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第 1218回例会 2021年 12月 03日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
いつもお世話になってます。12 月は

疾病予防と治療月間です。 

会員の皆さんもご存知だとは思いま

すが、ロータリーでは様々な取り組み

が行われています。 

メンタルヘルスの問題に立ち向かう

事も大きな取り組みのひとつです。 

保健分野の取り組みで大きなインパクトをもたらしてきたロ

ータリーは、世界的にポリオを根絶間近に追いやってきただけ

でなく、クラブの活動を通じて疾病予防や母子の健康をサポー

トしています。 

新型コロナウイルスが世界に蔓延する今、これまで見過ごさ

れがちだったもう一つの保健分野に注目が集まっています。 

その分野とは、「メンタルヘルス」。多くの国や地域で、うつ

病、不安神経症、自殺などは恥とされ、口にされることもあり

ません。 

しかし、こうした問題への理解や支援が不足していることを

認識した各地のロータリアンが、行動を起こしています。 

そしてコロナ禍で考える予防におけるロータリーの役割に至

って言えば世界に 120 万人の会員と 35,000 のクラブを擁するロ

ータリーには、地元や世界におけるコロナ禍の終息のために果

たすことのできる役割があります。 

コロナ禍により、特にパキスタンとアフガニスタンといった

重要な地域でポリオ根絶と小児予防接種の取り組みが脅かされ

ており、ほかの多くの国でも小児予防接 種率が低下しました。 

しかし、ロータリーとパートナー団体が各国政府と連携して、

休止されていた予防接種が再開され、その成果が現れ始めてい

ます。 

今直ぐに結果が出る事ではありませんが、行動し続ける事の

大切さが大きな結果に繋がると信じています。 

 

 

 

 

 

記念日（会員誕生日） 
蛭子 宗夫 会員 01日（古希） 

古江 暢敏 会員 18日    山内 将 会員 30日 

 

 

連続出席100％ 
水口 弘士 会員   12年間連続100％出席 

竹岡龍太郎 会員   12年間連続100％出席 

 

入会式 

新たに入会された、南真一会員の入会式を行いました。 

 

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12月号 

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。 

 

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 藤井会員 

 
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。本日ご入会、新会

員、南様入会おめでとうございます。これからも末永く宜し

くお願い致します。そして本日、卓話をして頂きます、田上

会員 大変楽しみにしています。宜しくお願い致します。 

福山会員（Ｗ） 

・南さんご入会おめでとうございます！ 

・田上先生、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

竹岡会員 

・南さんようこそ入会いただきました。今後ともよろしくお願

いします。 

門田会員（Ｗ） 

・南さん入会おめでとうございます。そして城南を選んでくれ

てありがとうございます。昼夜を問わず末永くよろしくお願

いいたします。 

髙雄会員（Ｗ） 

・南会員ようこそ入会されました。心より歓迎申し上げます。

緊張をほぐしてロータリーを楽しんで下さい。 

田上会員 

・本日、卓話をさせていただきます。宜しくお願い致します。 

児玉会員 

・本日入会の南さん、これからよろしくお願いします。 

大畑会員 

・本日は次年度理事役員の指名をさせて頂きますのでよろしく

お願いします。 

平井会員 

・南さんご入会おめでとうございます。一緒に楽しみましょう。 

大西会員（Ｔ） 

・大西です。南さんご入会おめでとうございます。これからも

よろしくお願いします。それと古江会長との〇〇でまたまた

またまた負けましたので出宝します。明日もバーディー会も

ありますが、たぶんいや必ず負けると思います。 

藤井会員 

・南さんようこそ広島城南ロータリーへ。一緒に楽しみましょ

う。 

山内会員 

・南さん城南ロータリーにようこそ！これからもよろしくお願

いします。 

南会員 

・本日入会させていただくことが出来ました。皆様宜しくお願

いいたします。 

 

花島会員 

・田上先生、本日の卓話、世界恐慌とロータリーについて楽し

みにしておりました。よろしくお願いいたします。 

二上会員（Ｔ） 

・南さん入会おめでとうございます。本来ならば例会に出席し

皆さんと一緒にお祝いしたいのですが、欠席してしまい申し

訳ありません。これからよろしくお願いします。 

松苗会員 

・南さんご入会おめでとうございます。これからよろしくお願

い致します。 

高藤会員 

・南さん入会おめでとうございます。野球同好会への入会もよ

ろしくお願いします。 

計 26,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 世界恐慌とロータリー ～ 

田上 剛 会員 
 

１ はじめに 

   

