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会 長／岡本 忠文 幹 事／石丸 博昭 Vol.546

＜本年度会長テーマ＞ 「“よいこと”の推進力になろう、幸せと平和を奏でる“ＡＡＡ”」

3月2日(木) 第 834 回

『創立18周年記念夜間例会

～広島安佐ロータリークラブ～』

3月2日、広島安佐ロータリークラブの創立18周

年夜間例会がリーガロイヤルホテル広島の32階

にて、大親クラブの広島北ロータリークラブ中

山会長、親クラブの広島陵北ロータリークラブ

賀谷会長を来賓に迎え行われました。

安佐ＲＣは1999年3月4日、広島陵北ＲＣの二宮

義人さんを特別代表に、初代会長佐藤恭子、幹

事青木幹丸、創立会員23名でスタートしまし

た。

記念例会では岡本会長が創立の経緯を縷々述

べ、広島北、広島陵北両クラブへの感謝ととも

に20周年に向けての抱負を述べました。

来賓代表の広島北ＲＣの中山会長は安佐クラブ

のこれまでの業績、活動を紹介し、「私たち北

ＲＣは人数も多く、物事が決まれば大きなこと

ができるが、それまで時間が掛かる。それに比

べると安佐ＲＣは人数は少ないが、奉仕活動等

を即決ですぐ行動に移しておられる」と望外の

お褒めの言葉を頂きました。そして、 後に広

島北、広島陵北、広島安佐の三クラブは広島安

佐南、北区での土砂災害の際、共同でボランテ

ィア活動を行ったことや１月の三クラブ合同の

夜間例会を引きながら「これからも三クラブの

絆を深めていきましょう」とあいさつを締めく

くられました。

乾杯は陵北ＲＣの賀谷会長「安佐の発足時、私

はまだペイペイでしたが、当時ではまだ珍しい

女性会長、佐藤さんの印象が強く残っていま

す」と一言述べられたあと「カンパ～イ！」。

そして今宵は洋食メニュー、赤海老と帆立貝の

マリネ、糸よりのオリーブオイルソテー、牛ロ

ース肉のグリエ…

なんといっても記念例会のハイライトはアトラ

クション！広島北のメンバーを中心にした11人

編成のバンド「アダルトカンパニー」の演奏。

ボーカル4人、サックス、トロンボーン、キーボ

ード、ドラムス…、曲目は子供じゃないの、コ

ーヒールンバ、ランナウエイ、悲しき街角、…

恋のバカンス、ルイジアナママ、ダイアナ…、

ある会員は「わしらにぴったりの曲ばかりじゃ

ね。若い人は分からんじゃろうね」と。オール

ディーズ、1960年代、70年代の懐かし曲オンパ

レードでした！チークダンス＆ツイストタイム

には岡本会長、奥芝次期ガバナー補佐（腰は大

丈夫かいのう？）、若手の山本会員、石丸幹事

も、そして今宵が 後になる、長年クラブを支

えてくれた占部さんも岡本会長に促されて…。

何とも何とも楽しい周年記念例会でした！

なお、今月で米山奨学生を終了するグｴン リ

ンティ ゴックさんもヴェトナムの正装ピンク

のアオザイを着て出席してくれました。大変春

らしい装いで可愛かったですよ！ゴックさんは

某大学の国際学部を受験しており、来週、合否

の結果が出るそうです。祈！合格！！

広島安佐ロータリークラブ



2017年3月2日(木）第834回

32階｢ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間

本日は、広島安佐ロータリークラブの創立18

周年記念例会です。

ご来賓には広島北ロータリークラブの中山会

長、岡部幹事、広島陵北ロータリークラブの賀

谷会長、川端副幹事そして米山奨学生グｴンさん

をお迎えしての記念例会となっております。お

忙しい中、当クラブの創立記念例会にお越し頂

きありがとうございます。

広島安佐ロータリークラブは二日後に、18周年

を迎える事になりますが、これも一重に会員の

皆様方のご尽力の賜と思っております。取り分

け、私共のクラブが今日の様に成長しているの

