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2018年1月11日(木）第872回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢会長年頭挨拶｣

八條 範彦 会長

改めまして、明けましておめでとうございま

す。本年も宜しくお願いいたします。

後程、会長年頭挨拶がありますので多くを語

る事はございませんが、今年度の事業でありま

す都道府県対抗駅伝につきましては、当初の応

援のあり方で進めて行きたいと考えています。

合同夜間例会につきましては、我がクラブが

ホストクラブですので、皆さん方には是非とも

ご出席をお願いいたします。また3月には19周

年記念夜間例会とIMもございます。4月には花

見夜間例会と比治山公園の清掃がございますけ

ど、こちらの方もご協力をお願いいたします。

何れにいたしましても、少ない人数で 少の費

用で 大の効果を求めて活動出来ればと思いま

す。

その他については年頭挨拶でお話いたします。

ありがとうございました。

まず、前回の会長を受けた時はRCの例会及び

事業が仕事とうまく調整が出来ましたが、今回

は事あるたびに仕事と重なり、石丸さんと西丸

幹事を始め、皆さんにご迷惑をおかけしており

ます事を反省しています。

新年度での挨拶で、今年度は「原点回帰」と

言うことでスタートいたしました。これまでの

事業の中で、継続出来るものについては当然継

続して行き、拡大できるものがあればそれも考

えて行きたいと申しました。特に、都道府県対

抗男子駅伝の応援については、今一度話し合

い、これまで以上に充実させることが出来れば

と思いますと言いましたし、職業人の講和につ

いても、過去の経緯とインターアクトの関係で

崇徳高校との調整と同時に、事業の拡大も視野

に入れて活動することを考えたいと申しまし

た。また、来年に向け、岩手県の北上和賀RCへ

の訪問は無事終えることが出来ましたが、20周

年記念の実行委員会の立ち上げが出来ていない

ので、早急に考えなければと思っております。

今年度のこれからの取り組みですが、

1月 3RC合同夜間例会・

都道府県対抗男子駅伝の応援

3月 19周年記念夜間例会・IM

4月 お花見夜間例会・比治山公園の清掃活動

・合同ゴルフ大会

20周年記念の実行委員会等がございます。

いずれにいたしましても、少ない人員で 少

の予算で 大の効果を求めて活動出来ればと思

いますので、皆さん方のご協力をお願いいたし

ます。

次に、年頭挨拶と言う事ではございますが、



本日のプログラム

1月11日(木) 第 872 回

幹事報告

｢会長年頭挨拶｣

八條 範彦 会長

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友を配布してお

ります。ご一読下さい。

・12月理事役員会議事録を配布しておりますの

で、ご一読ください。

・がん予防講話会のご案内を配布しておりま

す。ご出欠は回覧にてお願い致します。

・休会のご案内を配布しております。

・12月分の個人別出席一覧表を配布しておりま

す。ご確認ください。

２.例会変更

・広島東南RC ｢新会員歓迎例会･懇親会｣

と き：1月22日(月)18:30～ ※同日変更

ところ：ANAクラウンプラザホテル広島

・広島北RC･広島陵北RC

「広島北･広島陵北･広島安佐3RC合同夜間例会｣

と き：1月25日(木)18:30～

ところ：リーガロイヤルホテル広島

３.お知らせ

・ロータリーカレンダーをまだお持ち帰りにな

られていない方がいらっしゃいましたら、受

付に出しておりますのでお持ちください。

仕事の話という事で市政について少し話してみ

