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2018年4月5日(木）第882回

わたる－WATARU－

『お花見夜間例会』
－恒例！お花見夜間例会－

今年は4月5日(木)、小雨降る広島市の繁華街

にある飲食ビル5階の「わたる－ＷＡＴＡＲＵ

－」で花見の宴が持たれました。

この店は山本会員経営のお店、「花はあるん

かいの？」、ちゃんとぬかりなく用意されてお

りました。やはり花屋さんを経営する清家会員

が大振りの桜の枝、二本を持ち込み活けてくれ

舞台設定は整いました。ピンクの強い桜、品種

を聞くのを忘れましたが…。

安佐クラブの「花見会」は4月の第一週の木

曜日。最初は京橋河畔にブルートシート敷き、

クラブのママさんたちがおでんを作ってくれ、

むさしの弁当でやっていました。ただ、やはり

気になるのは桜の開き具合ではなく空模様。そ

してこの時期は気まぐれで、突然、雨に風がや

って来ます。というようなわけで昨年は岡本会

員の「桜下亭」、著名な作庭家による庭に枝ぶ

りの見事な桜！ワインにフランス料理は至福の

ひと時でした。そう、でも去年も雨でした。

今年は16人の参席。八條会長が所用で遅れる

という事で奥芝会員（ガバナー補佐）の挨拶で

スタート。

特に趣向はなく、ひたすら飲み語るうちに会

長登場。「挨拶なしよ、カンパイだけよ」とい

うことで全員揃っての歓談。すると少し酔いの

回った松岡会員が立ち上がり、これまた恒例行

事になった比治山清掃について「今年は4月21

日、土曜日です。先日、毎年参加してくれる段

原中学校に八條会長と行き、校長先生に挨拶し

ました」。昨年は100名近い生徒が参加、段中

の年間行事の一つになりつつあります。松岡さ

ん続けて「実はトイレ掃除をしてくれていた長

神さんが退会されたので、トイレ要員を探して

います」、すると毎年作業服上下に長靴でやっ

てくる会長「わしゃ、あそこをせい、ここをこ

うせい云うのは得意よ」と。すると何か言いた

そうだった奥芝さん「わしがトイレ掃除を毎年

しているのを忘れて貰ったら困るよ」「そうだ

った、そうだった」と皆で大笑い！

カープが丸のスリーランでリードしていると

の途中経過を聞きながら、見事な桜花をバック

に記念写真を撮り、ことしの花見の宴はお開き

になりました。



2018年4月12日(木）第883回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢次年度会長方針｣

会長エレクト

石丸 博昭 会員

会長方針発表

先日、2018-2019年度国際ロータリー バハ

マ イーストナッソーRCのバリー・ナシン会長

の年度方針が発表されました。

『BE THE INSPIRATION』インスピレーション

になろうです。

まずは、先日行われました、会長エレクト＆

地区チーム研修セミナーについてお伝えしま

す。

バリーラシン会長はロータリーは単なるモデ

ルではなく、インスピレーションであり、ロー

タリーは可能性を指し示し、そこに到達する意

欲を引き出し、行動を通じて世界のインスピレ

ーションになるための道を開いてくくれるので

す。と締めくくられています。

・ガバナーエレクト 吉原久司

次 年 度 R I 会 長 テ ー マ 『 B E T H E

INSPIRATION』を日本語に訳していない事は非

常に興味深い。以前SERVICEを奉仕と訳し多く

の誤解と混乱を招いた事を念頭に置いているも

のと思われる。当然次年度方針についても5日

間の論議をしたが、あえて訳さず鼓舞する人・

先を照らす人・感化する人・励ます人・刺激を

与える人・動機づけを行う人刺激・前進などの

意見が出たが、それら全てを含んでいるように

も思います。とされました。

また、会長賞は（ロータリー賞）に改変さ

れ、次に挙げられた活動項目を達成されたクラ

ブを称える事となりました。

1.クラブのサポートと強化

2.人道的奉仕の重点と増加

3.公共イメージと認知度の向上

また、昨今の会員減少により、ゾーンの改編で

は二年後から日本から選出されるRI理事が1名

となります。これらを受け、『輝こうロータリ

ー 再び』を地区ガバナー信条とし、基本目的

を『仲間を増やそう、すべてはそこから始ま

る』とされました。

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいと思います。先週の花見例会、

お疲れさまでございました。

お陰様で、非常に楽しく有意義な例会であっ

たように思います。本当にお世話になりまし

た。

さて、野球やサッカー、ゴルフを始め、各種

スポーツ選手が海外で練習をし、各種大会で活