も、親クラブの広島陵北ロータリークラブ、そ

してその親クラブ広島北ロータリークラブに一

方ならぬお力添えを頂いてきたからです。深甚

なる感謝の気持ちをこの場をお借りしまして申

し上げさせて頂きます。

さて、当クラブの歴史は、1999年3月4日、広島

陵北ロータリークラブをスポンサークラブと

し、偉大な故二宮義人氏を特別代表として設立

されました。スポンサークラブである広島陵北

ロータリークラブは、広島北ロータリークラブ

をスポンサークラブとして、1999年9月12日に設

立され昨年26周年記念例会が行われておりま

す。そのスポンサークラブである広島北ロータ

リークラブは、前回東京オリンピックの5年後、

1969年4月24日に誕生され今年で48周年を迎えら

れます。正に半世紀の活動の歴史です。この親

子関係にある３ロータリークラブが、共存共栄

の中、三位一体となり、より活動の場が拡が

り、“よいことをする推進力”になっていくこ

とを願って止みません。奇しくも、1月19日に親

クラブである、広島陵北ロータリークラブとメ

ーキャップ協定を結ぶ事ができ、既に結ばれて

いる広島北ロータリークラブを含め広島陵北ロ

ータリークラブを起点にお互いの絆が一層深ま

ったと思っております。

また、先日、日曜日の国際ロータリー2710地区

グループ6，7合同IMは、皆様大変ご苦労様でし

た。正に“がん・癌・がん”のトリプル講演で

したが、関山氏の壮絶な体験談を踏まえた、人

生観は、大変心打たれるものがありました。次

年度ガバナー補佐グループ6の当クラブ選出の



本日のプログラム

１.ＢＯＸ配布物

・ロータリーの友・ガバナー月信を配布しており

ます。ご一読下さい。

・2月26日にございましたI.Mにご欠席された方

へ、プログラムを配布しております。

・2月度被選理事役員会議事録を配布しておりま

す。

・地区大会特集号を配布しております。

幹事報告

奧芝会員の人生振り返りの挨拶には、心洗われ

るものがございました。是非3ロータリーで支え

きって頂きたいと思います。

話は変わりますが、2017年になりまして、米国

大統領トランプ氏が就任以来、毎日がトランプ

ワールドの展開と、北朝鮮問題に明け暮れてお

り今年は世界観が一変しそうな勢いです。然し

乍ら、本日は着実な歴史を積み上げてきた創立

記念夜間例会です。RI国際ロータリークラブ

も、先週23日に創立112周年を迎えており、着実

に深く、歴史を刻んでおり、今年は財団100周年

という記念すべき年にもなっております。“よ

いことをする”事の歴史観は決して変わること

なく、色褪せることなく続いていくもの、いく

べきものと私は、信じております。

後に、本日は懇親会に、広島北ロータリーク

ラブの石田会員が所属されるプロフェッショナ

ルなグループに演奏をして頂く事になっており

ます。これも、1月の3ロータリー合同夜間例会

の場で、身を結ぶ事ができました。”文化・芸

術”のジャンルにおいてもレベルハイな交流が

続いていくことを念願し挨拶とさせて頂きま

す。

『創立18周年記念夜間例会

～広島安佐ロータリークラブ～』

3月9日(木) 第 835 回

「ベトナムと私」

広島ベトナム協会

専務理事 部谷 修 様

部谷さんは修道高→早稲田大学卒業後、中国

新聞社に入社。主に経済畑の記者として健筆を

ふるわれました。妹さんは映画美術監督として

活躍、昨年紫綬褒章を受章された部谷京子さ

ん。部谷さんは京子さんが代表を務める「広島

国際映画祭」のサポートもしておられます。

ベトナムと関わるきっかけは…

1998年にホーチミン市へ取材で行った際、

夜、薄明りの中で大学生に教えてもらいながら

勉強する子どもたちを目の当たりにしました。

取材してみると、家が貧しいため学校に行け

ず、昼間はゴミ拾いなどをしている実態を知り

ました。こうした子供たちのことを「路上で暮