２ 世界恐慌までの世界及び日本の              

状況について 

  第一次世界大戦，スペイン風邪 

 

３ 大恐慌の発生とその後の世界及び日本の状況について 

-「持てる国」（＞アメリカ）と「持たざる国」（＞日本）

の対処方法の相違 

 

４ 世界恐慌とロータリークラブの第三の危機について 

政治・社会的問題→経済的危機と政治的危機 

内部的問題 

 

５ 世界恐慌下でのハーバート・テーラーについて 

ハーバート・テーラー（1954-55 年度 RI 会長,創立 50 周年） 

ジュエル・ティー社の副社長（生産販売部門の責任者） 

シカゴ RC 会員（職業分類＝包装済食品戸別訪問販売） 

銀行からの依頼でクラブ・アルミニウム社（調理器具メー 

カー）支援 

多額の負債が判明した後,ジュエル社を辞めアルミニウム社 

の社長に就任 

年棒 3万 3,000ドル→年棒 6,000ドル（収入 80％減） 

道徳的・倫理的指標の必要性を痛感→７項目から推敲して 

4 項目に 

1937 年までに同社の負債完済,その後の 15 年間 100万ドル 

以上配当 

ジュエル社の純資産 200 万ドル以上に 
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６ 4 つのテストについて 

Is it the truth？ 事実かどうか 

真実かどうか（真実性） 

Is it fair to all concerned？ 全取引先に対して公平 

か 

みんなに公平か（公平性、公正さ） 

Will it good-will and better friendship？信用を高め 

取引先ふやすか 

好意と友情を深めるか（信頼関係の構築） 

Will it be beneficial to all concerned？全取引先に利 

益をもたらすか 

みんなのためになるかどうか（公益性） 

 

 

第 1219回例会 2021年 12月 10日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
本日は年次総会です。 

総会といっても形式は例会の一

つでありロータリー例会は全員出

席が原則であるから総会も例会も

人員は同じである。但し年次総会

は次期の理事役員を選出する重要

な任務があります。 

この年次総会は、本クラブ細則の定めるところに従い、毎年

12 月 31 日までに開催されなければならない、となっていま

す。 

本年度、会長就任して半年が経ちました。残り半年がんばり

ます。これからも宜しくお願い致します。 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・B5版会員名簿追加版 