躍しています。

福祉関係・留学生への支援もさることなが

ら、先日も申しましたが、行政や大手企業は行

っていますが、RCとして日本の若者を海外に留

学、その結果を国内で生かして貰う事をもう少

し考えるべきではないでしょうか、そのような

若者達への支援も新たな取り組みとして考えて

みたいと思っているところでございます。

次年度以降、何か取り組みができれば幸いで

すので、よろしくお願い致します。

以上で会長時間を終わります。



また、昨今の会員減少により、ゾーンの改編

では二年後から日本から選出されるRI理事が1

名となります。これらを受け、『輝こうロータ

リー 再び』を地区ガバナー信条とし、基本目

的を『仲間を増やそう、すべてはそこから始ま

る』とされました。

・次年度地区研修リーダー 金子克也

次年度に向け、次年度ガバナー補佐・次年度地

区委員が連携を強めロータリーの良さを益々重

厚なものとし、更に誇りを持って楽しめるロー

タリーを堅持するためにその橋渡しをされま

す。

・ガバナー藤中秀幸

吉原ガバナーエレクトは９つの重点運営方針

を示されています。特に2016年度規定審議会で

の決定事項の各クラブへの深化と情報収集は少

子高齢化社会が急速に進展する地域社会に有っ

て、ロータリークラブも5年後10年後を見据え

真剣な対応が求められています。

また、田原年度ガン予防推進3か年計画の集大

成でもあります。

米山奨学会・ローターアクト・インターアク

ト・RYLA・青少年交換等積極的にと伝えられま

した。

さて、ここから広島安佐ロータリークラブ

次年度方針を策定させて頂きます。

『音を拡げ 調和と友愛』とします。

この方針は一人一人のメンバーの力は職業分

類規定にある様に同じ音ではありません。ここ

にお集まりの方々はそれぞれの職業のエキスパ

ートが集まっています。たくさんの鍵盤が有れ

ばこそ、音楽が奏でる事が出来るものと思って

います。もしも同じ音程の鍵盤ばかりですと音

楽になりませんよね。また、メンバーが増えれ

ば増えるほどフルサイズピアノになり、更には

オーケストラになる事でしょう。

この一人一人で構成された楽器の名前は広島

安佐ロータリークラブです。音楽を通じ、地域

の皆様に奉仕できるクラブとして活動したいと

思っています。広島安佐ロータリークラブの奏

でる音で地域の皆様を幸せにするお手伝いが出

来ればと思います。更にこの楽器には奏者は無

く、夫々の個性に基づき出来るだけ大きな音を

お願い致します。

スポーツに於いても声を出さないとパスは貰

い難いです！そしてなるべく、うまくいったと

きは大きなガッツポーズとヨッシャーの掛け声

をお願いしまして次年度会長方針とさせてくだ

さい。

次年度各委員会の委員長様に於いては、お忙

しい中、お願いを申し上げる事も有ろうかと思

いますが、どうぞご協力の程、どうぞ宜しくお

願いを申し上げます。

本日のプログラム

4月12日(木) 第 883 回

幹事報告

｢次年度会長方針」

会長エレクト

石丸 博昭会員

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。

・2018年２月個人別出席一覧訂正分を配布しま

す。ご確認ください。

・比治山公園清掃の会場地図と作業範囲のお知

らせを参加者のみ、配布しております。ご確

認ください。

ニコニコ箱

￥26,000 累計￥473,000
☆奥芝会員

設立20周年メモリアルイヤー！海外旅行お願

いします。（某旅行会社パックチャーター便

有り：参考まで）

会員記念日（4月）
☆お誕生日おめでとうございます。

・大北 茂人会員（S25.04.09）

68才になりました。これからもよろしくお

願いします

・石丸 博昭会員（S42.04.09）

ありがとうございます。

・野村 裕芳会員（S59.04.17）

34歳よなりました。まだまだ若輩者の私を

温かく受け入れて頂き、本当にありがとう

ございます。娘の手術も12時間に及びまし

たが無事終わり一昨日退院しました。皆様

のご支援本当にありがとうございました。

☆結婚記念日おめでとうございます。

・青木 幹丸会員（S63.04.02）

30周年、いつも家内には感謝です。4月8日

には二女が婚姻届を提出し、お婿さんを迎

えました。同時に養子縁組を結んだもので

すから、私の家族も増え二重の喜びです。

大阪出身のご養子には、奥芝さんという立

派な先輩がおられますので、あやかって頑

張ってもらいたいものです。



2018年4月19日(木）第884回

32階｢エメラルドルーム」

会長時間

｢広島市の母子の保健について｣

広島市こども

未来局こども・家庭支援課