らす子供たち」のタイトルで上・中・下の三回

にわたって連載しました。この記事に対する反

響は大きく、文房具など送って欲しい、との依

頼が相次ぎました。このことが「ベトナムに嵌

っていった」きっかけでした。その後、広島大

学の歯学部の協力を得て子供たちの歯科治療な

どの活動を行ってきました。

ベトナムはどんなところ…

面積は日本の9割、人口は9000万人。人口構成

は日本と違って、ピラミッド型、若年層の人口

が多く、まさにこれからの国。日本から5～6時
間で行けます。（部谷さん、安佐クラブの会員

でベトナムへ行ったことがある人が2、3人しか

いないことに驚いていました）。気候は高温多

雨、米は三期作、年三度獲れる豊かな農業国。

言葉はタイ語などと違って、ローマ字表記の

ため一応読むことができる。識字率は9割を超え

る。歴史的には1000年にわたって中国と隷属関

係にあり、その後フランスが80年、いたるとこ

ろにフランス様式の建物が残っている。第二次



世界大戦終戦前一年間が日本。戦後は南北ベト

ナムになり、南の政権をアメリカが支えた。南

の政権が崩壊後1975年に統一政権が樹立され

る。ベトナム共産党の一党支配ではあります

が、1986年に「ドイモイ政策」＝経済の改革開

放政策により、ＷＴＯへの加盟するなど国際経

済の枠内に入っており、ＴＰＰにも参加してい

ます。

国民は極めて親日的であり、「日本」をリス

ペクトしています。ベトナム料理は中国料理と

フランス料理が融合したもので絶品です。

ベトナム協会のこと…

今日、この席に米山奨学生だったグエン・リ

ン・ティ・ゴックさんがいますが、ベトナムに

はグエンさんが３割から４割いますので、呼ぶ

ときはリンさんで良いのです。ベトナムと日本

の直近の話題は天皇、皇后両陛下の訪問です。

第二次世界大戦後ベトナムに残った「残留日本

兵」が600人から700人いたと言われています。

その後日本へ帰還した人もいます。その時、現

地で結婚したベトナム女性は日本に来れなかっ

た、そうした高齢の女性に両陛下は会われまし

た。

広島ベトナム協会は2002年に以前の組織を発

展的に解消してできました。以来、ベトナムか

らの留学生の支援、交流。ベトナムの教育・福

祉施設や子供たちへの奨学金支給。ベトナム料

理やベトナム語教室などの活動を行っていま

す。今、広島からベトナムへ進出する企業も増

えており、語学教室へそうした企業の社員が来

ています。

この協会が出来たときには思いもよらなかっ

たことですが、現在広島にいるベトナム人は

4859人（2015年）、留学生も協会発足時は21人
でしたが現在1215人で、広島に云わば「ベトナ

ムコミュニティ」が出来ています。ベトナムで

は初任給が1万円～4万円、そうした経済状況

下、仕送りは中々できません。自らアルバイト

をしながら生活費を稼がなければなりません。

そのためにはしっかり日本語を身につける必要

があります。

ロータリーの「米山奨学生制度」は有難い制度

です。

協会には留学生が生活相談にひっきりなしに

やって来ます。協会事務局としてはすでにオー

バーフローの状態です。

安佐クラブの皆さんにおかれましては、協会

へのご理解を頂き、ご支援を賜ればと思ってお

ります。

2017年3月9日(木）第835回

3階｢安芸の間」

会長時間

先ず、先週行われました、広島安佐ロータリ

ークラブ創立18周年記念例会、皆様方のお力添

えと、広島北ロータリーにお世話頂いた「アダ

ルトカンパニー」の圧巻の演奏を含め素晴らし

い記念例会になったと思います。来賓の広島北

ロータリークラブの中山会長、岡部幹事、広島

陵北ロータリークラブの賀谷会長、川端副幹事

そして米山奨学生グｴンさんそれぞれ、とても喜

んでお帰り頂く事ができました。

会員の皆様方大変ありがとうございました。是

