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第 1232回例会 2022年 04月 08日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
今月のロータリー特別月間は「母

子の健康月間」です。本日は、母子

の健康につきましてお話を致しま

す。 

2014年 10月の RI 理事会で、この

特別月間が決定しましたが、母子の

健康月間が新設された経緯は 3 つあ

るそうです。 

1. 5 歳未満の幼児ならびに妊婦の死亡率・罹患率を削減させ

る。 

2. 母子に対して医療サービスを提供する。 

3. 保健従事者の研修や母子保健に関連した専門職に対し支

援する。 

といった 3 項目を重点目標としております。 

さて、日本人の平均寿命は世界一を誇っていますが、これは、

母子保健の充実により乳幼児、新生児の死亡率が大きく低下し

たことが、寿命を延ばした要因の一つといわれています。一方

で世界に目を向けますと途上国や紛争当事国では妊産婦、新生

児の死亡率が極めて高く寿命も短くなっています。そうした問

題を考えるとき、日本における新生児、乳幼児の死亡率を限り

なくゼロに近づけるために取り組んできたこれまでのわが国の

政策が重要になると思います。国内の乳児死亡率のピークは 

1899 年で、100 人の乳幼児に対し 19 人が亡くなっていましたが、

現在では 1人以下です。新生児は 1899年には 100 人に約 8人が

死亡、それが今では 0.09%と死亡率の低さは世界トップクラス

です。その要因として日本独自の取り組みである「母子健康手

帳」があります。この手帳は 1948 年に母子保健法に基づき交付

されました。特徴は妊産婦、新生児、乳幼児に対して一貫して

継続的なケアを行う点で、交付により妊産婦、新生児、乳幼児

の死亡率が一段と低下しました。 

さて、わが国の妊産婦の死亡率は、出生数 10 万人あたり 3.8

人、新生児の死 亡率は出生数 1000 人あたり 1 人でありますが、

世界に目を向けますと、今なお、妊産婦の死亡率は、出産数 10 

万人あたり 210 人、そして新生児の死亡率は、出生数 1000 人あ

たり 20 人と高い割合であり、この数字に驚かされます。 

妊産婦の死因としては分娩時の出血多量・感染症・中絶によ

る合併症等がありますが、最近の WHO の研究では、途上国など

での妊産婦の死亡原因の 25%はもともと罹患していた糖尿病、

HIV、マラリヤ、肥満などの病気が妊娠で悪化することにより、

出産時の多量出血に至って死亡するケースが多いことが判明し 

ました。 

一方、新生児の死因としては、約 8 割が早産、低体重、感染症、

新生児仮死、出産時外傷です。いずれも適切な医療サービスの

提供・家族計画の指導・疾病 予防の啓発・栄養失調の予防とい

ったケアに取り組むことにより、多くの命を救うことができま

す。これらの、妊産婦や新生児の死亡を減らすためにも、日本

の「母子健康手帳」によるケアは大変有用な手段と考えられま

す。そして近 年、この手帳が、アジア、アフリカをはじめ世界

から注目されています。 

ロータリーは、世界各地で、母子の健康を改善し、妊婦・乳幼

児の死亡率を 減らすための活動と研修を支援しています。そし

て私たちロータリアンは、水と衛生、疾病予防、平和と紛争予

防などの重点分野と一緒に重ね合わせて母子の健康について考

える必要があります。私たちの家庭はもちろん、地域社会や世

界の健全な発展を考える際に、母子の健康を抜きにしては語れ

ません。本日は、母子の健康月間に因んだお話をしました。 

 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰 
平井 篤志 会員   髙雄 準善 会員 

津田 真幸 会員   古江 暢敏 会員 

 

連続出席 100％ 
蛭子 宗夫 会員   19年間連続100％出席 

二上 真也 会員   15年間連続100％出席 

松苗 弥生 会員   08年間連続100％出席

 

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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会員誕生月 
松苗 弥生 会員 0 15 日   山本 博之 会員 0 16 日 

佐々木優子 会員 0 26 日   竹村 有右 会員 0 29 日 

 

 