たいと思います。

まず、各会派の動きですが、政策を基本とし

て同じ考え方の集団ですが、自民党以外はそれ

ぞれの政党が一つの会派となっておりますが、

自民党は幾つかに分かれておりまして、主導権

を握るのも揉ますのも自民党系かなと思われま

す。

次に沼田サービスエリアのスマートインター

ですが、今年の3月末に完成予定で工事が進ん

でいます。私個人的には非常に便利がよくなり

ますし、年末年始等での広島及び五日市インタ

ーの渋滞が多少は解消出来ると思います。た

だ、2トン車までとなっております。

そして、新白島駅(アスト35億、JR20億、通

路20億)ですが、計画当初から20数年後に完成

致しましたが、JRとの協議を重ね当初から作っ

ておくべきだったと思います。

安佐市民病院移転建設については、私は 初

から賛成しておりましたが、感情で反対してい

る議員、駆け引きで反対している議員、良い意

味に於いても悪い意味に於いても色々な方の動

きや考え方を知る事が出来ました。政策に対し

ては是々非々で臨みたいと考えます。

次に今後についてですが、西広島バイパスの

延伸ですが、先日の新聞にも載っていましたよ

うに、市長と地元経済界の皆さんが動かれてい

るようですし、我々議員も賛成の立場で動き、

協力して行きたいと思っております。また、ア

ストラムライン延伸については、利便性の事を

考えると何もかも反対ではございませんが、人

口減少の中で果たして如何なものかと考えま

す。私はバス専用道路の建設を始め、利用者の

皆さんがなるべく乗り換えのない状態で移動出

来る方法を考えるべきと思います。コンクリー

トの躯体と新たな車両は莫大な費用が掛かりま

すし、費用対効果等を考えた時、必要ないと考

えております。

続いて200万人都市構想についてですが、広

島市都心部を中心に半径約60km、東は三原エリ

ア 西は柳井エリア 北は北広島エリア 南は

大島エリアとなっております。このエリアを中

心にキャッシュレス(共通のカード)での移動が

出来るようにするべきではないかと提案してい

ます。(JR・バス・市電・タクシー・船舶等々)

観光客にとっても我々にとっても便利が良くな

ると考えます。

来年4月、旧市民球場跡地で自転車BMX、スケ

ートボード等アーバンスポーツ世界大会の開催

が決定していますが、中心部での大きなイベン

ト等の開催も広島の魅力の一つにしたいもので

す。旧市民球場は多目的に有効利用するべきと

考えます。

サッカースタジアムですが、広域公園の有効

活用を考えるべきと思います。陸上競技場とス

タジアムは別とし、どちらも国際試合開催が可

能な施設に、またトレーニング施設の充実と宿

泊施設の整備等スポーツに特化した広域公園に

するべきと考えます。

後に、平和公園から広島城、紙屋町周辺全

域をどのように整備するかの議論が重要と思い

ます。官民一体となって10年、20年先の市中心

部のあり方を考え、計画的な開発が必要となっ

てくると思います。



Happy New Year 広島安佐ロータリークラブの皆様へ。

あけましておめでとうございます。2016-2017年度にお世話を頂いた元米山奨学生グェン ティ ゴック リン

です。もう8ヵ月会っていなかったが、まだ覚えていますか。長い間ご無沙汰ばかりで申し訳ございません。皆

様いかがお過ごしでしょうか。

私は皆様のおかげで2017年4月広島市立大学に無事に入学することができました。日本人の学生と一緒に

勉強しているので難しいこともたくさんあるが、楽しいこともありました。友達もたくさんできました。そして、2

月春休み間に、大学の友達と一緒にベトナムへ帰ります。今たえられないほどわくわくしていて、楽しみにして

います。皆様もいつかベトナムへ行きましょうか？(笑)

