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第 1210回例会 2021年 10月 01日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
今月は経済と地域社会の発展と

米山月間です。ロータリークラブ

では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。 

コロナ禍の現在では難しいとは思いますがアフターコロナを見

据え行動して頂ければ幸いです。 

そのための資金として、ロータリー財団の地区補助金やグロー

バル補助金を利用することができます。特に、グローバル補助金

は、持続可能で大規模かつ国際的なプロジェクトを行うことがで

きます。是非、コロナ終息の時にはグローバル補助金の積極的な

ご利用をこれからも宜しくお願い致します。 

 

記念日（会員誕生日） 
水口 弘士 会員 01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 18年間連続100％出席 

 

ポール・ハリス・フェロー表彰 
田上  剛 会員 

 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・ロータリーの友誌、ガバナーズレター 10月号   

・2020-21年度地区大会記録誌 

・第3回理事会議事録 

・休会のご案内 

・10月プログラム 

・会報8月号（希望者のみ） 

２．お知らせ 

・例会終了後定例理事会が4F「華」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。 

・10月分会費については、本日例会終了後に開催される理事 

会にて諮って発送する予定です。 

 

委員会・同好会報告 
(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 会員 

(2) ロータリーの友誌委員会 児玉会員 

(3) バーディー会 門田会員 

11/13（土）～11/14（日）バーディー会、一泊旅行を開催

します。ご参加宜しくお願いします。 

 

 

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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ニコニコ箱 
古江会員（Ｗ） 

・本日卓話していただける、正木先生宜しくお願い致します。 

福山会員（Ｗ） 

・緊急事態宣言がやっと解除となりました。例会へのご出席を

よろしくお願いします。 

・正木先生、本日の卓話よろしくお願いします。 

正木会員（Ｗ） 

・敬老の日に中国新聞が私のことを私のことを記事にして下さ 

いました。 

・今日はささやかな卓話をさせて頂きます。 

戸田会員 

・友人が自民党総裁になりました。目出度いので出宝します。 

大畑会員（ハーフ） 

・岸田さん自民党総裁おめでとうございます。弥生ちゃん SAA 

ごくろうさまです。 

田上会員（Ｗ） 

・おひさしぶりです。 

吉村会員（Ｔ） 

・バーディー会で花火を 3 発打上げました。たまや～。 

平井会員 

・皆様お久しぶりです。例会の再開を祝して出宝します。 

二上会員（Ｔ） 

・8月に開催されたバーディー会で、大量の OB を出してしまっ

たので出宝します。 

青野会員 

・例会の会場開催の再開を慶ばしく思います。これからもよろ

しくお願いします。 

橋沢会員 

・お久しぶりです。元気ですか？私は相変わらずやっていま

す！ 

先日は野球大会に沢山の参加表明ありがとうございました！

残念ながら中止になりましたが、来年のガバナー杯も是非参

加の程宜しくお願いします！ 

高藤会員（Ｔ） 

・親愛なる水口さん、本日お誕生日おめでとうございます。 

・先週ゴルフ３日間 高松→高松→ヒロカン八本松 良かった

です！ 

計 25,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 内視鏡の歴史 ～ 

正木 英生 会員 
 紀元 78 年に火砕流に埋もれたポンペイの遺跡に、内視鏡の原

型とみられるものが出土している。1868 年、クスマウルが金属

管の内視鏡で初めて胃の中を観察。1932 年シンドラーが、先端

部 3 分の一が屈曲する金属製内視鏡を発明したが、故障も多く扱

い難く普及するに至らなかった。 

1949 年、東大の宇治達郎がオリンパ

ス光学工業の技師と協同して初めて

軟性の胃カメラを開発したが、直接

には観察出来ず、いわば盲撮りした

写真を現像して見る方式であった。

1960 年代になりファイバースコープ

が開発され、初めて直接胃の中を見

ることが出来るようになり、1985 年

頃には現在のビデオスコープが開発され、テレビ画面上で大きく

拡大して観察し同時にプリント出来るようになった。上部消化管

用に続いて大腸用のスコープ、更には超音波内視鏡も開発された。

1981 年にはイスラエルで小腸・大腸観察用のカプセル内視鏡が

研究され、1994 年に完成し実用に到っている。 

腹腔鏡は 1902 年にケリングが発明した。初めは観察が目的で

あったが次第に手術に用いられ、

1996 年山川達郎が日本で初めて腹

腔鏡下胆嚢摘出術を行った。当初

は施術者がスコープを覗いて行っ

ていた手術が、電子機器の発達で

テレビ画面を見たら手術が出来る

ようになり、患者への身体的負担

も少ないところから、腹部全般の

内視鏡手術が広く行われるように

なっている。 

 