母子保健係

課長補佐 藤岡 利香様

主任技師 田口 尚美様

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいと思います。

今月は母子の健康月間という事ですが、日本

の生活環境は非常に恵まれていると思われます

が、それでも健康に不安を抱えている親子もい

るようで、本日は市役所こども未来局の藤岡さ

んと田口さんにお越しいただきました。母子の

健康についてお話いただきますが、子育て真最

中の方は特に、また、子育てが終わった方もお

孫さんの為に真剣に聞いていただきたいと思い

ます。

話は変わりますが、先日、空手の極真会館の

大会に出席させていただきました。当たり前で

はございますが、先生と生徒の関係が、体育会

系で非常に気持ち良く、私の挨拶の前後でも、

非常に気持ちの良いきびきびした態度には関心

いたしました。我々のクラブも女性剣士交流大

会をしてきましたが、武道を通しての礼儀、作

法の大切さを考え、何かお手伝い出来る事業が

あればと、改めて思わされた大会でございまし

た。

最後に今度の土曜日の比治山清掃への参加を

よろしくお願いいたしまして、会長時間を終り

ます。

「広島市の母子保健について」

核家族化の進展や地域のつながりの希薄化な

どに伴い、子育て家庭の孤立化や、子育てに対

する不安や負担感が増大しており、妊娠・出産

・子育て期にわたる切れ目のない支援が必要に

なっています。

こうした状況を踏まえ、広島市では、「広島

市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、市

民の皆様が安心して子どもを産み育て、子育て

に喜びを感じることのできる環境づくりに取り

組んでいます。

具体的には、妊娠に向けた取組として、体外

受精等の特定不妊治療に対する助成事業を実施

しているほか、妊娠中の取組として、母子手帳

交付時の妊婦相談や妊婦の健康診査に対する補

助券の交付、プレパパママスクールでの育児体

験等を実施しています。また、妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援の充実を図るた

め、助産師による継続訪問や医療機関・助産院

での宿泊・デイケア等「妊娠・出産包括支援事

業」を平成27年度から実施しているほか、出産

後の取組として、民生委員や保健師等による乳

児全戸訪問や、4か月児・１歳6か月児・3歳児を

対象とした乳幼児健診等を実施しています。

また、地域全体で子育て家庭を支援する取組

として、子育て中の親子が身近な場所で相談交

流できるよう、常設オープンスペースの設置拡

大を図っているほか、子育ての相互援助活動を

支援する「ファミリー・サポート・センター事

業」を実施しています。



本日のプログラム

4月19日(木) 第 884回

幹事報告

｢広島市の母子の保健について｣

広島市こども

未来局こども・家庭支援課

母子保健係

課長補佐 藤岡 利香様

主任技師 田口 尚美様

1.BOX配布物

・4月定例理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

・3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。

・広島14RC合同懇親ゴルフ大会参加者へ大会要

領と組合せ表を配布しております。

・30日(土)に開催される女性ロータリアンの集

いに参加される方へプログラムを配布してお

ります。

２.お知らせ

・21日(土)は比治山公園清掃事業がございま

す。9：30集合となっておりますので、参加

の方はよろしくお願い致します。尚、こちら

はメーキャップ対象となります。

このように、本市では安心して子どもを産み

育て、子育てに喜びを感じることができる環境

づくりに取り組んでいるところですが、今後と

も、その充実を図っていきたいと考えています

ので、貴クラブの皆様におかれましては、引き

続き、本市の子育て支援、施策の推進に御協力

いただきますようよろしくお願いします。

ニコニコ箱

￥20,000 累計￥493,000
会員記念日（4月）

☆お誕生日おめでとうございます。

・中村 富子会員（S38.04.16）

なんと!!55才になりました。ゴーゴーで、

走りつづけます。

☆結婚記念日おめでとうございます。

・八條 範彦会員（S57.04.11）

36年です。不安定ながらも続いています。

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・岡本 忠文会員（岡本 珠様：23日）

感謝!!この言葉以外見つかりません!!

