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第 1235回例会 2022年 05月 13日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
本日は、ポールハリスの生誕に因ん

でポールハリス名言を紹介したいと思

います。色々と検索しますと、たくさ

んの名言を残されていますがその中か

ら名言 10 選を紹介したいと思いま

す。 

1. 「私たちはこう問います。最も

優れた人間の才能を戦争のための科学に捧げなければな

らないのに、戦争を回避するための科学には捧げないの

か、と」（1940 年） 

2. 「戦争にいたる道は、よく舗装されたハイウェイです。

平和への道は、未だに茨の道です。しかし、国連は不可

能に挑んでいるのでしょうか？そうではないと私は断言

します」（1945 年） 

3. 「友情はロータリーを築く岩のように堅固な土台であり、

寛容の精神はロータリーを結びつけるものです」（1948 年、

没後に出版） 

4. 「贅を尽くした宮殿で安らぎがないよりも、質素な家で

心豊かであるほうが、はるかに望ましいものです」（1914

年） 

5. 「ロータリーがそのしかるべき運命を自覚するなら、ロ

ータリーは絶えず進歩しなければならず、時には革命的

でなければなりません」（1930年） 

6. 「ロータリーはただパイオニアであり続けなければなり

ません。さもなければ、進歩の後部に取り残されます」

（1945年） 

7. 「ロータリーにはまだ長い道のりがあります。このムー

ブメントが既に完成品だと考える人はいかにも短絡的で

す。過去を見ても、そのような考え方を正当化するもの

はありません」（1928 年） 

8. 「世界は絶えず変化しています。そして私たちは世界と

ともに変化する心構えがなければなりません。ロータリ

ーの物語は何度も何度も書き替えられなければならない

でしょう」（1935年） 

9. 「ロータリーが私たちにとって何を意味するにせよ、世

界はその活動成果によってロータリーを知るのです」

（1914年） 

10. 「ロータリアンは言葉より行動に心を引かれます」（1911

年） 

たくさんの名言を残されている中の 10 選を紹介させて頂きまし

た。皆さんにも少しは当時の思いが伝わると思いますし、今現

在でも変わらぬ思いが伝わってくるのは私だけでしょうか？ 

 

連続出席 100％ 
平井 篤志 会員   16年間連続100％出席 

 

会員誕生月 
木本 博之会員 0 13 日   松田文雄会員 24 日（古希） 

真志田正和会員 0 31 日    

 

 

幹事会務報告 
１．レート変更のお知らせ 

・5月1日より1ドル=130円になりました。（4月：122円） 

２．ボックス配布物  

・ロータリーの友誌、ガバナーズレター 5月号 

 ・次年度第2回クラブアッセンブリーのご案内（次年度理事 

役員･委員長のみ） 

と き：6月10日（金）例会終了後 

ところ：シェラトングランドホテル広島 

ご案内の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。 

 ・会報3月号（希望者のみ） 

 ・松田文雄会員が書かれた「心の育ち」と「自分らしさ」- 

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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子育てと自戒（希望者のみ） 

３．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。 

 

委員会報告 
ロータリーの友誌委員会 5 月号の内容紹介 

 

ニコニコ箱 
広島西南 RC 谷口会員（T） 

・先日、鷹ノ巣ゴルフクラブ理事長杯準決勝にて、光栄にも藤

井巌選手と対決させて頂きました。とても勉強になりました。

ありがとうございました。 

広島中央 RC 上田会員（W） 

・城南ロータリーの方々にはいつもお世話になっています。南

会員、いつもシャンクの画像を送ってくれてありがとう。 

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、

加島会員宜しくお願い致します。楽しみにしています。 

福山会員 

・加島理事、本日のフォーラムよろしくお願いいたします。 

正木会員 

・最近は、ニコニコするような良い事が全くありません。ニコ

ニコ出来るようなことがありますように祈念して。 

平井会員 

・GW は妻の親族一同と大阪のユニバーサルに行きました。息子

とジェットコースターに乗りまくり気分が悪くなって夜はホ

テルで寝込んでしまいました。 

大西会員（T） 

・年齢は古江会長より１つ上の大西です。この前、古江会長に

ナイショでゴルフに行きました。そしたらなぜか、私がゴル

フに行ったことが古江会長に漏れており、「90 を切らないと、

なんと 5,000 円出宝しろ」ということになってました。結果

90 を切れなかったので出宝します。しかし、古江会長の要求

を全てのむわけにはいきませんので 2 千円減額させてもらい

ます。 

南会員 

・南です、お世話になっています。加島さん卓話楽しみにして

います。宜しくお願い致します。 

水口会員（T） 

・今月は全て例会に出席できないため出宝します。 

加島会員（W） 

・本日卓話をさせていただきます。宜しくお願い致します。 

高藤会員（W） 

・GWのゴルフでハーフベスト 42が出ました。練習をしっかりし

てスコアを良くしていきます。 

 