幹事会務報告 
１．レート変更のお知らせ 

・4月1日より1ドル=122円になりました。（3月：116円） 

２．ボックス配布物  

・休会のご案内 とき：5月6日 

 ・インターシティ･ミーティングの案内 

  と き：6月12日（日）14:00～18:30 

  ところ：ANAクラウンプラザホテル広島 

ホスト：広島東南RC 

＊全員登録となっております。特に理事役員・委員長、 

入会３年未満会員の方はご参加下さい。回答は、なるべ 

くお帰りの際に回答用紙を提出願います。 

 ・ロータリーの友誌、ガバナーズレター 4月号 

 ・会報2月号（希望者のみ） 

 ・地区大会チャリティーゴルフ大会ご出欠について未回答の 

方は回答用紙を配付しております。お帰りの際に受付に提 

出願います。 

３．お知らせ 

 ・お土産をお帰りの際にお持ち帰り下さい。 

 ・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。 

 

委員会報告 
ロータリーの友誌委員会 4 月号の内容紹介 

 

ニコニコ箱 
古江会員（T） 

・いつもお世話になります。本日卓話をして頂ける、南会員大 

変楽しみにしています。宜しくお願い致します。 

福山会員（H） 

・南会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

・本日次男の小学校の入学式に出席しました。楽しい学校生活 

を送ってほしいです。 

門田会員(W) 

・ワカバユニフォーム南様、自己紹介卓話楽しみにしています。 

 

真志田会員(W) 

・ごぶさたです。 

高雄会員(W) 

・花粉に苦労する季節になりました。花粉はやっかい者だが、 

草木にとっては命の源と思って耐えています。 

・本日の南会員の卓話を、楽しみにしています。 

大畑会員（W） 

・先日ガバナーエレクトを囲む会に出席して来ました。いよい 

よ次年度が近づいてきたなと緊張しております。 

大西会員（T） 

・本日は南会員の新入会員の卓話で楽しみにしていましたが、 

親戚に不幸があり出席できません。激励を込めて出宝します。 

山内会員 

・南さん、本日卓話楽しみにしています。 

藤井会員（H） 

・先日の広島県アマ予選バンカー地獄にはまり予選落ちしたの 

で出宝します。南さん、本日の卓話時間が足りないと思いま 

すが宜しくお願いします。 

田中地会員(W) 

・8年乗った車が壊れてしまい新車となりました。とても快適 

で運転するのが楽しいです。南さん、卓話頑張ってください。 

南会員 

・南です。本日新入会員卓話をさせていただきます。宜しくお 

願い致します。 

花島会員（W） 

・年度末が忙しすぎて、2 カ月ぶりの例会になりました。何も 

できない状態になり申し訳ございませんでした。 

二上会員(W) 

・本日、南さん卓話がんばってください。楽しみにしています。 

・先週から娘が大阪で一人暮らしをスタートしました。大学 4 

年間しっかり楽しんでほしいです。わが家はついに嫁さんと 

2 人きりです。 

青野会員（W） 

・南さん、本日の卓話よろしくお願いします。本日は長女の入 

学式（中学）先日は長男も大学に入学し無事進学出来ました。 

橋沢会員 

・絶賛花粉症のハシザワです。「皆さん筋肉痛はいかがでした 

か？」一番ひどかったと思われる南さん本日の卓話宜しくお 

願いします。 

松苗会員(W) 