非来る20周年に向けこれから準備を進めて頂き

素晴らしき節目を迎えたいと思います。

さて、今月は、水と衛生の特別月間です

①ロータリークラブでは、グローバルな地域社

会において自力で水と衛生を改善し、資金を

集め、維持するための包括的プロジェクトを

支援しています。

②安全な水と改善された衛生設備を人々が平等

に利用できるような支援をしています。

③安全な水と衛生の大切について教育していま

す。

④水と衛生の分野の専門家を育成しています。

⑤世界中で、質の高い水・衛生プロジェクトを

実施するため手段とリソースを提供していま

す。

きれいな水の力は偉大です。何事にも変え難い

生命の根幹です。

・きれいな飲み水が利用できない人は地球規

模で、7億4,800万人います。その一人に安

全な水を提供するのに必用なコストは24ド

ルです。

・ロータリーの活動によって安全な水が利用で

きるようになった人は2,300万人です。

・ロータリーの活動によって衛生設備が利用で

きるようになった人は2,100万人です。世界

では衛生的なトイレや水設備が利用できない

人が25億人います。そして、衛生設備や安全

な水の欠如が原因となり毎日1,400人の子供 が

命を落としている痛ましい現実がありま

す。

・安全な水と衛生設備をすべての人が利用でき

るよう、ロータリーが掲げる目標年は、2030

年です。



☆ ニコニコ箱

☆ 三宅 恭次様

部谷様、卓話楽しみにしています。部谷さんと

は現役時代経済記者クラブで一緒に仕事をした

仲です。部谷京子さんの広島での活動も陰でサ

ポートしておられます。

☆ 遠藤 暢彦様

米山奨学生 グェンリンティゴック様、一年間

お疲れ様でした！いつも素敵な笑顔をありがと

う！

会員記念日（３月）
☆誕生日おめでとうございます。

・佐藤 恭子会員（S20.3.2）

・青木 幹丸会員（S31.3.9）

今日ピッタリビンゴで61才になりました。若

い会員さん方のエネルギーを頂戴し、老いの

坂道をころがり落ちようと思います。

・松岡 與吉会員（S21.3.30）

お陰様です。皆様よろしくお願いします。

・清家 俊一会員（S26.3.30）

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・青木 幹丸会員（青木 信恵 様：21日）

3才違いです。おめでとうございます。

リンさん、広島市立大合格おめでとう。

☆結婚記念日おめでとうございます。

・大北 茂人会員（S48.3.3）

43年目になりました。

・奥芝 隆会員（S49.3.10）

☆入会月おめでとうございます。

・浮田 収会員（1999年3月4日 ご入会）

・佐藤 恭子会員（1999年3月4日 ご入会）

・八條 範彦会員（1999年3月4日 ご入会）

・青木 幹丸会員（1999年3月4日 ご入会）

835例会…。駄馬も無事に走れば、是れ名馬

か。1000回まで、165回ということは、あと4

年かかる。持てば良いですが。

￥57,000 累計￥527,000

私共安佐ロータリークラブも、世界に目を向

けた活動をできる限り推進していきたいと考え

ております。

さて、本日はゲスト卓話に、本年度の米山奨学

生グｴン リンティ ゴックさんと深い関わりがあ

ります、広島ベトナム協会の専務理事 部屋 修

氏をお招きしております。部屋氏は元中国新聞

社の敏腕記者で、永きに亘り丁々発止をしてき

た仲で、素晴らしき友人の一人です。現在は、

（株）不二ビルサービスの監査役に就任され、

広島ベトナム協会の専務理事という国際交流の

要を担っておられます。本日は国際的視野に

て、楽しいお話が聴けるものと期待し、会長時

間を終わります。

本日のプログラム

１.例会変更

広島安芸RC「会員懇親夜間例会」

と き：3月21日(火)18：30～(同日変更)