☆創業日おめでとうございます。

・八條 範彦会員（(株)エイトコーポレー

ション：S43.04.01）



2018年4月21日(土）

｢比治山公園清掃プロジェクト」

広島安佐ロータリークラブ
比治山清掃プロジェクト～段原中学校生徒１３０人と共に～

４月２１日（土）快晴！広島市の桜の名所比治山公園での清掃活動は安佐クラブ員１２名、

地元の比治山中学校の生徒、父母、先生約１３０人の参加を得て行いました。

朝９時前には竹ぼうき、熊手、トイレ掃除の道具類などが軽トラックで到着。このプロジェ

クトの責任者松岡会員の陣頭指揮のもと、日章旗、ロータリー旗の掲揚。軍手やボランティア

参加してくれる段原中学の生徒さんへの飲み物などが机上に並べられ準備が整った９時半頃に

は生徒さんたちが集合場所のうぐいす茶屋辺りに集まってきました。

開会式では上下の作業服、スニーカー姿の八條会長が毎年参加してくれる段原中学校の生徒

さんに感謝の意を述べた後「一時間半、ケガのないように安全に留意して良い汗を掻きましょ

う」と挨拶。次いで段中の川本尚樹校長が「段中の校歌には♪比治山のみどり明るく 花匂う

水の岸辺…♪と謳われています。地元の学校として自然を守ることは大切なことです。わずか

一時間半ですが、しっかりと活動しましょう」と生徒さんたちに呼びかけました。

この活動は７年前に当時のクラブ会長の松岡会員の提唱で始まったプロジェクトです。当

時、協力をお願いした段中の教頭先生が今年校長に就任された川本先生だったことも何かのご

縁です。

１０班に分かれて清掃活動に入る前、松岡会員が比治山の図面を使って、比治山の歴史も含

め説明、安全、ケガのないようにと注意事項を述べると共に特に「仲良く作業をしてくださ

い。決して“はぶてる”ことのないように！“はぶてて”得になることはなにもありません」

とユニークな注意指導をしました。

今回はクラブ員の参加が少ないため崇徳学園インターアクトクラブの生徒さんが各班のリー

ダーを務めてくれました。

すっかり桜も散って、柔らかな新緑の森に分かれていきました。

最後まで作業に参加して下さいました川本校長「今年はゴミが少なかったですね。最近、清

掃作業が行われたのでしょうかね」と。

１１時半頃から各班が集合場所に帰って来て、生徒さんたちはパンと牛乳などの飲み物、安

佐クラブのタオルを貰い比治山を後にしました。





2018年4月26日(木）第885回

32階｢エメラルドルーム」

会長時間

｢アメリカの

スポーツビジネス最前線｣

広島経済大学

経済学部スポーツ経営学科

教授

永田 靖 様

皆さんこんにちは、どうぞごゆっくりお過ご

しいただきたいと思います。永田先生、お話を

楽しみにしていますので、よろしくお願いいた

します。

先日の比治山清掃ですが、花見が終わり、少

し日にちが過ぎたせいか、例年に比べ今年はゴ

ミが少なかったようでした。しかし段原中学校

・崇徳高校の生徒や保護者・先生のご協力のも

と、事故もなく無事終了しました。本当にお疲

れ様でした。

さて、先日4月11日から14日まで、幣さんに

ご無理を言って、ワシントン・ニューヨークに

行って来ました。ワシントンでは大使公邸・国

務省・連邦議会、ニューヨークでは市議会・大

使公邸・ユニタール・国連本部内原爆常設展・

国連NY本部・市政府・国連大使公邸・メトロ美

術館、結構ハードスケジュールで、シリア状勢

の変化により、国連本部での面会時間がずれた

り、タクシーでの移動で到着場所が違ったり

と、バタバタの視察となりましたが、我々の目

的である核兵器廃絶にはご理解していただいた

ものと確信いたしました。また行政は必要最小

限の整備をするだけのようです。そして岸田先

生の影響力が大きいようでもございました。国

連本部ではシリアと北朝鮮状勢にも触れられま

したが、話せば時間が足りませんので、後日機

会が有ればとは思います。

何れに致しましても、道路・列車・タクシー

・食事等々、日本が如何に充実しているか、そ

してひとり一人が行政に頼り過ぎているかが改