・南さん、本日の卓話楽しみにしています。 

計 37,000 円 
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プログラム 会員卓話 

～ 自己紹介 ～ 

南 真一 会員 
いつもお世話になっており

ます。令和 3 年 12 月 3 日に城

南ロータリークラブに入会さ

せていただきました南真一で

す。本日の新入会員卓話で、

私の生い立ちをお話しさせて

いただきます。宜しくお願い

致します。 

1973年 2月 23日生まれ。血液型は A型で、趣味はゴルフとス

キューバダイビングです。妻と息子３人の５人家族で、実家は

広島市安芸区阿戸町です。 

小学校入学と同時に阿戸剣道教室に通い始めました。４年生

からはソフトボールも始め、剣道とソフトボールに明け暮れた

小学校生活でした。中学校入学と同時に 6 年間やっていた剣道

を辞め、野球部に入部しました。 

野球部では好成績を収めたものの引退する頃には肩を痛めて

おり、剣道教室の先生のお誘いから、熊野高校で再び剣道をす

ることにしました。地獄のような日々の始まりです。中学 3 年

間全く剣道をしていなかったため、先輩方には心無い言葉をか

けられる事もありました。練習は厳しく、休みは年に２日だけ。

定期的にＯＢやＯＧが来てしごかれました。健康診断の尿検査

では血尿が出て、必ず再検査になる程です。 

そんな中、顧問の先生が他校に転任になり、監督・指導者不

在という状況になると、今まで来なかったＯＢたちが頻繁に来

ることで、より理不尽な指導（？）いや、しごきが増えました。

そのかいあってか広島県代表として個人戦では中国大会でベス

ト 8 進出、段別選手権２段の部には２年連続出場と、惜しくも

インターハイに出場することはできませんでしたが、それなり

の成績をおさめる事ができました。ただ、今でもあの３年間に

は戻りたくありません。 

進路を決める際には先生方が剣道で入学できる大学を探して

下さったのですが、続けることは考えられずお断りし、日本ビ

ジネススクール国際観光学科に入学しました。このことは、今

でも申し訳なく思っています。 

卒業後は添乗員として旅行会社に就職し、社会人としての心

構えやお客様との接し方、そして営業の基本的な事を学びまし

た。充実した日々を送る中、弊社の創業者から入社するよう誘

われ２年ほど悩んだ末、旅行会社を辞める決断をしました。父

は激怒しましたが、２年間東京の仕入れ先メーカーで勉強をし

てくる事を条件に、弊社へ入社する許可が出ました。 

研修先は、当時の主力取引先メーカーのライバル社（株）白

洋社（現セブンユニフォーム）です。 

「主力取引先メーカーに行くとちやほやされるだけ。No.1 の知

名度があるメーカーで研修させたい」という父の方針でした。 

研修初日、誰も見向きもしてくれません。札幌の代理店から

来ていた同僚と私への待遇には一目瞭然の差がありました。当

時、札幌の代理店は全国一の売上があり、一方、弊社は広島で

２番店。売上の差が、待遇の差だったのです。その後は店舗研

修を経て、本社の総務・経理部門に配属されました。 

本社勤務して間もなく大手販売代理店が倒産し、顧客の要望

により一部の仕事を弊社が引き継ぐことになりました。 

突然、年間売上が億を超える仕事が決まり、セブンユニフォ

ームにとって弊社が全国１番店になったと同時に、私の置かれ

ている立場もガラリと変わりました。それ以降、役員の対応が

変わった事には驚きましたが、現実の厳しさを知る事ができ良

い経験になりました。 

帰広してからは営業部に所属し、４０歳の時に代表取締役に

就任。今年で９年目です。 

城南ロータリークラブに入会させていただこうと思ったきっ

かけは、ゴルフで広島のロータリークラブの方々と知り合うこ

とができ、私自身の考え方が変わったことです。児玉さんと門

田さんにお誘いいただき、また、古江会長の言葉が深く心に響

き、ぜひ入会させていただきたいと感じました。これからはロ

ータリアンの一員として何事にも感謝の気持ちを忘れず頑張っ

ていこうと思います。何卒宜しくお願い致します。 

 

 

第 1233回例会 2022年 04月 15日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
本日は定期的に送られてくるハ

イライトヨネヤマと言うロータリ

ー情報誌の記事を紹介致します。 

ウクライナの米山学友は今、と

題して紹介されていました。ウク

ライナ出身の米山学友はこれまで

に 12人。そのうちの 1人、『ロータ

リーの友』2021 年 2 月号の「よねやまだより」に掲載されたテ

チアナ・セゾネンコさん(2017-19/大阪城南 RC)の近況を紹介し

ます。 

戦争勃発後、それまで製剤化学者として農作物のための薬剤

を開発する日々を送っていたテチアさんの生活は一変。祖国の

ために何かできることを・・・と考えた彼女は志願してボラン

ティア団体に入り最も弱い立場にいる人々のために、赤ちゃん

のオムツや粉ミルク、衛生用品、食料、飲料水、ペットフード

などの生活必需品を送る活動を始めました。時には足りない薬

を探しに奔走し自費で購入することも。文字通り昼夜を問わず

奮闘する日々を送っています。彼女の世話クラブである大阪城

南 RC も、会員や米山学友から寄せられた義援金を送金したとい

うことです。 

テチアナさんは次のように語りました。「ロータリーの皆さん

からのお金は難民の支援に充てています。私は首都キーウ(キエ
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フ)から 80km ほど離れた所にいて、破壊された町から逃げてき