現在、勉強とアルバイトをしながら、留学生活を楽しんでいます。ときに、子供達との交流会や国紹介会も行

きます。そして、2017年5月から個別塾の講師になりました。私は新しいことに挑戦したかったのでこのバイトを

始めました。外国人として本当に難しいと感じました。自分が分かっていてもうまく伝えなく、きれいに解説す

ることができませんでした。このアルバイトをあきらめたくないと思いましたので困難時間をのりこえることが

できました。最近英語を中心して、受験生にも教えています。塾の講師になったおかげで自分の成長を感じまし

た。今年ももっと頑張りたいと強く思います。

もう長かったと思うのでここであらためてご挨拶をしたいと思います。新春おめでとうございます。

昨年大変お世話になりました。この一年が素晴らしい年になりますように。これから寒さも増しまいりますの

でお気をつけください。

皆様に近々会える日を楽しみにしています。

元米山奨学生 NGOC LINH

P.S 私は毎週の土曜日に大手町でのやきとり屋で働いています。けっこういい店だと思いますので、いつか食

べに来てみて下さい。再会をお待ちしています。

(名刺を添付しています。)…『はな串』 広島市中区大手町2丁目6-25-1階

元米山奨学生 グェン ティ ゴック リン様から
お手紙が届きました

ニコニコ箱

￥31,000 累計￥303,000

☆佐藤 恭子会員

あけましておめでとうございます。今年もどう

ぞよろしくお願い致します。

野村新会員ガンバレー

会員記念日（1月）
☆誕生日おめでとうございます。

・谷 勝美会員(S17.1.28)

お陰様で何とか元気で76才を迎えます。引続

き皆様にはお世話になりますが、よろしくお

願い致します。

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・中村 富子会員(中村 和人様：15日)

53才になります。人間ドックの結果も良好

で生活の見直しは先延ばしになりそうです。

・奥芝 隆会員(奥芝 博子様：28日)

彼女には、感謝あるのみです。

・浮田 収会員(浮田 麻美様：22日)

ビックリ！あっと言う間に30年経ちました。

旦那が良いから後数年は大丈夫かな？

☆結婚記念日おめでとうございます。

・山口 洋充会員(H25.12.7)

☆入会月おめでとうございます。

・山口 洋充会員(H25.1.10)



