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＜本年度会長テーマ＞ 『 音を拡げ、調和と友愛 』

広島安佐ロータリークラブ

2018年8月2日(木）第897回

3階｢安芸の間」

会長時間

創立20周年

2710地区グループ6ガバナー補佐松井敏様・

補佐付き幹事大上様お越し頂き有難うございま

す。また、本日卓話を頂きます特定非営利法人

地域の絆代表理事、中島康晴様ようこそ！卓話

を楽しみにしています。

本日の会長時間ですが、先立って先日、友好

クラブで有る北上和賀ロータリー様よりこの度

の豪雨災害についてお見舞いの文書が来ていま

すのでご案内したく思います。

～広島安佐ロータリークラブ会員の皆様～

急啓 局地的豪雨により多数の倒壊した家

屋、押し流された車などの被害状況をテレビで

見て驚いています。ご心中察しますと共に、会

員の皆様とご家族様のご無事を遠方よりただお

祈りするばかりです。

気クラブの皆様のご無事と、被害にあわれた地

区の皆様の一日も早い復興をお祈りいたしま

す。取り急ぎ失礼ながら書中にてお見舞い申し

上げます。

と頂いております。

当クラブとしましては、書簡御礼を兼ね、ク

ラブ会員については直接の被害はなく、地域の

復興に努めていますと伝えさせて頂くと共に、

感謝の意を伝えさせて頂きました。

さて、8月度第一例会です。記念月の方々、

おめでとうございます。

8月度はロータリー特別月間として、会員増

強と新クラブ結成推進月間となっています。

当、広島安佐ロータリークラブとしても、会員

増強は是非とも推進したく、改めて会員の皆様

へお願いをさせていただく事も有ると思います

が、どうぞご協力をお願い致します。

会長時間を終わります。

｢出逢い直しのすすめ｣
特定非営利活動法人 地域の絆

代表理事 中島 康晴 様

（福山北RC）

「地域の絆」の活動内容から、社会福祉の現状や

これからについて、卓話をして頂きました。
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中島さんは社会福祉士等福祉関係の資格を多

数持っておられ現在日本福祉士会副会長として

認知症患者の施設を数か所で経営。

すべての地域住民の尊厳を保証する街づくり

を掲げて施設運営をしておられます。

卓話の中では認知症患者と健常者との出逢

い、関わりが大切である、と力説しておられま

した。



本日のプログラム

8月2日(木) 第 897 回

｢出逢い直しのすすめ｣
特定非営利活動法人 地域の絆

代表理事 中島 康晴 様
（福山北RC）

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してお

ります。ご一読下さい。

２.例会変更

・広島廿日市RC「夜間例会」

と き：8月27日（月）18:30～※同日変更

ところ：一期（広島市中区胡町4-24）

３.休会

・8月24日(金) 広島南RC

４.お知らせ

・次回の例会は｢夏の家族会(野球観戦)｣です。

8月8日(水)17：30より、マツダスタジアムの

｢アウトドアデッキ｣にて行います。前例会よ

り配布されておりますチケットを必ずご持参

ください。尚、例会変更に基づき、8月9日

(木)の例会はございませんので、お間違えの

ないようお願い致します。

・8月14日(火)～16日(木)の間、事務局は休局

となります。

・8月分会費請求書と一緒に、確定申告用寄附

金領収書を送付しております。再発行できま

せんので、確定申告時まで大切に保管して下

さい。

ニコニコ箱

￥15,000 累計￥89,000
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（S38.08.29）