第 1211回例会 2021年 10月 08日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
米山奨学生は、奨学金による経

済的な支援だけでなく、奨学生と

ロータリアンとの交流が、他の奨

学団体にない特色です。奨学生一

人ひとりに世話クラブとロータリ

アンのカウンセラーがつき、奨学

生の個人的ケアにあたるよきアド

バイザーとなります。奨学生は、世

話クラブの例会に出席して、米山月間には卓話をしたり、時に奉

仕活動などにも参加したりしてカウンセラーをはじめ、クラブの

ロータリアンと交流することになります。 

米山記念奨学会は、将来、奨学生の母国と日本との架け橋とな

り、様々な職業、世代で構成されるロータリークラブでの交流で

奨学生が日本の伝統、文化に接し、将来や奉仕について考える機

会となります。米山奨学生とロータリアンとの交流は、相互理解

のみならず、双方にとって財産となるものです。 

コロナ終息の暁には我が広島城南ロータリークラブも積極的

に関わり世界の平和、経済交流の架け橋になれるようがんばりた

いものです。 
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結婚記念月 
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．レート変更のお知らせ 

・10月１日より１ドル 112円になりました。（9月110円） 

２．ボックス配布物 

・卓話資料 

・10月プログラム…先週配布したものは日付に誤りがありま 

すので、差し替え願います。 

３．お知らせ 

・第４回理事会議事録…10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。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 花島会員 

 

ニコニコ箱 
古江会員（Ｗ） 

・いつもお世話になっています。古江です。本日卓話していただ

ける、海軍史・海軍料理研究家、高森直史様、大変楽しみにし

ております。本日は宜しくお願い致します。 

福山会員 

・高森様、本日の卓話楽しみにいたしております。よろしくお願

いいたします。 

松田会員（Ｗ） 

・お久しぶりです。5 年間使ったスマホが割れました。リチウム

イオン電池が膨張したとのことです。機種変更したところ、ド

コモ 27 年間契約していることに、ショップの人が「まだ生ま

れてなかった」と驚いていました。 

佐々木会員 

・お久しぶりです。皆様お元気でなによりです。 

田中会員（Ｗ） 

・10月 6 日に 7 人目の男の孫が誕生しました。 

・硬式野球部が中国大会に出場が決まりました。来春の甲子園出

場をかけて 22 日から山口での戦いが始まります。 

大西会員（Ｗ） 

・大西です。この前バーディ会で、古江会長に負けたので出宝し

ます。次回からハンディ下さい。 

木本会員 

・高森様、本日はお越しいただきありがとうございます。卓話が

実現できて嬉しいです。本日はよろしくお願い致します。 

 

 

 

高藤会員（Ｗ） 

・先日のバーディー会で 2 回目の優勝をしました。91 点です。

次は 80 台前半でまわれるように頑張ります。 

計 13,000 円 

 

愛のコイン箱                  
 

 

4,368 円 

 

 