松苗会員(W) 

・加島さん、本日卓話楽しみにしています。 

計 24,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ フォーラム 青少年奉仕 ～ 

奉仕プロジェクト委員会  加島文斎理事 
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第 1236回例会 2022年 05月 20日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
本日の会長時間報告書では規

定審議会が無事終了しましたこ

とを報告させていただきます。

内容としましては以下の通りで

す。 

2022 年規定審議会の初日、各

国の代表議員は「公平さとイン

クルージョン」を国際ロータリー細則に加える案件を圧倒的多

数で採択し、あらゆる文化、経験、アイデンティティの人のイ

ンクルージョン（包摂）および地域社会を反映させる取り組み

を組織として継続していくことを確認しました。 

4 月 10～14 日にシカゴ（米国イリノイ州）で 4 日間にわたっ

て開かれた規定審議会は、新型コロナウイルス流行が始まって

以来、初めてのハイブリッド式国際会議となり、成功裏に終わ

りました。世界中のロータリー地区代表議員約 520 名が出席し、

うち 60％が対面式、残りが Zoomを通じて参加しました。 

今回の規定審議会では、RI組織規定文書に変更を加える 90件

以上の制定案が審議、投票されました。 

中でも注目された案件の一つに、バランスの取れた会員基盤

を築くための多様性の推進があります。この制定案（インド

［第 3232 地区］、Annanagar Aadithya ロータリークラブにより

提案）が 420 対 56 の大多数で可決されたことにより、改正後の

国際ロータリー細則には次の文章が含まれることとなります：

「各クラブとローターアクトクラブは、多様性、公平さ、イン

クルージョン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」。ロータリーは、ジェンダー、人種、

肌の色、信条、国籍、性的指向によりクラブへの入会を拒否す

ることを禁じています。 

RI の多様性・公平さ・インクルージョン（DEI）タスクフォ

ース委員長であるバレリー・ウェイファー氏は次のように述べ

ます。「これは、ロータリーが会員基盤の成長と多様化を組織内

部の最優先事項としたことを意味します。クラブの仲間から温

かく迎えられ、居心地がよいと感じられることが、会員の満足

と維持にとって一番重要なことです」 
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ウェイファー氏はさらにこう加えます。「公平さを追加したこ

とで、ロータリーは、誰もが快適で貴重な体験ができるように、

いかにしてさまざまなレベルの支援、機会、リソースを提供で

きるかを真剣に考えることになります。また、インクルージョ

ンを追加したことで、すべての人が歓迎され、尊重され、大切

にされる体験をつくりだすことに注力できます」 

以上になります。我々、広島城南ロータリークラブの会員皆

の気持ちが共有化され更なる発展を期待するばかりです。 

 

配偶者誕生月 
竹岡龍太郎 会員 （竹岡 麻里様） 08日 

花島  司 会員 （花島  都様） 14日 

 

結婚記念月 
平井 篤志 会員  5日   津田 正幸 会員 28日 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物  

 ・ホームページ 会員機能マニュアル 

・第11回、持ち回り理事会議事録 

・6月例会のご案内…ご案内の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。 

・退任挨拶原稿依頼（理事役員・委員長のみ） 

２．お知らせ 

 ・例会終了後、次年度理事会が4F「渚」にて開催されますの 

で、関係者の方はご出席お願いします。 

 

ニコニコ箱 
卓話者 ㈱鉄板工房 毛利様 

・本日は卓話させていただきます。よろしくお願いいたします。 

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

る毛利さん、お久しぶりです。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 

・毛利さんお久しぶりです。本日の卓話よろしくお願いいたし

ます。 

門田会員（W） 

・毛利さんようこそお越しくださいました。久しぶりの毛利節

楽しみにしています。 

松本会員（W） 

・毛利さん良くいらっしゃいました。本日の卓話楽しみにして

います。会員復帰期待しています。 

高雄会員（W） 

・郵送された 5 月のプログラムを見て、本日の話を楽しみにし

ていました。毛利さんにこの場で会えて嬉しかったです。 

 