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・大串 修二会員（紀子：13日）

いつもありがとう！

☆創業日おめでとうございます。

・野村 裕芳会員（H13.08.28）

☆入会月おめでとうございます。

・道垣内 文夫会員（H23.8.4）

☆石丸 博昭会員

国際ロータリー 第2710地区G6ガバナー補佐

松井敏様、補佐付幹事大上正人様、本日はお

越し頂きありがとうございましす。ゲスト福

山北RC特定非営利法人地域の絆、代表理事

中島康晴様、卓話ありがとうございます。本

日は8月第１例会です。記念月の方々おめで

とうございます。

☆佐藤 恭子会員

国際ロータリー 第2710地区G6ガバナー補佐

松井敏様、補佐付幹事大上正人様、ようこそ

おいでくださいました。お待ちしておりまし

た。本日の卓話者、福山北RC中島康晴様

「出逢い直しのすすめ」お話楽しみにしてお

ります。国際ロータリー 第2710地区吉原久

司ガバナーより引続き危機管理委員会委員ノ

委託を受けました。

☆谷 勝美会員

ガバナー補佐松井敏様、本日は有難うござい

ます。ご指導よろしくお願いします。

☆奥芝 隆会員

ガバナー補佐松井敏様、お会いするたび、15

年前の言葉を思い出します。いつも感謝で

す。ありがとうございます。

☆岡本 忠文会員

RI2710地区ガバナー補佐松井敏様、昨年度は

大変お世話になりました。今年は大変ですが

よろしくお願い致します。随行の補佐付幹事

大上正人様、今年度サポートお願いします。

さて本日ノゲスト中島様、地域の絆の代表と

してとても感銘しております。本日の卓話、

ご無理申し上げましたが、期待させて頂いて

おります。

出席報告 第895回 7月12日
会員数 22名 出 席 率 95.45％

出 席 19名 ご 来 賓 0名

欠 席 3名 ご 来 客 1名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名



2018年8月8日(水）第898回

マツダスタジアム

～アウトドアデッキ～

『夏の家族会』

８月８日、カープＶＳドラゴンズの第17回戦をマツダスタジアムで観戦。

場所は今シーズン増設された1塁側2階の「アウトドアデッキ」、ジョージアの看板のあるスポーツジムの右側ち

ょっと奥まっており、行く前にある人から「あそこは前に出てこないと見えないよ。まあビールを飲みに行く気分

で行けば…」と言われていたが「確かに！」。とは言え今年は９．５ゲーム差で首位を独走するカープを観なくて

は、と多くの会員が出席、会員家族それに米山奨学生のタン君、夏冬の家族会には必ず出席してくださる下高夫人

と娘さんなど合わせて40数名が最後まで追いつ追われつのシーソーゲームを楽しみました。

料理はパエリアにソーセージ、ポテト、サラダなどビールジュースは飲み放題、中々充実していました。

タン君「ベトナムには野球は有りません。ですから見てもわかりません」と言いつつも会員との交流を楽しんで

おり、最終盤頃には岡本会員とゲームそっちのけで英語交じりで話をしていました。

七回表、今年見事に復活した永川が登板、ツーアウトを取るも3連打を浴び無念の降板。永川と親しい浮田会員

「早うメールしたんがいけんかったかのう」、とはいえ５対５の同点で迎えた七回裏、子どもたちの楽しみ風船飛

ばし、応援歌「それゆけカープ」に合わせ膨らました風船を左右に揺らし「…広島 広島カープ」で一斉に手放し

ました。ところがこの日はレフトからライトへ強い風が吹いており、フィールド側には行かずすべてコンコース側

に落ちて行きました。

2点リードで迎えた九回表、中日も粘りを見せ、一打逆転の場面、100セーブが掛かる中崎の必至の投球でセカン

ドゴロに打ち取り、勝ちました！勝ちました！！

中日は最下位ですがカープは今年は苦手、この勝ちでやっと1勝リードしました。

最後まで残った会員ファミリーは曾澤と中崎のヒーローインタビューを聞いて家路についたのでした。



2018年8月23日(木）第899回

3階｢音戸の間」

会長時間

前回の豪雨災害に続き、台風19号・20号が接

近していますが、この台風で被害が出ない事を

祈っています。

最近の台風にはアジア諸国の選んだ名前が付