めて分かった視察でもございました。今後仕事

で生かして行きますので皆さん方のご指導もお

願いを致しまして会長時間とさせていただきま

す。

永田さんは本来は会計学が専門です

が、大学に「スポーツ経営学科」が新設

されたのに伴い、経営の側面からスポー

ツを研究されています。ゼミの卒業生に

はソフトバンクの柳田、阪神の尾仲がい

るそうです。また、まだ具体的な方向性

が見えていないサッカースタジアムの建

設検討協議会の委員も務めておられまし

た。

卓話では昨年、アメリカ西海岸のロサ

ンゼルス、サンディエゴ、アリゾナを中

心に回って視察、スポーツを活用した街

づくりの状況について撮って来られた数

多くの写真を見せながら話をされまし

た。

メジャーのホームタウンとともに春の

キャンプを行うところについても興味深

い話をされました。

日本の場合、キャンプは主に沖縄、宮

崎で行われます。しかし、公式戦が始ま

ると、キャンプ地での公式戦はほとんど

ありません。一方アメリカの場合、各球

団がメジャーを頂点にピラミッド状に３

A、２A…と下部までチームがあり、これ

らのチーム各クラスごとにほとんど毎日

試合が行われており、それでその地域は

経済的にも成り立っているとのことで

す。



また、メジャーのホーム球場も見た目にはマ

ツダスタジアムと同じように見えますが、それ

は全く誤解で、見えない部分、バックヤードに

ホテル、レストラン、娯楽施設、スポーツトレ

ーニング施設などを具えている、まさにボール

パークであることが実感できたそうです。

スポーツ（野球、アメリカンフットボール、

バスケットボール）を核にした街づくりのコン

セプトがしっかりしているし根付いていること

を確認できたそうです。

本日のプログラム

4月26日(木) 第 885 回

幹事報告

｢アメリカの

スポーツビジネス最前線」

広島経済大学

経済学部スポーツ経営学科

教授 永田 靖様

1.BOX配布物

・4月被選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。

・5月13日(日)に開催されます地区協議会のプ

ログラムを出席者の方へ配布しております。

・比治山公園清掃に欠席された方に粗品のタオ

ルをお渡しいたします。

2.例会変更

・広島中央RC「ＩＭ慰労夜間例会」

と き：5月7日（月）18:30～※同日変更

ところ：グランドプリンスホテル広島

・広島陵北RC「職場訪問例会」

と き：5月9日（水）12:30～※同日変更

ところ：学校法人星月学園 楽々園ルンビニ

幼稚園

・広島陵北RC「野球観戦例会」

と き：5月12日（土）12:30～

※5月16日（水）の変更

ところ：マツダスタジアム広島

3.休会のお知らせ

・5月1日（火）広島安芸RC

・5月1日（火）広島RC

・5月1日（火）広島西南RC

・5月2日（水）広島東RC

・5月2日（水）広島陵北RC

ニコニコ箱

￥33,000 累計￥526,000
☆三宅会員

先日の「比治山清掃プロジェクト」快晴の元

いい汗をかきました。段原中学の生徒、父

兄、先生に、崇徳インターアクトクラブなど

約150人が参加。まさに地域の協力を得ての

活動で、ロータリー奉仕活動そのものでし

た。提唱者であり、諸準備を全てしていただ

いている松岡会員に敬意を表する次第です。

☆八條会員

本日は永田先生、よろしくお願い致します。

先週の比治山清掃、お疲れ様でした。

☆青木会員

21日、比治山清掃に参加された会員の皆様、

ご苦労様でした。毎度欠席で申し訳ありませ

ん。22日、代理で米山奨学生のオリエンテー

ションに出席して下さいました山本会員、あ

りがとうございました。いっそのこと、カウ

ンセラーも交代しませんか？ということで、

謝ってばかりのニコニコでした。。。

崇徳学園ＩＡＣ募金

4月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美･青木 幹丸

合計 6,000円

総合計 53,000円


