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例会日／毎週木曜日 例会場／リーガロイヤルホテル広島

会 長／長神 憲一 幹 事／道垣内 文夫 Vol.527

＜本年度会長テーマ＞ 「子供たちにプレゼントをしよう！奉仕を楽しもう！」

8月6日(木) 第764回

「会員増強及び拡大月間」

会員増強委員長

浮田 収 様

お世話になります。

会員増強の浮田です。

段取り力が無い担当で、皆様にご心配、ご迷惑かけながら二年続きで増強の拝命賜って

おります。これまで会員の皆様のお力添えにて、昨年は、お二人のお方にご入会賜り、

そして、今年早速にお一人様、ご入会予定者の方にご訪問頂き、会員並びに新入会予定

者の方に文章失礼ながら、御礼申し上げます。

年度末にもお話ししましたように、増強活動に向けての行動&仕事業種別の検討を会

員の皆様にもご指導賜りながら活動して参ります。

入会者には、入会後のディスカッションも予定致し、入会者の方々からもアドバイス賜

りたいと思っています。以上簡単ですが、一つずつこなして行きます。

2015年8月6日(木）第764回

3階「瀬戸の間」

会長時間

お客さま、ようこそおいでくださいました。新入

会予定者の中村和人様 広島安佐ロータリークラブ

の雰囲気を楽しんで下さい。お待ちしております。

メーキャップにおいで下さいました広島ロータリ

ークラブの角広様、広島陵北ロータリークラブの南

條様に賀谷様 ごゆっくりして下さい。

森本会員 お久し振りです。今日は8･6で広島に帰

られたとの事、ご苦労様です。

今日は広島原爆投下からちょうど、70年という節

目の日です。

先日、報道番組で原爆投下後のインフラについて放

送をしておりましたが、特にビックリしたのは広島

市の水道の事です。

原爆投下と同時に牛田浄水場は停電し、送水が停

止しました。配水地に残っている水だけで給水が続

けられていましたが、職員であった堀野さんは目の

前に広がる火の海を見て、水がなければ大変な事に

なると、饒津神社の前で被爆し、火傷を負ったにも

かかわらず、牛田浄水場に駆けつけて壊れたポンプ

を必死で応急修理をされました。そして、6時間後

の午後2時頃には予備の送水ポンプの運転が開始さ

れ、夕方から、1日43000立方メートルの給水ができ

るようになったそうです。このひとりの職員の方の

行動により、広島市全域での断水は避けられ、水道

部創設以来の最大の危機を免れることができたので

す。今でも、広島市の水道はこの不断水の記録を伝

統として守り続けておられるそうです。

原爆投下当時、市水道部職員は186名でしたが、そ

のうち83名が原爆で死亡、特に水道部基町庁舎は爆

心地から数百メートルの至近距離にあったため、勤

務していた職員は全員殉職という大惨事となりまし

た。このため、8月6日当日の朝の基町庁舎での様子

や出来事は何一つ、誰一人もわからないままです。

平成8年、アメリカ国立図書館主催のコンテストで

編集局長賞を受賞した『水道』という題の作品を読

みたいと思います。
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1945年8月6日 日陰さえ消し去られた

広島の街に

赤児をも焼き尽くした神も目を覆う

地を黒く染めて 水道水は飛び散る

あの時 すぐ牛田浄水場に駆けつけた

非番の男たち ポンプは人力で動かし

辛うじて即死を免れた市民の 渇きを助けた

水を飲むとやけただれた皮膚はふくれ

はじけまくれて息絶えたひと ひと ひと

力尽きても交替で ポンプを動かし続けた

職員たち 水は送りつづけられ

壊れた水道管から したたり落ちた

作者(みやち治美)