ところ：ホテルグランヴィア広島

２.休会のお知らせ

3月21日（火） 広島RC

3月22日（水） 広島陵北RC

幹事報告

「ベトナムと私」

広島ベトナム協会

専務理事 部谷 修 様



3月16日(木) 第 836 回

「今年のカープ」

RCC野球解説者

廣瀬 純 様

廣瀬さんは昨シーズンを 後にカープ一筋16

年間の現役生活を終え、今年からＲＣＣの野球

解説者として新たな人生に踏み出されました。

廣瀬さんは1979年生れの38歳。大分県出身、

法政大学時代には東京6大学9人目の三冠王に輝

くなど活躍、2000年にドラフト2巡目で指名を受

けカープに入団。現役時代は強肩と勝負強いバ

ッティングでファンを魅了。2013年には15打席

連続出塁のプロ野球記録も作っています。

卓話ではパソコン画面を使いながら、今シー

ズンのカープをわかりやすく“分析”、解説し

てくれました。何より、奥様がフリーのアナウ

ンサーとしてイベント等の司会などをされてい

るだけに、その“特訓”を受けられたのでしょ

うか、卓話時間もきっちり30分、こうした場で

の“初鳴き”（※新人アナウンサーが初めてマ

イクに向かいオンエアすること）とは思えない

見事な講演でした。

先ほど、会長さんが昨シーズンの引退試合の

ことの話をされましたが、始まる前から空模様

が怪しく、プレーボールの後、すぐに中断、結

局ノーゲームになりました。一緒に引退した倉

さんが防水シートにダイビングスライディング

するパーフォーマンスをされました。私もする

予定でしたが新井さんが怪我をしてはいけない

ので「止めとけ」と言われ、しませんでした。

それから1週間、大野の練習場へ通う行き帰りに

スピーチの練習をしました。知らない人が見た

らどのように映ったでしょうね？

3月11日の福山でのヤクルトとのオープン戦で

初めてＴＶ解説をしました。アナウンサーはベ

テランの長谷川さん、傍にＡＤ（アシスタント

ディレクター：ディレクターからの指示をイン

カムで受けＡＮや解説者に伝える）が居て、手

を右から左に振るのですが、 初何のことか分

からず、その手を目で追っていました。「いつ

でもどうぞ喋ってください」という合図だった

んですね。放送を終えて山陽道を帰る途中、妻

からＬＩＮＥで「まあ、が多すぎる！」とのモ

ニターチェックが入りました。現役時代、四タ

コ（4打数無安打）の時などは帰ると玄関で仁王

立ち、テレビのビデオのところには「再生ボタ

ンを押せ」と指示があるくらいでしたから…。

さて、昨シーズン、マエケンが抜けたことも

あり、私もですが評論家も皆さん「Ｂクラス」

を予想、だれも優勝を予想する人はいませんで

した。しかし、交流戦の戦いが良かった。逆転

劇を生み、「神ってる」が流行語になるなど、

波に乗りました。

さて今シーズン、この数字わかりますか？

「２４ １５１ １０」、これは黒田さんが24

試合、151イニング投げて10勝上げたという数字

です。この数字を誰が埋めるか、ということで

す。

今年の三本柱はジョンソン、野村、岡田でし

ょう。今年のキャンプで初めてブルペンで投手

陣をじっくり見ました。ジョンソンは別格のエ

ースです。軸がしっかりしていて、ぶれない、

コントールが良い。野村、昨シーズン 多勝を

取りましたが、はっきり言って出来すぎ。彼は

打線の援護で勝っており、大体6回まで、あと

7、8、9回を投げる投手陣が安定していたから勝

てたところもあります。彼は10勝てば10負けが

