よく頑張ってください。」とメッセージ、出宝を頂 

いております。宜しくお願い致します。 

福山会員 

温泉川ガバナー補佐様、大井ガバナー補佐幹事様、本日のクラ 

ブ協議会よろしくお願いいたします。 

門田会員 

温泉川ガバナー補佐様、大井ガバナー補佐幹事様、ようこそお 

越し下さいました。 

大西さん新会員自己紹介楽しみにしています。 

平井会員 

温泉川さま、大井さま、本日はようこそいらっしゃいました。 

久しぶりの来賓でうれしいです。 
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蛭子会員 

コロナワクチンが２回済みました。 

昨年暮れの囲碁大会で青野会員の参加賞と準優勝の商品を渡 

すことができました。（やっと） 

戸田会員 

温泉川ガバナー補佐、大井ガバナー補佐幹事さま、ようこそ 

広島城南 RCへ。本日は宜しくお願い致します。 

髙雄会員 

大西会員の卓話を楽しみにしています。 

大畑会員 

古江年度が始まりわくわくしています。ガバナー補佐温泉川様、 

ガバナー補佐幹事大井様本日は宜しくお願いいたします。 

大西会員 

本日卓話をさせていただきます。初めての事でとても緊張して 

いると思います。よろしくお願いいたします。 

水口会員 

お世話になっております。水口です。古江会長に本日の例会欠 

席をお伝えしたらなぜか出宝を命じられましたので喜んで出 

宝いたします。 

橋沢会員 

本日の例会を欠席しますので出宝させて頂きます。 

今年は待ち焦がれた保田杯が今のところ開催される予定です。 

昨年の準優勝をいう雪辱を晴らすべく、優勝に向けて皆さん調 

整しましょう。 

計 46,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 新会員卓話 ～ 

大西正朗会員 
皆さん、こんにちは。私は令和

3年 3 月に広島城南ロータリーク

ラブに入会させていただきました

大西正朗です。 

それではまず自己紹介とわたし

の勤めている大西運輸の紹介をし

ます。 

大西正朗の正朗の漢字は、正しいに朗らかと書きます。なか

なか「まさあき」とは読んでもらえません。昭和 40年 9月 2 日

生まれで歳は 55 才です。血液型は AB型です。家族構成は妻と

6 年生の娘の 3 人家族です。趣味は一応ゴルフです。袋町小学

校、国泰寺中学校、広島観音高等学校卒業、最終学歴は日本大

学経済学部です。大学を卒業後、2 年間東京で銀行勤めをした

後、平成 2 年 4月に広島に戻り大西運輸株式会社に入社しまし

た。 

次に私の勤めている大西運輸の紹介をさせていただきます。

創業は昭和 2年 6 月、今年で 94年を迎えました。私の祖父（そ

ふ）、大西誠が創業者で、私で 3代目になります。ただ、古い資

料によると、大正 14 年 8月、広島荷役の戸田会員の祖父（そ

ふ）の戸田義一氏（正確には大叔父）と私の祖父（そふ）の大

西誠が共同出資して戸田回漕店を設立したと記録が残っていま

す。後のマツダロジスティクスさんです。ただ、マツダロジス

ティクスさんのホームページには、創業は大正 11年 5 月と出て

いるので間違っている可能性があります。正直よく分かりませ

んが、大昔、戸田会員のおじい様と私のお爺さんが、仲間だっ

た事は間違いないと思います。戸田会員とのご縁を感じており