戦争は絶対にしてはいけません。

本日のプログラム

「会員増強及び拡大月間」

会員増強委員長 浮田 収 様

幹事報告

１.BOX配布物

・ロータリーの友・ガバナー月信を配布。

・2015-16年度地区大会本登録のご案内を配布。

・広島陵北RC創立25周年記念式典のご案内を

配布。

・夏の家族会にご出欠の方は、チケットを配布。

２.例会変更

・広島廿日市RC 「家族同伴夜間例会」

と き：8月7日(金)18：30～ ※8/10変更

ところ：ルッソラウンジ

・広島安芸RC 「新会員歓迎夜間例会」

と き：8月25日(火)18：30～ ※同日変更

ところ：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島

・広島廿日市RC 「職場訪問例会」

と き：8月31日(月)12：30～13：30

ところ：セムコ株式会社

３.休会のお知らせ

・8月17日（月） 広島廿日市RC

・8月31日（月） 広島中央RC

４.お知らせ

・次週の例会13日は休会となっております。8月

20日（木）の例会は、22日に変更して、夏の家

族会となっております。会場はマツダスタジア

ムとなっております

☆ ニコニコ箱

￥19,000 累計￥104,000
☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆ

っくりして下さい。森本会員、お久しぶり

です。今日は、8/6で帰広との事、国会で

の審議も大変でしょうが、国の舵取り宜し

くお願い致します。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。本日

は70周年8月6日です。メークアップレギュ

ラー広島RC角廣様、いつもありがとうござ

います。安佐RCにしかメークアップに来ら

れない陵北RC南條様、ありがとうございま

す。中国に行って参りました。8日間九寨

溝・黄龍は冥土のみやげになるところです

～。高山病にもならず、休まないで歩き続

け、レジェンドの佐藤になりました。

☆ 森本 真治 様

大変ご無沙汰をしておりました。覚えてい

らっしゃいますでしょうか。東京での職場

訪問例会しっかりお勤めさせていただきま

す。

☆ 三宅 恭次 様

被爆70年、平和への思いを改めて強くして

います。今朝は、66年ぶりに鳴らされた

「平和の鐘」式典にスタッフとして参加し

ました。

会員記念日（８月）
☆誕生日おめでとうございます。

・道垣内文夫会員（S38.8.29）

☆ 入会月おめでとうございます。

・道垣内文夫会員（2011年8月4日ご入会）

・松岡 與吉会員（2007年8月2日ご入会）

皆様今後共宜しくお願い申し上げます。
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8月22日(木) 第765回

野球観戦 家族会
in マツダスタジアム

広 島 ２
VS

巨 人 １
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2015年8月22日(木）第765回

マツダスタジアム

会長時間

皆様、こんばんは。今日はズームズームにおいて

催されます野球観戦の家族例会です。

親睦委員長の清家会員、会場の手配をしていただ

きました谷会員、ありがとうございました。ここ最

近、カープの戦いが少し寂しいのですが、昨日は今

日の12時20分まで巨人との激闘を繰り広げて惜しく

も敗れてしまいました。

今日は先発が今期8勝3敗の福井選手です。きっと

勝ってくれるものと期待しております。トップとは

6.5ゲーム差ではありますが、ぜひとも優勝を勝ち取

ってもらいたいと思います。ひさびさの家族夜間例

会ですから、ゆっくりと野球観戦をお楽しみ下さ

い。

それと私達がお手伝いをしておりますインターア

クトクラブの崇徳高校の生徒さん達が、アルパーク

の2階で24時間テレビの募金活動に参加されておりま

す。私はこちらに来る前に募金をさせていただきま

した。暑い中、頑張っておられましたので、明日、

もしお時間がありましたら、15：00～20：00の間に
おられるそうですので、寄ってみてあげて下さい。

8月27日(木) 第766回

「区長としての最後の１年を

振り返って」

前安佐南区長

吉原 武 様

安佐南区長として在籍した3年間のうち、最初

の2年間は大きな災害もなく、区をあげて応援し

ているサンフレッチェは2年連続優勝するなど、

絶好調のうちに区行政を進めることができまし

た。

しかし昨年は、ご承知のとおり、75名の尊い命

が失われるという未曾有の土砂災害が安佐南区・

安佐北区で発生し、被災地の復旧や被災者への対

応などに忙殺された1年となってしまいました。

発生当日の雨は、例年の8月1ヶ月間の降水量の

2倍の雨が、わずか3時間のあいだいに降るという

500年に1度の確率ともいわれるような猛烈な豪雨

でした。

被災地へは、安倍首相や谷垣幹事長をはじめと

する多くの要人が訪れました。また、12月3日に

は、天皇皇后両陛下が被災地を視察された皆さん

を励まされました。その際、両陛下のご先導役と

いう大役を仰せつかってしまいました。

このように波乱に富んだ役人人生の最後の1年

を振り返ってご紹介したいと思います。



THE ROTARY CLUB OF HIROSHIMA-ASA

お客様、ようこそ、お越し下さいました。ごゆっ

くりお過ごし下さい。

卓話者の一般財団法人広島市都市整備公社専務理

事 吉原武様、お客様の広島中央ＲＣ 橋本満様、

ゲストの新入会予定者の株式会社末広運送代表取締

役社長 中村文昭様。

先週のズーム・ズームでの野球観戦の家族例会に

ご参加の皆様、野球を楽しんでいただけましたか？

福井投手が熱投で9勝目をあげ、代打で登場したエ

ルドレッドのバックスクリーンへの逆転２ラン最高

の試合でしたね。段取りをしていただきました清家

会員、谷会員、本当にありがとうございました。

今日は国際ロータリーK.R.ラビンドラン会長とレ

イ・クリンギンスミスロータリー財団管理委員長か

ら、重要なお知らせとしてロータリー会員の皆様へ

という先日、送られてきました資料のお話を致しま

す。この度、ナイジェリアで野生ポリオウィルスに

よる発症がないまま、7月24日をもって、丸一年が

経過しました。ナイジェリアでこれ程長く無発生期

間が続いたことはなく、今回の達成は「ポリオのな

いアフリカ」の実現に向けた大きな一歩です。

8月11日にはアフリカ全体で野生型ポリオの無発

生期間が1年を迎え、それからさらに2年間の無発生

期間が継続されればアフリカ全体での「ポリオフリ

ー」が認定されます。

ウイルスが猛威をふるっていた頃からは、実に大

きな前進です。世界全体の発症件数の4分の3にあた

る12，631件がアフリカで起きていたのは、ほんの

10年前のこです。ロータリー会員はこれまで、6億

8850万ドル（約854億円）ロータリーは「ポリオプ

ラス」を開始して以来、14億ドル (約1736億円)