ある投手です。岡田、彼は綽名が「宇宙人」、

よく分からん！ウーパールーパー（いつも笑っ

ているような顔をしている両生綱有尾目に属す

る希少種）が描かれた年賀状を寄こしました。

ドラフト1位の加藤、他の評論家に聞いても新人

は計算に入れないのだそうです。出遅れている

福井、大瀬良が恐らく今日（3/16）あたり投げ

ると思いますが…。長いシーズン、必ずローテ

ーションの谷間が出来ます。昨年は九里、中村

（恭）、薮田あたりが出てきました。

それから先ほども言いましたように7、8、9回

の中継ぎ、クローザー、今村、ジャクソン、中

崎…今年はどうか？かつて中日が強い時代は中

継ぎが安定していたので、先発が6回まで持つと

勝ちパターでした。カープは左腕が不足してい

ます。昨年は先発ローテに食い込みそうだった

戸田が怪我で離脱、本人は風呂で、と言ってい



ますが、どうでしょうかね？ヘーゲンズは先

発、中継ぎと活躍しました。昨年の陰のＭＶＰ

でしょう。今年もどこでも投げると言っていま

す。それにしてもコマ不足、特に一岡の離脱が

痛いですね。

次に野手です。センターラインは安定してい

ます。丸、菊池・田中、石原。石原は盗塁阻止

率が高いのですが、何しろ打てない！自分の身

長位の打率では！少なくとも２割５分は欲しい

ですね。会沢は打てれば出れるのですが、リー

ド、スローイングがまだ石原に及ばない。

心配なのはＷＢＣ組、菊池はほぼ全試合出て

いるので良いのですが、鈴木と田中です。不思

議なものでいくら練習していても、実戦がない

とダメなんです。

三塁は安部、小窪、ペーニャですが足が使え

る安部でしょうかね。控えの成長を期待したい

ですね。西川、下水流、護摩行に行った堂林

…。

4番ですが、巨人、阪神などは第何代の4番と

言いますが、カープはどちらかというと4番目の

バッターというイメージが強いです。新井さ

ん、松山、エルドレッド…相手ピッチャーで替

えてくると思います。

外国人選手は4人登録できますが、4人投手と

いうことはできません。ピッチャー3人野手1人

となりますと、やはりエルドレッドにするので

はないでしょうか？

昨シーズン優勝できたのは打線の固定です。

昨年同様、田中、菊池、丸、4番は対戦投手との

相性で新井、松山、エルドレッド、5番新井、鈴

木、安部、石原、投手となるでしょうか？

テレビはデビューしましたが、3月26日のソフ

トバンク戦でラジオデビューします。この日は

「鯉祭り」ということで、スタジアムでは様々

なイベントもあります。球場に来れない方は是

非ラジオを聴いてください。

2017年3月16日(木）第836回

3階｢安芸の間」

会長時間

先日、日曜日ＰＥＴＳ＆地区チーム研修セミ

ナーが行われました。

次年度のＲＩ会長 イアン・ライズリー氏

（オーストラリア サンドリンガムＲＣ）の

2017-2018年度の会長テーマ、2710地区藤中ガバ

ナーエレクト（岩国中央RC）の基本方針とガバ

ナー信条が縷々説明されました。ＲＩ会長のテ

ーマは「Rotary：Making A Difference」 ロ

ータリー：変化をもたらす・・・・どんな奉仕

でも、奉仕を通じて人々の人生に変化をもたら

すという信条の中、ロータリーで何をしている

かが 大のポイントであると言われておりま

す。

藤中ガバナーエレクト（岩国中央RC）は、そ

のテーマを受け戦略計画で定めた 1.クラブのサ

ポートと強化 2.人道的奉仕の重点化と増加 3.