プログラム 来賓卓話 

～ 二人の軍神-乃木大将と統合元帥の飲食と

功罪 ～ 

海軍史・海軍料理研究家 

高森 尚史 様 

アルコール飲料はどのような意

義があるのか、その価値や害毒は

人それぞれですが、神様として祀

られている乃木将軍と東郷元帥に

も飲酒による俗人的な失敗があっ

たこと、古今東西の「酒」との深い

かかわりについてテーマを選んで

みました。 

コロナの緊急事態宣言は先月末をもって解除（緩和）されたと

はいえまだ油断ができませんが、いずれ旧来のようなアルコール

飲料を介した愉しい懇親会等ができるときが来ると期待すると

ころです。 

卓話では、日本の歴史上著名な二人の軍人をとりあげて「神様」

となる前の酒との付き合いを紹介しました。二人の軍人とは、乃

木希典陸軍大将、東郷平八郎海軍大将（のち元帥府に列される）

です。聖将と呼ばれる人たちにも失敗や周囲を心配させる行状が

あったことにむしろ安堵を覚えるところがあります。 

 二人の軍人の経歴等に付いては例会席上配布のレジュメに付

記しましたので省略します。 

＜二人のエピソードの例＞ 

・ビールの一気飲みは乃木少将（当時）がドイツ留学から持ち込

んだ。飲酒による乱行も多く、自分の結婚式でも置屋に上がり

込んでいて遅れ、周囲から不興を買ったこともあった。陸軍参

謀長山県有朋から副官の乃木に対して「 いい加減にしろ！」

と叱責を受けることもたびたびだった。 

・巡洋艦「浪速」艦長時代、東郷大佐は横須賀の料亭で酩酊の日々

を過ごした。何日も帰らず ‶女中さん″ 泣かせだった。山本

小松女将から、「東郷さん、たまにはフネに帰らないと」とし

ばしばたしなめられたが馬耳東風で、常連の島原軍医たちと居

座り続け周囲を心配させた。（明治 18～20 年、４0 歳前後時代

の逸話）。 
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※ 二人に共通するのは、失意のときでも勉強し、いざというと

きには力を発揮した。とくに東郷は国際法の勉強を怠らず、高

陛号事件（英国籍商船の撃沈）でとったような英断ができたこ

とが、常人とは違うものがある。 

※ プロシア（ドイツ）式日本陸軍とグレートブリテン式日本海

軍の基本的思考や状況判断に違いが感じられるが、酒の飲み方

にも違いがあったのかどうか、ドイツビール（下面発酵）とワ

イン、イギリスのエール、スタウト（上面発酵ビール）、ウィ

スキーとの国民的嗜好の違いなど、研究中。 

 

酒についての私（高森）の好きな格言 

・酒は百薬の長 されど万の病も酒にあり  吉田兼好 

・酒の害は、酒が毒だからではなく素晴らしい故につい飲み過ぎ

るからである  リンカーン 

・酒と女と歌を愛さぬ者は生涯馬鹿で終わる マルチン・ルター 

・酒は飲むべし 飲まるるべからず（これが至言だと思います） 

・勧酒欣屈邑 満酌不須辞 花発多風雨 人生足別離 

 コノサカズキヲウケテクレ ドウゾナミナミトツガシテオクレ 

ハナニアラシノタトエモアルゾ サヨナラダケガジンセイダ 

 唐代詩人武陵「勧酒」、井伏鱒二訳（散文集『厄除け詩集』か

ら） 

 

アルコール飲料に関する次の疑問については卓話の席上で取

り上げたものもありますが、拙著『海軍と酒』でその詳細を紹介

してありますのでご参考まで挙例しておきます。 

★ アルコール税はいくらが適当か 

★ マッサンと日本海軍の関係は？ 

★ Whiskyと Whiskey はどこが違う 

★ シェークスピア作品にウィスキーが出てこないわけ  

★ 特攻隊員の水さかずきとは？  

★ 酒には栄養（栄養素、熱エネルギー）があるか？ 

★ 焼酎についてのウンチク（お薦め品など） 

 

拙著『海軍と酒』単行本版（2015年）、文庫本版（2019年）ど
ちらも潮書房光人新社（産経出版）ネット購入可。 
古今東西、酒にまつわるエピソード、人類とアルコール文化など

をわかりやすく解説してあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

第 1212回例会 2021年 10月 15日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
今日の会長時間は歴代会長がよ