2018年1月18日(木）第873回

3階｢瀬戸の間」

会長時間

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

し下さい。

先日、広島市の1階ロビーで豪雨災害の写真

展が行われました。三年余りが経過しました

が、忘れてはならない災害の一つだと思いま

す。どのような言葉や文章よりも真実を伝えて

くれるのが写真だと改めて感じました。災害は

起こらない方が良いのは当たり前ですが、災害

が起こっても被害者を出さない取り組みと準備

が必要である事は私が言うまでもございませ

ん。

皆さんがお住まいの地域での、避難箇所と鍵

の管理、避難物資の有無等、非常に大事なこと

ですが、町内会・自治会の皆さんへの周知徹底

がなされているかどうか、疑問もあるかと思い

ますので、確認しておいて下さい。

またいざという時には、近所付き合いの大切

さが如何に重要であるかは、以前にもお話いた

しましたが、普段から声を掛け合っていただき

たいと思います。地域団体や地元消防団との連

携も大切でございます。

何れに致しましても、災害の無い一年を期待

いたしまして、RCとは関係のない会長時間でご

ざいましたが以上で終わります。

第4回米山功労クラブの感謝状が披露されました

｢広島市こども療育センター

育成園の紹介｣

園長 惠美 俊彦 様

広島市こども療育センターは、広島市が設置

し、指定管理方式により社会福祉法人広島市社

会福祉事業団が運営する公設民営の施設です。

育成園は、地域の障害のある児童に集団生活適

応のための支援等を行う福祉型の児童発達支援

センターであり、主に知的障害のある就学前の

お子さんを対象に療育を行っています。

次に、私たちが支援する知的障害や自閉症に

ついてです。知的障害は、①知的機能に制約が

あること、②適応行動に制約を伴う状態である

こと、③発達期、18歳未満に生ずる障害である

ことの3点を基準に診断され、知能指数では

IQ70未満の場合が該当します。自閉症は、通常

生後30ヶ月までに発症する先天的な脳の機能障

害であり、その原因は、生まれつきの脳機能の

偏りであって、親の育て方や接し方、愛情不足

ではないことをご理解いただきたいと思いま

す。

次に、育成園の紹介です。育成園は光町二丁

目にあります。定員は30人、職員は19名です。

園児は、週5日平日に原則園バスで通園してお

り、入園1年目は、親子通園となっています。

育成園の１日は、9時30分から朝の自由遊

び、リズム、水泳、制作、行事の取組などの設

定療育を行い、厨房で調理した給食、食後に昼

寝とおかえりのつどいを行い、14時45分に降園

となります。



園の中では、子ども達が迷い、混乱しないよ

う、目で見て分かり易い環境を整えています。

このたびご寄贈いただいたタブレットは、子ど

も達に活動の見通しを伝える等大変有効に活用

させていただいています。

また、家庭でも絵本に親しんでいただくた

め、週１回絵本の貸し出しを行っています。こ

のたびご寄贈いただいた絵本も子ども達は大好

きになると思います。

後に、育成園は4月から児童総合相談セン

ター施設老朽化の建替え工事に伴いまして、南

区南蟹屋に仮移転します。仮移転後も園児の療

育に一層力を注いで参りますので、引き続き、

育成園の療育にご理解とご支援をお願いいたし

ます。

本日のプログラム

1月18日(木) 第 873 回

幹事報告

｢広島市こども療育センター

育成園の紹介｣

園長 惠美 俊彦 様

１.BOX配布物

・1月理事役員会議事録を配布しております。

・国際ロータリー第2710地区からの｢がん予防

に関するアンケート」のご提出がまだの方へ

アンケート用紙を配布しております。ご記入

のうえ、事務局までご提出ください。

２.例会変更

・広島東RC ｢職場訪問例会｣

と き：1月31日(水)12:30～ ※同日変更

ところ：オタフクソース㈱WoodEgg

・広島城南RC ｢職場訪問例会｣

と き：2月9日(金)12:00～ ※同日変更

ところ：お好み共和国 ひろしま村

３.お知らせ

・次週25日の例会は｢3RC合同夜間例会｣となっ

ておりますので、お間違えのないようお越し

ください。

18:30～リーガロイヤルホテル広島4階｢クリ

スタルホール｣

ニコニコ箱

￥5,000 累計￥308,000
会員記念日（12月）
☆入会月おめでとうございます。

・森本 真治会員(H16.12.2)