ロータリー公共イメージと認知度の向上それぞ

れの中期戦略計画の立案と持続可能性を追求し

ていきたいと、熱く語られていました。そし

て、2017-18年度の地区運営方針は「ロータリー

の元気は、地域の元気」とされ、ガバナー信条

に「時代の変化の先頭にたとう！ロータリーの

心で地域の創生を!!」と示されました。そして9

つの重点運営方針と6つの目標を掲げられまし

た。いよいよ藤中年度の公式準備期間がスター

トしたなという実感が沸いて参りました。

同時に奥芝ガバナー補佐の公式準備期間もス

タートした事になります。次年度のガバナー公

式訪問の課題もほぼ明確になっております。①

クラブ戦略計画の更新又は策定②会員拡大③RI

会長エレクトの提案という大きな枠組みの中で

フォーラムが実施される予定です。

4月13日には、八條新年度会長方針が発表され

ると思いますが、次年度幹事、副幹事の皆様は

是非次年度のＲＩ会長エレクト、イアン・ライ

ズリー氏のテーマと藤中ガバナーエレクトの信

条と本年度の課題を勉強して頂き、八條会長エ

レクトを支えて頂きたいと思います。

さて本日は卓話ゲストに、野球解説者の廣瀬

純氏をお招きしております。詳しい紹介は推薦

者の三宅会員からお話があろうかと思いますが



実は珍しいケースで1つだけ記憶に残っているこ

とがあります。カープ一筋16年の 終章2016年に

引退される時引退試合が予定された試合が、倉さ

んも同時引退ということで 初に守備につかれま

したが廣瀬氏の出番を待つ前に豪雨でノーゲーム

となり、振替試合が引退試合と引退セレモニーに

なったと記憶しております。

余談はさておき、本日は侍ジャパンの菊地の活

躍や、今年のカープを是非占って頂きたいと思い

ます。

本日のプログラム

１.BOX配布物

・2017-18年度の会員名簿に伴う「名簿記載事項の

確認」を配布しております。

・3月定例理事役員会議事録を配布しております。

・2月分の個人別出席一覧表を配布しております。

２.例会変更

・広島安芸RC「お花見夜間例会」

と き：3月28日(火)18：30～(同日変更)

ところ：ゾーナ イタリア イン・チェントロ

・広島陵北RC「パートナー同伴花見夜間例会」

と き：3月29日(水)18：30～(同日変更)

ところ：ラセッテ 本店

・広島城南RC「創立22周年記念夜間例会」

と き：3月31日(金)18：30～(同日変更）

ところ：メルパルク広島6Ｆ

・広島西南RC「花見家族例会」

と き：4月2日(日)12：00～(4月4日の変更）

ところ：ホテルJALシティ広島

・広島南RC「創立61周年記念夫人同伴晩餐会」

と き：4月7日(金)18：00～(同日変更）

ところ：リーガロイヤルホテル4F

・広島北RC「職場訪問例会」

と き：4月13日(木)12：30～(同日変更）

ところ：マツダスタジアム

・広島中央RC「職場訪問例会」

と き：4月17日(月)12：30～(同日変更）

ところ：広島原爆障害対策協議会

幹事報告

「今年のカープ」

RCC野球解説者

廣瀬 純 様

・広島東RC「新会員歓迎夜間例会・懇親会」

と き：4月19日(水)18：30～(同日変更）

ところ：ホテルグランヴィア広島4Ｆ

３.休会のお知らせ

3月29日（水） 広島東RC

3月30日（木） 広島西RC・広島北RC

4月14日（金） 広島南RC

４.お知らせ

・次週当クラブの例会は職場訪問例会

と き：3月23日(木)11：00～

ところ：㈱中国放送(RCC) 正面玄関ロビー集合

・次々週3月30日当クラブの例会は休会

・4月当クラブ第1例会はお花見夜間例会

と き：4月6日(木)18：30～

ところ：桜下亭

・4月の被選理事会は13日に変更(13：50～アクア9

階 会議室)

・4月13日例会時ガバナー補佐「静川 周様」が当ク

ラブを訪問

☆ ニコニコ箱

☆ 三宅 恭次様

今日の卓話、廣瀬さん「今年のカープを占う」

楽しみにしています。先日の福山でのテレビデ

ビュー大変よかったですヨ！

☆ 山本 拓治様

3月13日、無事えびす通りに“居酒屋わたる”

をオープンさせることが出来ました。まだまだ

不慣れで、料理もダメ出しばかりですが、これ

から頑張っていければと思っています。

会員記念日（3月）
☆誕生日おめでとうございます。

・大下 秀明会員(S25.3.14)