く話されていた今日は何の日？に

ついて話をさせて頂きます。調べ

てみると今日は【世界手洗いの日】

と言うことです。 

 それでは早速ですが、世界で 5

歳の誕生日を迎えずに、命を終え

る子どもたちは年間 520 万人。その原因の多くは、予防可能な病

気です。私たちの生活には当たり前にある水やトイレ、そして食

事・・・ それらが不足しているために、不衛生な環境や生活習

慣を強いられ、下痢や肺炎にかかって命を失う子どもたちが年間

約 150 万人もいます。もし、せっけんを使って正しく手を洗うこ

とができたら年間 100万人もの子どもの命が守られ、また、下痢

によって学校を休まなければいけない子どもたちが大幅に減り

ます。 

トイレがない場所では、屋外排泄が行われる。まだまだ貧しい

発展途上国では柵の上にしゃがんで、用を足す。紙などがないの

で、手で大便にふれることになる。そして先進国ではフォーク、

ナイフ、箸などを使い、手で直接食べ物には触れないように食事

をする。 

貧しい発展途上国では手で直接触れて食事するから不衛生の

所もある、自分の体を病気から守る、最もシンプルな方法のひと

つが、せっけんを使った手洗いです。石鹸での手洗いが出来れば

まだまだ救える生命が沢山あると思います。 

 そこで正しい手洗いを広めるため、国際衛生年であった 2008

年に、毎年 10 月 15 日が「世界手洗いの日」（Global Handwashi

ng Day）と定められました。日本の子どもたちはもとより世界中

の子供達に、正しい手洗いの大切さを楽しく伝えたい。そして、

衛生と子どもの命についてもっと知ってもらいたい。毎日する手

洗いを通じて、自分の健康や世界の子どもたちのことを、いっし

ょに考えてみるのもロータリアンの使命だと感じました。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
福山 正剛 会員 （福山真由子様） 01 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 

 ・2021-22 ロータリー米山記念奨学事業豆辞典 

 ・11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。 

 ・地区大会プログラム（参加者のみ） 
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２．地区大会について 

・17日（日）13:00～15:40 リモート配信にて開催されま 

す。参加者の方は宜しくお願い致します。 

３．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。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 松本会員 

 