今年度だけでも8000万ドル (約100億円) をアフ

リカ全体でのポリオ撲滅活動に寄付し、ナイジェリ

アだけでも2億ドル（約248億円）を投じてきまし

た。また、予防接種を通して子どもたちの健やかで

平和な未来を築くために、アフリカに限らず、世界

中の会員が多くの時間を撲滅活動に捧げてきまし

た。

ロータリーによるポリオプラス・プログラムは、

ポリオの枠組みを超えて変革的な影響を生み出して

きました。世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）で築か

れた保健インフラは、ナイジェリアでの野生型ポリ

オ発生数を2014年に90％減少させただけではありま

せん。致死率の高いエボラ出血熱が流行した時も、

この保健インフラによって米国にも勝る迅速さで対

2015年8月27日(木）第766回

32階「ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間

応がなされ、わずか90日間で感染を収束させること

に成功。まさに「世界レベル」の医療対応だったと

世界保健機関（WHO）から称賛を受けました。

GPEIの取り組みを通じて、ナイジェリアを含む世

界各地で命を救うワクチンと医療ケアを子ども達に

届けるための基礎が築かれました。これは人類の発

展にとって重要な意味があります。なぜなら、人々

の健康が改善されれば、より多くのリリースを教育

や経済の発展に当てることができるからです。

今後の予定として、WHOがナイジェリアでの状況を

厳正に審査します。審査を通過すれば、今年9月、

ナイジェリアはポリオ常在国のリストから除外され

るでしょう。

その他の国に関しては、2015年7月1日現在、今年

の世界のポリオ発生数は29件でパキスタン25例、ア

フガニスタン4例が発生。悲しいことですが今年も

ポリオのワクチンチーム（警備隊2名、スタッフ2

名）がゲリラに殺害されています。

管理委員会とRI理事会は世界からポリオがなくな

ったと認定される日が来るまで、ポリオ根絶が引き

続き国際ロータリーとロータリー財団の第一の目標

であり、また、目標としなければならないと確認致

しました。（ロータリー財団章典12.030）

それと2015年5月28日ロータリーは日本政府による

ポリオ根絶活動への多大なる貢献を称え、安部首相

にポリオ根絶推進功労賞を授与しました。ポリオ根

絶推進功労賞はポリオ根絶活動において多大なる貢

献を果たした人物を称えるため、ロータリーが1995

年に設立したもので、日本の国家元首としては、橋

本龍太郎首相、小泉純一郎首相に続き、安部首相で

3人目です。

世界ポリオ根絶推進活動が中心となって推進して

いるポリオ根絶活動に対して日本政府は1988年以来

533億円を拠出し、ドナー国からの拠出額、世界第3

位となっております。
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幹事報告

１.BOX配布物

・8月分定例理事会議事録と7月分個人出席率一覧

表を配布。

・崇徳学園インターアクトクラブ基金文書を

配布。

・ロータリー財団委員から、修道院プレゼントセ

レモニー文書を配布。

２.例会変更

・広島南RC 「新会員歓迎夜間例会」

9月4日(金)18：00～（リーガ)
・広島西南RC 「創立29周年記念夜間例会」

9月 9日(水) 18：30～（ANA）※9/8(火)変更

本日のプログラム

☆ ニコニコ箱

☆ 下髙 和代 様 ￥30,000

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆ

っくりして下さい。卓話者吉原武様、お話

を楽しみにしております。宜しくお願い致

します。土曜日のズームズームでの家族例

会に最後までいらっしゃいました会員の方

々エルドレッドの2ランホームラン良かった

ですね。少し早めに帰られました会員の方

々すばらしい投手戦をご堪能されました

か。それにしてもダックアウトの映像は試

合以上に面白いものですね。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。卓話

をして下さいます吉原武様お話を楽しみに

♪ゲストの中村文昭様、ようこそようこそ

～オッ

☆ 八條 範彦 様

吉原様、本日の卓話楽しみにしています。

会員記念日（8月）
☆ 入会月おめでとうございます。

・河井 宏雄会員（2013年8月8日ご入会）

「区長としての最後の1年を振り

返って」

前広島安佐南区長 吉原 武 様

￥38,000 累計￥142,000