18年連続、栄光のトリプルスリーです！！

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・大下 秀明会員(大下 智子 様：24日)

・山本 拓治会員(山本 浩子 様：10日)

☆入会月おめでとうございます。

・谷 勝美会員（1999年3月4日 ご入会）

引続きよろしくお願いします。

・大下 秀明会員（1999年3月4日 ご入会）

・山本 拓治会員（2016年3月3日 ご入会）

￥32,000 累計￥559,000



3月23日(木) 第837回

職場訪問例会

『㈱中国放送 RCC』

ロ－タリークラブにとって「職業奉仕」は他の社

会奉仕団体にないカテゴリーであります。会員相互

の職業を知り、より理解を深めるために会員それぞ

れの会社を訪問し実情を知ることが重要です。

今回は中国放送を訪問、ラジオ部門を中心に「放

送」について学びました。

中国放送はラジオ・テレビの二媒体を持つ放送局

です。

今回の訪問には会員14名が参加しました。午前11

時、RCCのロビーで下畠常務、野崎ラジオ局長の出

迎えを受け、常務から「本日はお出で頂きありがと

うございます。館内を見て頂き、ラジオについての

理解を深めてください」との歓迎のお言葉を頂きま

した。

管内の案内は寺内広報部長、 初に入ったのが昼ニ

ュースなどで使われるテレビのワンマンスタジオ、

入室したアナウンサーがボタン操作で映るサイズの

調節をすることや上に吊るされたカメラが原稿を写

し前方にモニターに映し出すプロンプターの仕組み

などについて過去の失敗エピソードなどを交え、分

かりやすく説明してくれました。「どうぞニュース

を読む気分になって座ってみてください」と促され

八条さん、奥芝さん…。

次はオンエアー中の「ごぜん様さま」、横山雄二

アナの軽妙な喋り、見学している我々へのイジリを

入れながら…、流石流石と皆さん感心しきり！RCC

ではラジオスタジオをすべて改修リニューアルした

とのこと、それが聴取率好調に繋がっている？

廊下に出て突き当りがテレビスタジオ、ここもリ

ニューアルをしたとか。かつてパパタイムに出てい

た清家パパ「うーん、変ったのかな？」、スタジオ

に「イマなま」と「ニュース6」セットが所狭しと

…、三台のテレビカメラをみて「これ幾らぐらいす

るん？」「はっきりは分かりませんが一台数千万で

しょう」「へえ～！」

一通り管内見学を終え三階の会議室へ。畑矢社長

がわざわざ挨拶にお見え頂き「RCCは今元気だね、

と言われます。元気なラジオのことを十分お知り頂

ければと思います」。

説明は栗田ラジオ営業部長、金尾局次長兼編成部



長、増井制作部長が資料を基に「ラジオの今」につ

いて話して頂きました。

詳細は省きますが、どちらかというとオールドメ

ディアに見られがちなラジオが新しい地平を開いて

いることが分かりました。その一つが「Radiko」、

これはパソコンやスマホで全国どこでもRCCが聞け

るということ、爆問の太田が横山アナの放送を聞い

て、TBSの番組とのコラボが実現したとのこと。こ

れもカープ人気の全国区化に一役買っているとか。

今ひとつはRCC－FM、AM波のRCCラジオをFMでも聞け

ることになっていることです。FM波は近場のビルや

室内で雑音なく聞けることから、災害時での対応な

ども想定して国土強靭化の国策の一環として国の補

助で進められており、RCCでは広島地区、福山地区

そして近々三原地区でも聴取可能になるとのことで

す。

その他、新人タレント発掘など、私たちの知らな

いRCCラジオの進化を実感させてくれた一時間でし

た。

2017年3月23日(木）第837回

「㈱中国放送 RCC」

崇徳学園ＩＡＣ募金
３月分
遠藤 暢彦･石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 6,000円

総合計65,000円