ニコニコ箱 
広島中央 RC 上田恵会員（Ｔ） 

・いつもお世話になります。中央 RC の上田です。福山先生ご息

女の誕生おめでとうございます。 

古江会員（Ｔ） 

・いつもお世話になっています。古江です。福山幹事、待望の女

の子出産おめでとうございます。本日卓話、田中地会員、宜し

くお願い致します 

福山会員（大枚） 

・田中地理事、本日の卓話宜しくお願いいたします。今週火曜日

に第３子となる女の子が生まれました。コロナベイビーです。

元気に育ってほしいです。 

門田会員（Ｗ） 

・福山幹事、ご息女のお誕生おめでとうございます。女の子は可

愛いですよ～ 

有田会員（Ｗ） 

・袋町小学校、国泰寺中学校、観音高校、日本大学、大西会員・

有田会員全部同窓生、びっくり！ 

戸田会員 

・天気が良いので出宝します。 

田中会員（Ｗ） 

・8月 29 日のバーディー会で 2 位になっていました。 

・今年のドラフト会議で吉川（よしかわ）君が楽天ゴールデンイ

ーグルスに 6 位指名を受けました。3 年前に太田君が 2 位で入

団し、甲子園でのバッテリーが復活します。活躍が楽しみです。 

藤井会員（Ｔ） 

・皆様、ごぶさたしております。先週のゴルフコンペでダブルペ

リアの部で優勝いたしましたので、出宝させて頂きます。 

田中地会員 

・本日卓話致します。お聞き苦しい点多いと思いますが宜しくお

願いします。 

二上会員（Ｗ） 

・今年のドラフトで巨人から指名された 5位岡田くん、7 位花田

くんは息子の中学時代入っていたクラブチームの先輩でした。

特に花田くんはいっしょに練習していたので、うれしさ半分と

カープじゃない残念が半分でした。1 軍めざしてがんばってほ

しいです。 

松苗会員（Ｔ） 

・福山先生、待望のご息女の誕生おめでとうございます。 

計 32,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 米山記念奨学会について ～ 

財団関連委員会 田中地宏保 理事 
こんにちは 財団関連員会の田

中地です本日の卓話は 10月が米山

月間ということで米山奨学会につ

いてお話をさせていただきます。

本来でしたら藤原委員長の卓話予

定でしたが急用のため私が代わり

に勤めさせていただきます。 

ロータリークラブに入会し誰もが耳にしますし、実際皆さん寄

付も毎年頂いております米山記念奨学会ですが意外と米山さん

てどなた？という方もおられはずです。ということで理解を深め

て頂く、よく理解されている方は再認識いただくという意味で簡

単に説明させていただきます。 

米山月間の由来 

国際ロータリー理事会が指定したロータリー の特別月間に加

え、日本独自の月間テーマとし て、10 月は米山月間となってい

ます。なぜ、10 月なのでしょうか？ 1975年 8 月、米山梅吉翁

が逝去した 4 月 28 日までの 1 週間を「米山週間」とすることが

決定しました。ある地区ですでに行われていた強化活動を全国へ

広げ、米山奨学事業を促進することが目的でした。しかし 1980

年度になると、米山週間は 4 月から 10 月 1 日～7 日へと変更さ

れました。その理由はいくつかあります。一つには「ロータリー

雑誌週間」が 1978 年度から 4 月となり、重なってしまったこと。

また、4 月では各クラブへ送付される事業報告書などの資料数字

が約 1 年前のものとなることや、採用されたばかりの奨学生に卓

話を依頼することに無理がある、交通機関のストライキが多い、

など現実的な支障があったためです。そして何よりも、東京 RC

による米山基金から日本全地区クラブの共同事業とする決議や

合意が行われた地区大会が、いずれも 10 月 だったこと、これが

大きな理由とされています。1983年からは週間制度が「月間」と

なり、10 月が米山月間として定着し、今に至っています。 

米山梅吉について 

日本のロータリーの創始者です。慶応 4 年にお生まれになって

います。19 歳から 8 年渡米しその後三井銀行に入行、1920 年 10

月に東京ロータリークラブを設立し、会長に就任されています。

彼は 1924-26 年度国際ロータリー（RI）のスペシャル・コミッシ

ョナー、1926-27 年度 RI 理事（日本人初）、1928-31年度第 70地

区（当時）ガバナーなどを歴任しています。昭和 21 年に 78歳で

お亡くなりになっています 
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米山記念奨学事業 

米山記念奨学会の設立・・・1952 年、東京ＲＣは彼の功績を記

念し、日本で学ぶ外国人留学生に対して支援を行う「米山奨学制

度」を構想しました。現在の「ロータリー米山記念奨学会」です。 

目的・・将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で活躍する

優秀な留学生を奨学することを目的としています。その背景に

は「今後、日本の生きる道は平和しかない。それをアジアに、そ

して世界に理解してもらうためには、一人でも多くの留学生を

迎え入れ、平和を求める日本人と出会い、信頼関係を築くこと。

それこそが、日本のロータリーに最もふさわしい国際奉仕事業

ではないか」という当時のロータリアンの方の想いが深くあり

ます。 

民間最大の奨学事業・・・年間の奨学生採用数は 860 人（枠）、

事業費は 14 億 4 千万円（2018-19 年度決算）と、国内では民間

最大の国際奨学事業となっています。これまでに支援してきた

奨学生数は、累計で 21,023 人（2019 年 7 月現在）。その出身国

は、世界 129 の国と地域に及びます。 

特色・・・奨学金による経済的な支援だけでなく、ロータリー

クラブ独自の世話クラブとカウンセラー制度による心の通った

支援があります。 

広島城南ロータリークラブの活動状況 

寄付金・・・前年度もご協力のおかげで目標金額達成していま

す。16000円/年 

奨学生・・・2003 年度が最初で 7名の奨学生を迎えています。

昨年度はベトナムのハサン君が記憶に新しいところです。 

最後に 

先に説明をさせていただいたように米山奨学会の目的、平和を

強く願ったロータリアンの先人の方々の志を汲む意味でも、今年

度も寄付金のお願いがあろうと思いますがご協力の程宜しくお

願いします。 

 

第 1213回例会 2021年 10月 22日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
今日は報告事項になります。 