ます。 

創業時は現在の住吉町にあって、広島運輸合資会社という社

名でした。昭和 6 年 2月、住吉町から元宇品町に移転をして、

広島運輸株式会社と変更しました。戦争が終わり、昭和 23年 7

月に現在の社名である大西運輸株式会社に変更しました。昭和

25 年 10 月より、中国新聞社様との取引が開始され、新聞巻取

紙の取り扱いが始まりました。この新聞巻取紙がわが社の主要

な取り扱いの荷物です。 

私は入社して 10 年余りトラックに乗っていました。今でもフ

ォークリフトや天井クレーンに乗っています。今日はスーツで

すが、普段は作業着、安全靴姿で働いています。今の季節、ヘ

ルメットとマスクが暑いです。 

さて、広島城南ロータリークラブへ入会のきっかけは、古江

会長からのお誘いでした。もともと古江会長と私の父親同士が

友人で、古江会長のお爺様が亡くなられた時は私の父が葬儀委

員長をつとめたり、古江会長のご結婚の際は私の両親が仲人を

務めたと聞いております。また、お互いに紙関係の仕事をして

いるので、共通する部分が多いと思います。 

そういう古江会長からの入会のお誘いはとても光栄で嬉しか

ったのですが、その反面、正直ちゃんと活動が出来るかは不安

でした。そこで私は、憧れの人で最も尊敬する方のお一人であ

る戸田会員に「城南ロータリークラブというのはどんなところ

ですか」とお聞きしたところ、「宝の山だよ」「人材の宝庫だ

よ」と言われ、私はその言葉で入会を決めました。 

最後に、ちょっと嬉しかったことをお話します。それは、昨

年、宇品小学校の 5 年生の子どもたちに出島の浜本工芸さんへ

の工場見学をさせてあげられたことです。私は宇品小学校の

PTA会長をさせていただいた関係もあり、校長先生から「宇

品・出島地域で子供たちに工場見学をさせてもらえる企業を探

してもらえないか」とご相談がありました。毎年マツダさんに

工場見学に行っていたそうですが、コロナ禍で見学が出来なく

なり、このままではモノづくりの社会見学が中止になるようで

した。 

宇品小学校は全児童数 1,300人弱の県内一のマンモス校で 5

年生だけで 7 クラス、児童数は 200 名を超えていましたので、

受け入れる側も大変で、「コロナ禍でなければ是非うちで工場見

学を」という企業さんもありましたがすぐには見つかりません

でした。出島に浜本工芸さんの工場があることに気付きました

が、私には浜本工芸さんとの接点はありませんでした。そこで
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浜本工芸さんの家具を運んでいる運送会社の会長にその話をし

てみたところ、仲介をしてくださり、工場見学をさせていただ

くことになりました。 

その輪は段々と広がり、その後、元宇品小学校など近隣の学

校が工場見学をされました。校長先生もとても喜んでくださ

り、今後も浜本工芸さんとのご縁を大切にしたいとおっしゃっ

ていました。このコロナ禍で物事がなかなか思うようにならな

いことが多い中、手放しで嬉しかったです。こんなに繋がって

いくとは思いませんでした。 

ということで、せっかく古江会長と戸田会員に入会のお声を

掛けていただいたので、充実したロータリー活動が出来るよう

にしていきたいと思います。また、特にこの 1 年間は微力なが

ら古江会長を支えていけたらと思っております。 

 

 