2018年1月25日(木）第874回

4階｢クリスタルホール」

『３ＲＣ合同夜間例会』

親・子・孫が一堂に…

広島北RC，広島陵北RC,広島安佐RC

3ロータリークラブ合同夜間例会

日中、小雪のちらつく1月25日夜、リーガロ

イヤルホテル広島で正月恒例の3ロータリーの

会員が集いました。

例会ではホストクラブとして八條会長があい

さつ｢これからも孫である我々安佐クラブを引

き続きご指導ください。本日は不行き届きの点

があるかもしれませんが、そこは孫ということ

でご寛容に…」。

5分ほどの型通りの例会の後の懇親会は、大

北親睦委員長の司会で始まりました。

開会のあいさつは北クラブの東会長｢こうし

た3クラブの合同例会は他にはないようです。

これからも絆を強めていきましょう」。

乾杯の音頭は陵北クラブの古谷会長｢長い挨

拶は無しにして、今年は戌年、ワンダフル、カ

ンパイ！」、各テーブルは3クラブのメンバー

を組み合わせてあり、名刺交換やビールを注ぎ

つ、注がれつで和やかな話の輪が広がりまし

た。

そして、各クラブの幹事が今年度、来年度の

理事役員の紹介を行いました。

今年のアトラクションは広島在住のマジシャ

ンRYOさん、オープニングは得意のボーリング

のボールをお腹から出す芸、ステージに大きな

音がしてホンモノのボールが落ちました。その

後はアシスタントとして安佐クラブの幣会員、

大串会員それにこの2月で惜しまれつつご主人

の転勤のためわずか1年で退職する金子さんが

ステージに上がりました。空中に浮かぶテーブ

ル、空中に浮かぶ体、金子さんは宝物を入れる

箱に入れられ、蓋。前後左右、真上からの５つ

の方向から剣を差し込まれる…あのマジックで

す。剣が抜かれ、蓋が開くと金子さん、RYOさ



んに手を取られ、元気に姿を現し、大きな拍手

を浴びました。

RYOさん、その後は各テーブルを回り、トラ

ンプを使ったテーブルマジックを披露…そうこ

うするうちに、お開きの時間に！

締めの挨拶は安佐クラブの次年度会長の石丸

副会長｢安佐は来年度20周年を迎えます。是非

とも北、陵北の皆様にご協力方よろしくお願い

します」。

そして、ロータリー恒例の｢手に手つないで｣を

クリスタルホール一杯に広がり、手に手つない

で、手を振り、今年の3ロータリー合同夜間例

会を終えました。

会長挨拶

皆さん今晩は、本日はお忙しい中、また寒い

中を多くの皆さんにご出席いただきありがとう

ございます。また日頃より我々の活動に対し、

ご指導ご支援いただき、重ねて厚くお礼申し上

げます。

毎年初詣に行った際は何も深く考えず、家族

が健康で過ごせますようにとお参りをします

が、今年は別に深い意味があるわけでは無いの

ですが、何故か災害の無い一年であって欲しい

と言う思いが強かったです。さて、皆さん方の

一年が昨年よりは良かったと言える一年になれ

ばと思いますし、各RCの活動がより充実、発展

できる年になる事を願いたいと思います。その

為には、皆さん方の会社がより充実、発展する

一年に、またご家族の皆さんが健康で過ごせる

一年にならなければと思います。

今日の会場の設営において、何かと不行き届

きな点、不手際があるかと思いますが、先輩ク

ラブとして、ロータリアンとしてご容赦頂きま

すよう、また限られた時間ではございますが、

楽しく有意義な夜間例会になりますようご協力

をお願い致して、挨拶とさせていただきます。

後までよろしくお願いいたします。

今年度理事役員紹介

新会員紹介

次年度理事役員紹介

司会：大北親睦委員長
石丸副会長閉会挨拶



崇徳学園ＩＡＣ募金

1月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 5,000円

総合計 37,000円



この後は岩本監督の総括、出場選手のコメント…｢来年出れたら、

いい結果を残し、優勝を！｣と皆、決意を述べ、和気藹々のうち会

を締めました。

この大会の特徴は各県の広島県人会が｢おらが故郷｣の選手を応援

することです。ところが広島県チームは地元という事で特にそうい

う組織がありませんでした。そうしたことから8年前｢中学生の選手

などは芝生の上に荷物をおいて走り、終わればそのまま帰ってい

る。何とか応援してもらえないだろうか？｣という話がクラブに持

ち込まれ、｢それは地元としてぬかっていた。是非応援しよう｣とい

うことで安佐クラブが関わることになったのです。

この間、入賞はあるものの優勝はありません。我々の願いは天皇

盃を慰労会場に持ち帰り、祝杯を挙げることです！

全国男子駅伝広島県代表を

皆で応援する会

2018年1月21日(日)

安佐ＲＣ、沿道で熱烈応援！！

天皇盃男子駅伝 広島県チーム12位

天皇盃第23回都道府県対抗男子駅伝は1月21日、広島平和公園前

―宮島口折り返しのコースで行われました。

安佐クラブは広島県チームの応援を始めて今年で8回目、毎年

「優勝を！」と沿道での応援と閉会式後、出場選手を慰労する会を

持っております。

今年は1区の出遅れが響いたものの、中学―高校―社会人がタス

キをつなぎ、 終区ではエース鎧坂が5人抜きをして12位に入りま

した。

クラブ会員は朝9時半、平和公園の噴水前に集合、熊野、坂両中

学の陸上部部員と応援の幟を準備して、スタート地点、中広、舟入

の平和大通りそれに宮島桟橋前の4区の中継点にそれぞれ別れて待

機、12時半の号砲を待ちました。

スタート地点組などは1区の選手の通過を見届けた後、慰労会場

のむさし土橋本店でテレビ中継を観ながら応援、順位を上げる毎に

歓声を上げていました。

夜の慰労会は八條会長の｢成績は成績として選手の皆さんはよく

頑張った、感動をありがとう！｣の挨拶でスタート。今回はゼッケ

ンスポンサーのダイソーからのご提供ということで鏡割用の樽酒が

用意されました。

今席には箱根で4連覇を達成した青山学院の原監督も駆けつけて

おられたため｢広島県チームの健闘を称え、青学の４連覇を祝って

…」、とヨイショ、ヨイショの掛け声で鏡を割りました。