先日 10 月 16 日、web 会議での国

際ロータリー第 2820 地区地球環

境保全グローバルプロジェクト報

告会がおこなわれました。 

人類は地球上で生き続けていま

す。そのうえで二つ確実なことが有ります。 

一つ目は温暖化と海洋汚染は地球の環境を徐々に蝕んでいる

事です。二つ目は温暖化と海洋汚染の原因は人間にあると言う

事です。 

私たちは、自分たちが生きている間は大丈夫だろうと言う気

持ちを捨てて将来の子孫の為に行動を起こさなければならない

時期に来ていると思います。 

9月 12日に我が広島城南ロータリークラブも宇品海岸清掃活

動の予定でしたが、残念ながら新型コロナウィルス拡大の為中

止になってしまいました。大変残念な気持ちです。日を改めて

必ず実行しましょう。 

そして 10月 17日、web会議での RI2710地区大会が行われまし

た。仕方ないことですが、正直、皆で集まり顔をつき合わし参

加したいと心から思いました。 

 

2020-21年度表彰披露  
クラブ例会年間 100%出席達成 

 

 

米山記念奨学会二千万円達成クラブ 

 

 

長寿会員表彰:米寿(88 才) 正木 英生(まさきひでお)会員 
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創業記念月 
真志田正和 会員 昭和21年10月01日  ㈱広興工産 

藤原 智昭 会員 昭和53年10月04日  ㈲協栄 

河野  隆 会員 昭和55年10月01日 

広島総合法律会計事務所 

大畑 哲也 会員 昭和63年10月01日  ㈱大畑設備 

 

入会記念月 
津田 真幸 会員 平成07年10月06日 

髙雄 準善 会員 平成15年10月03日 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・新会員通知文 

・会報9月号（希望者のみ） 

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 

３．お知らせ 

・次週29日は休会になります。次回の例会は11月５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 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 花島会員 

 

ニコニコ箱 
古江会員（Ｗ） 

・いつもお世話になっています。古江です。本日卓話、広島県デ

ジタルトランスフォーメーション推進本部、瀬戸澄江様宜しく

お願い致します。楽しみにしています。 

福山会員 

・広島県総務局 DX 推進チーム瀬戸澄江様、瀬尾卓弥様、本日は

お越しいただき誠にありがとうございます。ご講演を楽しみに

しております。 

戸田会員 

・株主総会が本日無事終了したので出宝します。 

松本会員（Ｗ） 

・10月 17日地区大会リモート参加致しました。やはり対面の形

が良いですね。来年は期待しましょう。 

平井会員 

・2週続けて例会を欠席しました。皆様お久しぶりです。 

大西会員（Ｗ） 

・大西です。昨夜、古江会長が呼んでいたタクシーに古江会長が

急に乗れなくなったので私が代わりに乗って帰ったので出宝

します。 

藤井会員 

・10/20 またまたゴルフコンペで優勝致しましたので出宝致しま

す。 

水口会員 

・所用により二週間連続でお休みしました。皆さんお久しぶりで

す。 

花島会員（Ｗ） 

・デジタルトランスフォーメーション推進チームの瀬戸様、瀬尾

様、本日の卓話よろしくお願いします。 

松苗会員（Ｗ） 

・本日の卓話、瀬戸様、瀬尾様よろしくお願いします。 

計 15,000 円 

 

プログラム 来賓卓話 

～ 広島県における DXの取り組み ～ 

広島県デジタルトランスフォーメーション推進本部 

瀬戸 澄江 様 
広島県では，様々な社会課題の

解決と持続的な経済発展を実現す

るため，デジタル技術を活用して

仕事や暮らし、地域社会に変革を

起こすデジタルトランスフォーメ

ーションを推進しています。 

新型コロナへの対応をきっかけ

に行政のデジタル化の遅れが改めて顕在化し、民間においても

デジタルを活用したビジネス変革の必要性に対する理解や実践

が十分に進んでいるとはいえない状況です。 

広島県は自らＤＸに取り組み、行政サービスの向上を図ると

ともに県内企業・事業者の皆様がＤＸに取り組みやすい環境整

備に努めてまいります。皆様方のご理解とご協力を宜しくお願

い申し上げます。 

 

同好会報告 バーディー会 
第 159 回バーディ会が戸山カント

リークラブで開催されました。 

13 名の参加で、オブザーバーとし

て元会員新谷さん、入会予定の南

さんも参加されました。 

優勝は、out45、in46、gross91、

HD21.5、net69.5 で高藤会員でし

た。 