平井会員 

・毛利さんごぶさたしております。今日も A テーブルが満席で

よいことです。 

田中会員（W） 

・お久しぶりです。 

・先月の会員卓話を PCR 結果待ちの為、欠席致しました。高雄

会員にはご迷惑をお掛けしました 

大西会員（T） 

・これから、愛媛県に出張なので例会は出席できません。また、

来週 27 日も所用で例会を欠席します。お詫びを込めて、出宝

します。追伸、古江会長、新入会員のくせにって言わないで

くださいね。 

藤井会員（W） 

・5/26（木）バーディ会と 6/4 の 3RC 親睦コンペ宜しく御願い

致します。 

田中地会員 

・くつをはき替えるのを忘れ安全ぐつのまま来てしまいました。 

南会員 

・南です、いつもお世話になっております。毛利さん大変お久

しぶりでございます。本日の卓話楽しみにしております。 

花島会員（W） 

・毛利さんお久しぶりです。本日の卓話楽しみにしておりまし

た。よろしくお願いします。 

水口会員（T） 

・本日は例会欠席申しわけありません。余市蒸留所に来ていま

す。 

竹村会員 

・毛利さん本日の卓話楽しみにしております。 

松苗会員(W) 

・毛利さん本日卓話楽しみにしています。 

 

計 23,000 円 

愛のコイン箱 

 

 
3,030 円 

 

プログラム 来賓卓話 

～ ロータリーを離れてからの近況報告 ～ 

（株）鉄板工房 代表取締役 毛利信太郎様 
近況報告と言う事で、広島城南

ロータリークラブを退会後、催事

の仕事を依頼され 3 年で安定させ

る予定が、コロナの影響でこの 2

年間催事は一度もありませんでし

た。退会してからはケガの連続

で、9 月に自転車で走行中前方不
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注意の個人タクシーに衝突され、左手小指剥離骨折、中指腱縦

に断裂、側副靭帯断裂。お陰で 9カ月間ゴルフに行けておりま

せん。只今リハビリ中で、完治しましたら、又、バーディー会

に参加したいと思っています。 

コロナ禍で悪いことばかりでは有りません。30年近く研究、

開発して来た電気式の鉄板が、若手のオーナーを中心に「鉄板

の事なら鉄板工房」と言って頂けるようになりました。鉄板や

店舗設計、また、独自開発した調味料、食材、冷凍のお好み焼

きを中心に、経営を安定させ城南ロータリークラブに復帰した

いと思っています。その時は会員の皆様宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

 

第 1237回例会 2022年 05月 27日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
「ロータリー賞を受賞しましょ

う！」 

ロータリー賞を受賞するには、

今年度中にロータリークラブ・セ

ントラルにある25の目標のうち13

以上を達成し、ロータリークラ

ブ・セントラルからその達成をご

報告ください。と冒頭に記されています。 

ロータリー賞とは、各年度のクラブの優れた取り組みを表彰

するものです。ロータリー賞の目標に向けた取り組みは、クラ

ブで会員の参加を促し、地域社会におけるクラブの存在意義を

保ち、効率的に運営するための一助となります。人びとを温か

く迎え、その参加を促すクラブは、ロータリーの価値観を反映

したクラブであると言えます。クラブがロータリー賞の目標に

取り組むことで、ロータリーの力強さを保ち、次世代にとって

ふさわしい文化を育むことができます。 

ロータリークラブ、ローターアクトクラブ、インターアクト

クラブは、ロータリーとクラブを強化することを目的とした各

種目標を達成することで、ロータリー賞を受賞することができ

ます。目標には、会員増強、持続可能なプロジェクトの立案、

ロータリー財団への寄付、地域社会でのロータリーの認識向上

が含まれます。 

広島城南ロータリークラブも一つの目標として考えていただ

ければロータリーに対して興味を持って頂けるのではないでし

ょうか。残りの年度、そして今後とも、何卒よろしくお願い致

します。 

 