第 1203回例会 2021年 07月 30日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 

ロータリーとオリンピックについて 

＜オリンピズムとロータリィズム＞ 

おそらく、この原稿が読まれる頃

には東京オリンピックは既に無観客

で開催されていることと思います。

コロナの変異株、ワクチン接種と問

題が山積で先が見通せない非常に厳

しい状況の中大会に参加する関係

者、受け入れる都民・国民、双方にとって『安全最優先の大会』

を実現し、アスリートたちが迷いなく大会の舞台に立つことがで

きることをひたすら祈っております。 

近代オリンピックの生みの親はピエール・ド・クーベルタンと

言う方だそうです。国際オリンピック委員会(IOC)が設立された

のは 1894年 6 月 23 日でした。ロータリーはポール・ハリスによ

り 1905年 2月 23日に声を上げました。両者が目指したものは、

初期資本主義の欠陥あふれる世相の中で、人間の尊厳の保持に重

きを置く生き方を探求するものでした。オリンピックの目的は、

平和な社会の推進を目指すために人類の調和のとれた発展にス

ポーツを役立てることでありました。ロータリーの目的は「超我

の奉仕」であり、他者に対する思いやり、他者へ手を差し伸べる

ことです。ロータリーの根幹は精神的な概念であり、一人の人間

が仲間を大切にしようとする胸に響く波動が基本です。 

私はこの度会長に就任することとなり会長時間に話すことを

考えていた時、オリンピックについて話すのもいいかなと思い調

べていました。そうするとオリンピックにもオリンピック憲章な

るものがありオリンピックの根本原則とロータリーの根本原則

に類似点があることを知りました。 

ロータリーの決議 23-34 の第 1 項、“Fundamentally,Rotary・

is・a philosophy of life “「ロータリーは、基本的には、一

つの人生哲学である」というこのフレイズは「ロータリーとは何

か」というロータリアンの疑問に明快に応えてくれました。 

オリンピックの「Fundamental・Principles・of・olympism」

の第/1項も、”Olympism/is/a/philosophy/of/life”「オリンピ

ズムは人生哲学である」とうたわれています。プラグマティズム

(実用主義)の盛んなアメリカで、オリンピズムとロータリィズム

両者の考えは注目に値すると感じました。 

また、オリンピズムの第 6 項には、「このオリンピック憲章の

定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、

宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会のルーツ、財

産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別

も受けることなく、確実に享受されなければならない」とありま

す。 

これに対して 2020 年度手続要覧の、RI 細則第 4 条(会員の多

様性)には、「各クラブとローターアクトクラブは、多様性を推進

するような均衡のとれた会員構成を構築するよう努めるものと

する。いかなるクラブも、ジェンダー、人種、皮膚の色、信条、

国籍、 または性的指向により入会を制約することはできない」

とあり、オリンピズムと同じ資格が列記されています。 

昔の国際ロータリーの定款には、ロータリークラブは「以下に

定める資格を備える男子によって構成される。すなわち、善良な

成人男子であって、職業上よい世評を受けている者、そして有益

な実業または専門職業の持ち主、パートナー、法人役員または支

配人」とありました。つまり、ロータリーは成人男子による企業

の管理者と専門職業人を中心とする厳しい限定会員制でした。 

そもそも初期ロータリーは、対面的で親密で共同体的な集団で

した。個人の人格形成こそ最重要な課題でした。会員は自分たち

の目標を達成するために、推薦されて集団に参加します。 

やがて、ロータリーは時とともに情緒的に親密な関係ではなく、

限定された役割をとおして相互行為する人びとの集団となりま

した。さらに産業化と都市化は、地域社会における集団を世界的

組織へと変化させて行きました。 

拡大を唯一の目的とする組織には限定会員制では会員数にも

限界があります。会員基盤の多様性の選択は組織の宿命だと思い

ます。オリンピックが世界の人類のために、スポーツマンシップ

を高揚するように、ロータリーも世界の人類のために、人道的か

つ持続可能な奉仕を実践しようと、必然的に会員基盤の多様性を

取り入れたと思います。 

 

入会記念月 
田中 清峰 会員 平成10年0 7月03日 

松本 勝行 会員 平成15年0 7月11日 

戸田 拓夫 会員 平成 23 年 7月 1 日 

山本 博之 会員 令和元年0 7月05日 

 

創業記念月 
竹岡龍太郎 会員 平成10年7月6日 竹岡龍太郎司法書士事務所 
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第 2回米山功労者表彰 
有田一郎会員 

 
 