・11月末決算書 

 ・1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。 

 ・第６回理事会議事録 

2．お知らせ 

 ・次週12月17日（金）は18:30～シェラトングランドホテル 

広島3F水輝にてクリスマス夜間例会が開催されます。 

お昼の例会はございませんので、お間違えないようお願い 

します。また、出欠に変更のある方は、事務局までご連絡 

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。本日は年次総会で

す。やっと今年度、半年終わりました。残りの半年頑張りま

す。 

福山会員（Ｗ） 

・本日の年次総会、皆様よろしくお願いいたします。バーディ

ー会、楽しくラウンドさせていただきました。 

門田会員（Ｗ） 

・先日のバーディー会の融合写真がグループ line に up されま

した。写真には写ってなかったはずの私を児玉さんが加工し

て入れてくださいました。お手間かけました。皆さん是非見

てください。 

戸田会員 

・東京から孫が帰省し、12月 1 日に１歳になりました。 

田上会員（Ｗ） 

・講義のため、来週のクリスマス夜間例会を欠席します。親睦

活動委員会の委員であるにもかかわらず、申し訳ありません。 

大畑会員 

・本日の年次総会宜しくお願いいたします。 

田中会員（Ｗ） 

・お久しぶりです。神宮大会で準優勝しました。 

大西会員（Ｗ） 

・大西です。古江会長、予想通りまたまたまたまた負けました

ので出宝します。あと会長にお願いなのですが、お酒が入っ

た時、大西と呼び捨てにしないでください。 

古江会員 

・実は私からも大西会員に言いたい事があります。相槌しすぎ

だと思います。 

田中地会員（Ｗ） 

・12 月 5 日修道院のパソコン贈呈式に行ってきました。3 役の

方々ご多忙の中出席ありがとうございました。久々の例会出

席が出来ました！ 

南会員 

・南です。2 回目の例会参加です。宜しくお願い致します。 

花島会員（大枚） 

・この 10 月に娘が東京で公立高校の数学教師試験に合格しまし

たので来年の 4 月から先生になる予定です。安心しました。

息子は 3週間の停学処分です。アホで心配です。 

・今年に入って元請だった会社の会長から後継者がいない為、

受け継いでくれないかとお話が合ったので受け継ぐこととな

りました。同じ官公庁の仕事をメインとする会社ですので少

し忙しくはなりますが、内容は理解しているので特に問題あ

りません。手続き等、福山さん竹岡さんにはかなりお世話に

なりました。ありがとうございました。今年は良い事や悪い

事が交互に沢山ある年でした。しんどいので早く来年になっ

てほしいです。以上です。 
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二上会員 

・先週開催されましたバーディー会で初めて優勝しました。こ

れからもちゃんと練習していきたいと思います。 

高藤会員 

・会社の私の部屋を二上さんにかっこよく改装してもらいます。

楽しみにしています。 

 

計 30,000 円 

 

愛のコイン箱                  
 

 

4,453 円 

 

 

 

プログラム  

～ 年次総会 ～ 
クラブ細則に則り、年次総会が執り行われました。次年度理

事・役員の方々にご挨拶を頂きました。 

次年度会長 大畑会員 

 

次年度幹事 門田会員 

 

次年度理事 河中会員 

 

次年度理事 山内会員 

 

次年度理事 松苗会員 

 

次年度理事 水口会員 

 

次年度理事 田中地会員 

 

次年度理事 藤井会員 

 

次年度理事・役員 

 

 

第 1220回例会 2021年 12月 17日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
本日はクリスマス夜間例会です。コロナ禍という事もあり会

員のみの夜間例会になってしまいましたが皆楽しんで頂けたら

幸いです。そして親睦委員会の皆さん限られた条件にも関わら

ず、尽力して頂き感謝しております。また、シェラトン広島山

本会員会場設営ありがとうございます。 

そして本日長寿のお祝いを正木英生会員卒寿(S7.8.20 生)、

松田文雄会員古希(S27.5.24 生)おめでとうございます。これか

らもますますのご活躍を祈念致します。 
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記念日（配偶者誕生日） 
大西 正朗 会員 （大西 明美様） 27 日 

 

入会月 
水口 弘士 会員 平成21年12月04日 

竹岡龍太郎 会員 平成21年12月04日 

 

創業月 
松田 文雄 会員 昭和28年12月19日 (医)翠星会 松田病院 

青野 大輔 会員 昭和51年12月10日 マルニ防災工業㈱ 

山内  将 会員 平成21年12月22日 ㈱SHO 

 

長寿のお祝い 
正木 英生会員 卒寿（昭和07年08月20日生） 

 
 

幹事会務報告 
１．お知らせ  

 ・次週24･31日は休会となっております。次回の例会は、 

１月７日になりますので、お間違えないようお願い致しま 

す。事務局のお休みは、12月29日から１月３日です。 

 

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 

 

プログラム  

～ クリスマス夜間例会 ～ 

コロナ禍で、会員だけのパーティーとなりましたが、和気あい

あいとした楽しい会となりました。 

 

挨拶 会長エレクト 大畑会員 

 

 

クリスマス夜間例会の様子 
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同好会報告 バーディー会 
12 月 4日（土）、鷹の巣ゴルフクラブにて開催されました。 

 

 

同好会報告 囲碁の会 
12 月 18 日、広島西ロータリークラブ、広島中央ロータリー

クラブとの三クラブ忘年囲碁対抗戦があり、我がクラブからは

蛭子会員、中本元会員、水口会員の三名で参戦しました。結

果、チーム城南が合計 8 勝 4敗で団体優勝することができまし

た。 

対抗戦終了後は、会場を移して忘年会で懇親をはかりつつ、

プロ棋士の山本賢太郎五段を交え２グループに分かれてのリレ

ー囲碁を楽しみました。コロナ禍で思うように囲碁の打てなか

った令和三年でしたが、年の瀬にクラブを越えた交流を図るこ

とができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