入会月 
平井 篤志 会員  平成18年05月12日 

 

 

 

創業月 
小澤元一 会員 昭和39年05月01日 新光プレス紙工業（株） 

河中 清 会員 昭和39年05月29日 山陽鍍金工業（株） 

竹村有右 会員 平成10年５月１日  

（株）クロガネコミュニケーションズ 

加島文斎 会員 平成15年５月８日 （株）サイワ 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物  

 ・新会員通知文 

 

ニコニコ箱 
広島中央 RC 鳥井様（H） 

・いつも城南ロータリーの皆様にはお世話になっています。本

日 10：00～16：00 まで月見町の鳥井油業の営業所にて献血支

援活動を献血バスにてしております。私もいますのでぜひ城

南ロータリーの方々に来ていただけます様に出宝いたします。 

古江会員（T） 

・いつもお世話になっています。古江です。昨日バーディー会

に参加しました。来週土曜日の 3 ロータリー懇親コンペの練

習ラウンドにもなりました。河中バーディー会長、藤井幹事

お疲れさまでした。そして本日卓話をして頂ける、田中会員

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 

・田中会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

松田会員（T） 

・この度は、私の著書をありがとうございます。お陰様で、大

手出版社からさっそく新書の出版相談がありましたが、当分

は忙しくて難しいとお断りをした次第です。また、外国への

翻訳本について検討しても良いかという問い合わせが出版社

にあったそうです。皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。あ

りがとうございました。 

戸田会員（T） 

・副鼻腔炎の手術をして正常になりました。長らくお休みした

ので出宝します。 

田中会員（W） 

・本日、1ヶ月遅れの卓話をさせて頂きます。 

児玉会員 

・木本さんひさしぶりにバーディ会に出席して優勝ですかー。

おめでとうございます。HD36 多すぎです。 

高雄会員（W） 

・本日の会員卓話を楽しみにしています。田中会員宜しくお願

いします。 

南会員 

・南です。お世話になっております。本日の田中さんの卓話楽

しみにしてます。宜しくお願いいたします。 

 



2021～2022 年度                                            2022 年 05 月会報 

●本年度会長テーマ● 

「新たなスタート 【原点回帰】」 

http://hj-rc.jp/ 

8 

花島会員 

・田中清峰さん本日の卓話よろしくお願い致します。 

水口会員（H） 

・水口です。忙しくやっています。皆さんの顔を長い間見てい

ないのがさみしいです。 

木本会員(W) 