ポール・ハリス・フェロー表彰 
正木英生会員・有田一郎会員 マルチプル（２回目） 

蛭子宗夫会員 

 
 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・2021-2022年度事業計画書 

・2021-2022年度会員名簿 

２．お知らせ  

・例会終了後、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をお願いいたします。 

・次回8月6日の例会はガバナー公式訪問です。例会終了後、 

フォーラムが開催されますので出席を宜しくお願い致しま 

す。本日配布した事業計画書をご持参下さい。 

・地区大会について 

  メールにて予定変更をお知らせした通り、10月17日は完全 

  リモート形式でライブ配信、５月28日（土）会長幹事会・ 

懇親会、5月29日（日）記念ゴルフが予定されておりますの 

で、宜しくお願い致します。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 花島委員長 

（2）同好会報告 

   ・野球同好会 橋沢会員 

    9/23（祝）岩国市民球場で保田杯親睦野球大会を開催し 

ます。ぜひ参加をお願いします。 

   ・ゴルフ同好会（バーディー会） 

    7月 30 日シェラトングランドホテル広島にて総会を 

開催いたします。 

 

 

 

ニコニコ箱 
南真一様（㈱ワカバユニフォーム） 

古江会長、会長就任おめでとうございます。また、城南 RCの 

皆様にはいつも親しくさせていただきありがとうございます。 

部外者ですが出宝させていただきます。これからも宜しくお願 

い申し上げます。 

古江会員 

いつもお世話になっております古江です。会長に就任してから、 

あっという間の 1 カ月でした。あと 11 カ月頑張ります。 

福山会員 

本日、今年度の当クラブ事業計画が配布されました。皆様、 

ぜひお目通し下さい。 

門田会員 

松苗 SAA長、先日は大変結構なお酒をごちそうになり、ありが 

とうございました。また是非ごちそうして下さい。 

松田会員 

お久しぶりです。第 17 回日本司法精神医学会大会の会長を盛 

大のうちに終えることができました。忙しくしていますが、 

なんとかやっています！ 

蛭子会員 

9月 1 日、2日の中国シニア（鷹ノ巣）、9 月 15 日、16日の 

中国ミッドシニア（白竜湖）に出場が決まりました。 

正木先生ありがとうございました。 

戸田会員 

4 連休で孫疲れしましたので出奉します。 

髙雄会員 

7 月の出来事を一週間にまとめて歌にしてみました。題名は 

「私の一週間」です。曲はロシア民謡の「一週間」の旋律です。 

それでは聞いてください。 

（松苗 SAA 長熱唱） 

♫月曜日にワクチン接種♫火曜日は腕痛かった♫水曜日に検診行 

って♫木曜日は腰のリハビリ♫金曜日は例会に出かけ♫誕生日祝 

ってくれた♫土曜日はヨーグルト作り♫日曜日においしく食べ 

た♫ 

ともだちよ、これが私の、一週間の出来事です。 

追伸：二度目のワクチン接種、熱が 38 度でました。 

大畑会員 

オリンピック日本選手の活躍に出宝します。 

児玉会員 

松苗 SAA長、先日はご馳走になりました。 

藤井会員 

7/25 鈴が峰 Gの理事長杯決勝で 36H プレー4 位、7/26 

千代田 Gで 18H、2日間で 54H は猛暑の中ハードでした。 

7/27 の朝、会社の階段でこけました。足腰をもっと鍛えます。 

今年度バーディー会幹事をさせて頂きます。宜しくおねがい致 

します。 
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花島会員 

本日は第 26回定期総会に多数お集まり頂きましてありがとう 

ございました。本日をもって無事にバーディー会幹事を終える 

ことができました。1 年間ありがとうございました。 

水口会員 

昨日 1 回目を打ってきました。少し痛いですが聞いていた程で 

はありませんでした。 

松苗会員 

本日バーディー会総会が無事に終わりました。大畑会長、花島 

幹事 1 年間おつかれ様でした。 

         計 34,000円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 決算報告･予算説明 ～ 
真志田正和 前年度会計理事   有田一郎 会計理事 

     

前年度・本年度会計について報告がされ、福山幹事より今期の

事業計画についての説明がありました。 

 

第 3回クラブアッセンブリー開催 

第 1202 回例会（7月 16日）開催後、温泉川ガバナー補佐等を

交えて、第 3 回クラブアッセンブリーが開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