た人々の手助けをしています。一番の願いは小さな子どもたち

が普通の生活を送れる日々を取り戻すことです。私の心はウク

ライナとともにあります。一日でも早く、明るい日が来てほし

い。ウクライナから希望をこめて」と書かれていました。 

我々も決して対岸の火事だとは思えないと考えさせられる内

容でした。 

 

配偶者誕生月 
髙雄 準善 会員 （髙雄久美子様） 08日 

山本 博之 会員 （山本 弘美様） 18日 

平井 篤志 会員 （平井 鈴美様） 19日 

田中 清峰 会員 （田中麻貴子様） 24日 

津田 真幸 会員 （津田 美樹様） 24日 

 

結婚記念月 
河中  清 会員  1日   正木 英生 会員 14日 

松田 文雄 会員 19日   橋沢 宏弥 会員 20日 

蛭子 宗夫 会員 23日   二上 真也 会員 28日 

加島 文斎 会員 29日   藤井  巌 会員 29日 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物  

 ・5月例会のご案内 

・休会のご案内 とき：4月１日 

・第10回理事会議事録 

２．お知らせ 

 ・例会終了後、次年度理事会が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。 

 

ニコニコ箱 
古江会員（T） 

・いつもお世話になります。古江です。本日卓話をして頂ける、 

高雄会員、急ぎのお願いにも拘らず気持ちよく受けていただ 

き有難うございます大変楽しみにしています。そして米山奨 

学生ゴゴックカイン様ようこそお越し下さいました。これか 

らもよろしくお願い致します。 

竹岡会員 

・ゴゴックカインさん城南ロータリークラブへようこそ。頑張 

ってください。 

福山会員 

・米山奨学生ゴゴックカインさんこれからもよろしくお願いし 

ます。 

・高雄会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

門田会員(W) 

・米山奨学生ゴゴックカインさん、城南へようこそ。２年間よ 

ろしくお願いします。 

・高雄さん本日卓話を楽しみにしています。宜しくお願いしま 

す。 

高雄会員(W) 

・米山奨学生のゴゴックカインさんようこそお越し下さいまし 

た。リラックスしてお過ごしください。 

・本日急遽卓話をすることとなりました。会員の皆様どうぞ宜 

しくお願いします。 

平井会員 

・カインさんようこそいらっしゃいました。二上さんカウンセ 

ラーよろしくお願いします。Aテーブルが久しぶりに満席に 

なって良かったです。 

河中会員（T） 

・昨日流川で古江会長に会いました。うれしかったので出宝し 

ます。 

戸田会員 

・元宇品海浜の海洋プラゴミがなくて今年度の社会奉仕事業が 

出来ません。しかし喜ばしい事なので出宝します。 

二上会員 

・本日米山奨学生のカインさんが来てくれました。宜しくお願 

いします。 

花島会員(W) 

・高雄さん本日の卓話宜しくお願い致します。急に無理をお願 

いして申し訳ございませんでした。 

大畑会員（T） 

・母が無くなって 2 年ちょっと空き家になっていた宇品の実家 

を売却の為ちょうど今日さっきから解体しています。今後の 

為には仕方ないと思うようにしています。土地が売却できま 

すように期待して出宝します。ちなみに施工会社は二上会員 

のミカタ建設です。 

南会員 

・南です、いつもお世話になっています。高雄さん本日の卓話 

楽しみにしています。宜しくお願い致します。 

山本会員(W) 