・ひた隠しにしていたゴルフの才能が片鱗を表し、第 165 回の

バーディ会を制することができました。皆様ありがとうござ

います。因みに、ハンディキャップは 36 しかついておりませ

ん。 

計 44,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 甲子園について ～ 

田中 清峰 会員 
 本日は、会員卓話の時間を頂き

ありがとうございます。また、春

の選抜大会広陵高校硬式野球部の

甲子園出場の際にご寄附・応援を

頂きました事、厚く御礼申し上げ

ます。 

今日は「甲子園」という演題で

お話をさせて頂きます。 

甲子園球場の完成はいつかといいますと、着工が大正 13 年 3

月 1 日で竣工が大正 13 年 8 月 1日。大林組さんが 250万円で完

成させたとの事です。大正 13 年当時の 1 万円は今の貨幣価値で

約 493 倍、約 12 億 3250 万円位ではないかと思います。当時は

今のような姿ではないと思います。 

現在は、総面積 39600 ㎡ ・グランド 14700 ㎡ スタンド 

24900 ㎡ 本塁～中堅 120ｍ（実測 118ｍ） 両翼 96ｍ(実測

95ｍ) となっています。イメージとして約 200ｍの正方形を想

像してください。 

次に、甲子園球場での野球大会がいつごろから始まったかと

言いますと、夏の大会・春の大会で開催開始時期が異なります。 

夏の全国高等学校野球選手権大会は、第 1 回大会 1915 年（大

正 4 年）今から 107 年前。当時は甲子園でなく豊中球場で始ま

り第 2 回大会迄 豊中球場 15～16 年 106 年前。 

第 3 回 1917年～23 年（大正 6年～12 年）鳴尾球場 

第 4 回大会 1924 年（大正 13 年）～ 甲子園球場で開催され始

めました。98年前。今年夏の大会 2022年 8月に第 104回を迎え

る予定。 

春の選抜高等学校野球大会は、第 1 回大会 1924 年（大正 13

年）愛知県名古屋市山本球場 98年前。 

第 2 回大会 1925 年（大正 14 年）甲子園球場で開催 97 年前。

今年の春（2022 年 3月）に第 94回を迎えました。 

広陵学園の硬式野球部の歴史は、当時の広陵中学から始まり

ました。 

創部 明治 44 年 4月 庭球部と合体し球術部として誕生。 

明治 45 年 4月 球術部解体 野球部・庭球部に分裂。 

大会参加の記録として、大正 5 年 8 月 第二回山陽大会に初参

加との記録が残っています。 

甲子園大会出場の成績は、春の大会が 62試合で 39 勝 22 敗 1 分

け。大正 14 年（1925 年）から出場し、これまでに 25 回出場を

果たしています。成績は、 

優勝 3 回 

大正 15 年（1926 年第 3 回）、平成 3 年（1991 年第 63回）、平成

15 年（2003年第 75 回） 

準優勝 3回 

昭和 2年（1927年第 4回）、昭和 4年（1929年第 6回）、昭和 10

年（1935 年第 10回） 

春の成績が良く、春の広陵と言われています。 

夏の大会は 57 試合で 34 勝 23 敗。大正 12 年（1923 年）から出

場し 23 回出場しています。 

優勝  0回 

準優勝 4回 昭和 2年（1927年第 13回）、昭和 42年（1967年

第 49回）、平成 19年（2007 年第 89 回）、平成 29 年（2017年第

99 回）。これまで夏の優勝が今一歩で果たせなくて悲願を達成

したいと願っています。 

過去の成績は、春・夏合計 119 試合 73 勝 45 敗 1 分 となっ

ています。 

私の甲子園の思い出とこれまでの成績は、昭和 42 年夏の準優

勝の時から記憶があり、新幹線がない時代で、大阪から YS11 で

帰った事もありました。 

また、昭和 42年・平成 19年・平成 29 年と夏の決勝戦 3度敗

退は観戦していましたが、今でも悔しい思いがあります。 

学園の役員に就任下からの成績は、平成 19 年春～令和 4 年春

迄で、29 試合で 18 勝 11 敗 夏準優勝 2 回となっています。 

他の大会での記憶に残る試合は、平成 29 年 愛媛国体 優勝 

相手は大阪桐蔭高校でした。令和 3 年 11 月 神宮大会 準優勝 

相手は大阪桐高校でした。平成 23 年 6 月 野球部創部 100 周年 

記念招待試合 大阪桐蔭 9 対 5 広陵 大阪桐蔭高校さんとは

いい試合をさせて頂き、打倒大阪桐蔭高校さんを目指したいと

思います。 

現在の広陵高校硬式野球部はと言いますと、令和 4年 4月末

の部員数・コーチ・マネジャーの陣容は、 

硬式野球部 男子  131 名   女子マネジャー 4 名 

      女子  28 名    

合計 選手 159名 マネジャー 4 名 

総監督 中井  

男子チーム 中井監督 

コーチ 加藤・上田・中井・高西・松本 

女子チーム 坂田監督 

コーチ 我妻・浅田 

合計 9 名 
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現在の練習施設は 

男子：専用球場 旧市民球場と同じ大きさ 3660 坪 12100 ㎡ 

   雨天練習場 2 ケ所 インドアターフ 260 坪 861 ㎡ 

室内 127坪 420㎡ 

第二グランド 499 坪 1650㎡ 

トレーニングルーム 1ケ所 58坪 192 ㎡ 

その他 263 坪 870 ㎡ 

合計 4868 坪 16093㎡ 

女子：専用球場 755 坪 2495 ㎡ 人工芝・黒土・アンツーカ

舗装 

男子・女子練習施設総面積は 約 5623 坪（約 18588 ㎡） 

男子寮 清風寮 180 名 女子 恵風寮 51 名 収容可能 

以上の施設環境でこれからも監督を中心に選手育成と環境整備

を行い、夢は男女全国制覇を目指して参ります。今後も応援を

宜しくお願い致します。 

ご清聴、ありがとうございました。 

 

地区協議会参加 
5月15日、広島国際会議場において開催された、RI第2710地区

2022-2023年度地区研修・協議会に参加して参りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