・いつもシェラトングランドホテルをご利用いただきありがと 

うございます。 

計 23,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 言葉の由来 パートⅡ ～ 

髙雄 準善 会員 
世界的な半導体不足が続いていま

す。その影響で、現在、自動車・家

電・パソコン・電話機・給湯器な

ど、あらゆる製品の生産が滞ってし

まっています。昨年秋に「ウオシュ

レット」が寿命で壊れてしまい、10

月 15 日に今のトイレに合う新しいも
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のを注文しました。新年を迎え、1 月中旬に業者さんに尋ねた

ら、「あと 2か月位かかるようです」との事でした。今年の 3/15

にようやく「ウオシュレット」の取り換え工事がすみました。

半導体不足の為、結果 5 か月かかりましたが、たまには不便を

経験したほうが、便利な物の有難みがよく解ってよかったです。 

さて、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、パート 2」について、お話をさせ

て頂きます。 

先程「ウオシュレットが壊れて、往生した話」をしましたが、

今回は『往生』と言う言葉について、お話をさせて頂きます。 

関西や広島弁では、｢車が渋滞して往生したで｣とか｢急な雨で往

生したよ｣などと言いますが、この場合の『往生』と言う言葉は、

「困るとか大変であった」と言う意味で使われます。 

又、「近所のおばあさんが往生したそうだ」とか、喪中はがきで

「永眠しました」の代わりに「往生しました」と書かれている

事もあり、「大往生」と言えば、天寿を全うして安らかに亡くな

ることを意味します。そして「弁慶の立ち往生」と言えば、弁

慶が立ったまま死んだと言う事です。この場合の「往生」と言

う言葉は「死んだ」という意味で使われます。 

又、電車や車が、風や雪で動けなくなることを「立ち往生」

といいます。この場合の「往生」と言う言葉は「身動きがとれ

なくなった状況や困った状況」という意味で使われます。又、

例えば、政治家などが、普通なら辞任すべきところ、あれこれ

言って辞任しない時などに「往生際が悪い」と言われます。こ

の場合の「往生」と言う言葉は「あきらめ」という意味で使わ

れます。  

このように、日常の会話では、「困る・大変・死ぬ・あきらめ

る」などの意味で使われます。しかし、「往生」という漢字を見

ると、「往」は往復の往ですから往く、「生」は生まれるという

意味なので、困るとか、死ぬとか、あきらめるという意味はあ

りません。むしろ「立ち往生」の身動きが取れなくなると言う

のも、往生の「往」の意味「往く」と比べると逆で、「死ぬ」と

言うのも、往生の「生」の意味「生まれる」とは反対です。 

では、語源である仏教語の「往生」とはどう言う意味かと言

いますと、字のごとく「往きて生まれる」言う意味です。では

「どこに往きて生まれるか？」ですが、「この世からあの世に往

きて生まれる、現世を去って、仏の世界に生まれること」を言

います。特に、この仏の世界は、西方極楽浄土を意味していま

すので、「この世から西方極楽浄土に往きて生まれる」と言う意

味になります。 

では何故、「往生」が日常生活の中では、「困るとか、大変だ

ったとか、あきらめる」と言う意味で使われるようになったの

でしょうか？ 「仏の世界に生まれる為には、大変な修行をしな

ければならないのではないか？」と言う疑問から、色々な意味

に使われるようになったと私は思っています。ふつう、「修行」

と言えば、苦しい事、つらい事のように受取られます。この疑

問と答えの話を今からすると、長くなりますので、しません。 

さて、令和も早や 4 年目となり、人間界では、コロナの流行

に往生する日常が 3 年目となりました。自然界では、コロナの

流行に左右される事無く、桜は咲き、セミは鳴き、稲や果物は

実り、紅葉は色づいて、季節の景色は美しく移り替わります。

私たちはこの世で多種多様な生物が生存する地球の住人ですが、

｢万物の霊長｣と言われ｢生物の中で最も優れている｣と言われる

人間は、対ウイルスとの戦いに長い苦戦を強いられ、立ち往生

しています。発展途上国ではまだワクチンの接種率が低かった

り、欧米ではマスク無しの生活で経済優先の国もあれば、ロッ

クダウンと言う厳しい措置を続ける国もあります。国ごとに事

情が異なり、足並みは揃いません。どこかが収束してもどこか

で猛威を振るい、また姿を変え移動して行きます。ウイルスの

変異で様々な政策が、振り出しに戻ったかのようにも思えます。

人間だけが、往生際が悪いウイルスに付け込まれているように

感じるのは、気のせいでしょうか。 

あと少しトンネルを進めば、明るい光が見えることを願って。  

以上を持ちまして、「言葉の由来、パート 2」の卓話を閉じさせ

て頂きます。 

 

愛のコイン箱 

 

 
2,670 円 

 

 

第 1234回例会 2022年 04月 22日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
本日は例会後、新現引き継ぎクラブ

アッセンブリーがおこなわれます。今

年度はコロナ禍 3 年目に入りまだま

だ、クラブ活動がままならない状況が

続きました。是非次年度からは活発な

クラブ活動を期待致します。そこで、

本日の会長時間では基本のおさらいを

しみたいと思いました。 

ロータリークラブは一般社会からは「奉仕団体」と見られて

いますが、実際は少し違います。ロータリークラブの中でも頻

繁に「奉仕」という単語が使われますが、「奉仕≠ボランティア」

「奉仕＝サービス」という意味で用いられます。つまりロータ

リークラブは自らの職業を通じて社会に対してサービスを行っ

ている者の集まり、と言えます。ですのでロータリークラブで

は次のように定義しています。『ロータリーは、人道的な奉仕を

行い、あらゆる職業において高度の道徳的基準を守ることを奨

励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを目

ざした事業と専門職務に携わる人が世界的に結び合った団体で

ある。』 
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また次のモットーを掲げています。 

１．Service Above Self（超我の奉仕） 

２．They profit most who servebest.（最もよく奉仕するもの、

最も多く報われる） 

個人的には上記の精神を学ぶ事が入会の目的であり、その精

神を理解しそれを自らの職業に適用するのが成果だと思います。 

入会したことによって知り合えた（入会しなければ知り合え

なかった）という出会いも数多くあります。ロータリーの綱領

の第一にも「奉仕の機会として知り合いを広めること」と書い

てあります。公私共に信頼できる知り合いを作るチャンスに恵

まれる事もひとつの目的かもしれません。様々な考え方を持っ

た人々と親睦を深めることは、自身の成長に欠かせない点の一

つだと思います。 

最後に。ロータリーはボランティア団体ではありません。勿

論、活動の一環としてボランティア活動は行います。しかし最

も重要な活動は自らの職業倫理観を高め、その成果を社会に還

元することだと思います。日本のロータリークラブはその精神

に満ち溢れています。たくさんの仲間を増やしより良い世の中

を創ることに微力ながら協力していきたものですね。 

 

入会月 
蛭子 宗夫 会員  平成15年04月11日 

二上 真也 会員  平成19年04月13日 

松苗 弥生 会員  平成26年04月04日 

 

創業月 
髙雄準善 会員 永禄元年4月08日 （宗）浄土宗 戒善寺 

古江暢敏 会員 昭和28年4月18日 （株）古江商会 

正木英生 会員 昭和45年4月07日 正木内科胃腸科医院 

松本勝行 会員 昭和58年4月01日 （有）郡産業 

蛭子宗夫 会員 昭和58年4月01日 （株）ABS総合設計 

児玉哲也 会員 平成02年4月02日 （株）イデアル 

田上 剛 会員 平成17年4月01日 たのうえ法律事務所 

福山正剛 会員 平成25年4月08日 福山正剛法律事務所 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物  

 ・2022-23年度会長方針 

・次年度会員名簿記載事項…お帰りの際に受付に提出下さ 

い。変更がない場合も必ず提出をお願いします。 

・広島14ロータリークラブ合同懇親ゴルフ大会組合せ 

２．お知らせ  

 ・例会終了後、新現引継クラブアッセンブリーが3F美波にて 

開催されます。関係者の方は、宜しくお願い致します。 

 ・次週、4月29日は祝日、5月6日は休会のため例会はございま 

せん。次回の例会は5月13日になりますので、お間違えのな 

いようお願いします。 

ニコニコ箱 
古江会員（T） 

・いつもお世話になります。古江です。本日卓話をして頂ける、 

大畑次年度会長、大変楽しみにしています。大いに語ってく 

ださい。そして例会終了後、新旧引継ぎクラブアッセンブリ 

ーがあります。皆様の多大なるご協力に感謝しています。宜 

しくお願い致します。 

福山会員（W） 

・大畑次年度会長、本日の卓話宜しくお願い致します。理事役 

員、委員長の皆様、本日のクラブアッセンブリー宜しくお願 

い致します。 

門田会員(W) 

・大畑次年度会長、本日の卓話宜しくお願い致します。また、 

本日第一回クラブアッセンブリーが開催されます。関係者の 

皆様宜しくお願いします。 

戸田会員 

・1歳 5カ月になった孫がイタリア・ボーグ紙の広告モデルにな 

ったので嬉しくて出宝します。 

吉村会員 

・本日 2週間にわたる税務署の税務調査が終わりました。一部 

見解の相違はあったもののしっかり経理されていますとお褒 

めの言葉をいただきました。 

大畑会員（W） 

・本日は卓話、クラブアッセンブリー共、宜しくお願い致しま 

す。 

大西会員 

・今日は昨日と違って天気が良いので出宝します。 

田中地会員（W） 

・仕事用のパソコンディスプレイを 34インチワイド画面に新調 

しました。絵が大きくてとても良く見え快適です。 

南会員 

・南です、お世話になっています。天気が良く気持ちが良いの 

で出宝させていただきます。大畑次年度会長、卓話楽しみに 

しています。 

藤井会員 

・4/29 広島 14RC合同親睦ゴルフ大会が開催されます。並行し 

て 164 回バーディー会も開催されますので宜しくお願いしま 

す。 

藤原会員 

・コロナから復帰しました。 

水口会員（W） 

・最近、実家で飼いはじめた柴犬の仔犬の朝の散歩が日課にな 

っています。かわいいです。 

花島会員 

・大畑さん本日の卓話楽しみにしています。宜しくお願いいた 

します。 
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二上会員 

・この土日で長野に行って息子に会ってきました。元気で楽し 

そうにしていたのでなによりです。しかし長野はまだ雪があ 

って寒かったですが、桜が満開できれいでした。 

松苗会員(W) 

・大畑次年度会長、本日卓話宜しくお願い致します。 

計 24,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 次年度について ～ 

大畑 哲也 次年度会長 
 今日は先日 PETSで地区奉仕プロジ

ェクト委員会カウンセラーをされてい

る晝田眞三さんが「ロータリーの真髄

は奉仕にあり」、そして日本のロータ

リーについてお話されました。大変勉

強になりましたのでこの機会をお借り

致しまして是非皆様にも見て頂きたい

と思いますので宜しくお願い致します。（ここからはビデオで

す） 

 

その始まりは弁護士ポールハリスら 4 人のメンバーの会合から

でした。ロータリーの輪は瞬く間に世界に広がって行きました。

ロータリーの創設から 15 年後に米山梅吉氏と福島喜三郎氏の出

会いがきっかけとなり日本にもロータリークラブが誕生しまし

た。 
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これまで日本は関東大震災等、数々の災害に遭遇してきました

が世界の、日本各地の多くのロータリークラブが復興支援活動

を行ってきました。これからも「ロータリーの真髄は奉仕にあ

り」のもと、手を取り合って行きましょう。 

 

クラブアッセンブリー開催 
例会終了後、新現引継クラブアッセンブリーが3F美波にて開催

されました。 

 

 

 

ロータリー奉仕デー 
4 月 29 日（木）ロータリー奉仕デーin MAZDA スタジアムとし

て、古江会長・福山幹事・吉村会員がカープとエンドポリオの

コラボＴシャツを着用し、来場者の方にカープとロータリーの

コラボうちわ・小冊子を配付しました。また、ポリオ根絶募金

活動大型ビジョンへロータリー活動の告知がありました。 
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同好会報告  バーディー会（ゴルフ同好会） 
在広 14 ロータリー合同親睦ゴルフ大会が開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