いていることは皆様ご存知でしょうか？

実は今まで米国が英語による人名を付けていま

した。2000年から北大西洋又は東シナ海で発生

する台風について日本を含む14か国が加盟する

台風委員会が提案した固有の名前を付ける事に

なっています。

平成12年の台風第一号につけられたカンボジ

ア名『象』を意味するダムレイから始まり、14

か国がそれぞれ提案した10個の名前を順番に付

けていくそうです。日本が提案した名前は先日

『ヤギ』が有りましたが、初めからテンビン・

ヤギ・ウサギ・カジキ・カンムリ・クジラ・コ

グマ・コンパス・トカゲ・ハトとなっていま

す。これらは星座の名前から採用したようで

す。

アジア諸国にとってなじみ深い名前を採用す

ることで、少しでも防災意識が高まる様にこの

命名方法が採用されました。これからも防災意

識を持ち、早め早めの対応が望まれます。

丁度、台風が近づいていますので、ご紹介を

させて頂きました。会長時間を終わります。

｢新しいお客様と出会う｣
資生堂ジャパン㈱

ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ/専門店事業本部

ｴﾘｱ営業本部 中四国支社

エリア広報担当

神田 淳子 様

広報活動における他企業とのコラボレーション

と出きる男の身だしなみについて話をして頂きま

した。

先ほど、紹介いただいた岡本さん（忠文会員）

から「25年来のお付き合い」と仰っていただきま

した。いったい私は何歳ですか？実は60の定年を

過ぎて再雇用の身です。

（会員一同『えっ！』）

私は資生堂でプラニング、広報、イベントなど

に長年携わって来ています。特に広報では“攻撃

的な広報”を心掛けてきました。それは他企業と

のコラボで、このエリアならではの連携を仕掛け

て、ＰＲ効果を上げてきました。

今日参加の社長さん方も「新しい出会い」を見

つけることの参考にして頂ければ、と思います。

具体的には世の中「レッド」が注目され出した

時、「広島レッドキャンペーン」を展開しまし

た。カープ女子がそれほど注目されていない頃、

「カープ女子メイク」や東京からの「カープ女子

観戦ツアー」などに関わってきました。他企業で

はやはり製品に赤を使っているキリンビールとの

コラボなども…。ここで重要なのはメディアに取

り上げて頂くことと参加女子がＳＮＳで発信して

もらうことです。

私はイベントや仕掛けで掛った経費に対して、

広告換算でいくらになったかを算出しています。



広島の資生堂は長らく楠木町の自社ビルにい

ましたが、現在八丁堀のスタートラム広島ビル

に移っています。ここには近畿ツーリストさん

やタリーズコーヒーさんがおられます。10月に

はこれらの会社とビル一階でブース展開をして

「エリアの女性を元気で明るくする」イベント

をする予定です。

これからも普通に考えていたら結びつかない

ようなことを繋げていく、そんなことをやって

いきたいと思います。

次のテーマは「できる男の身だしなみ」で

す。

男の人は外観磨きでワンステップアップしま

す。見た目で好印象を与えることが出来るので

す。

ところで「スメハラ」という言葉ご存知です

か？これは匂いのハラスメントです。男の人は

タバコ、洋服、加齢臭など周りは気付いている

が、本人が分からないことが多いのです。

ということで配られたのが「自己チェック

表」、髪、顔、手、シャツ、ジャケット、ズボ

ン、靴、身だしなみ意識の八項目。例えば、シ

ャツの項目は襟や袖口が汚れていないか？ジャ

ケットは肩にフケがないか？…そして最後に出

勤前に鏡をのぞいてチェックしたか、となって

います。神田さんによると「女性は鏡をよく見

ますが、男性も見れば見るほど良くなります」

とのこと。

この後大串会員がモデルになり、洗顔、化粧

水、乳液の使い方講習がありました。

神田さんによると男性は脂分が多いので、ま

ずそれを取り除くこと、その後に香水を付けま

しょう…、この講習は本来１時間かかるんだそ

うですが、今回は10分程度でやって頂きまし

た。

次回例会には各会員、「できる男」になって

出席することでしょう！

本日のプログラム

8月23日(木) 第 899 回

｢新しいお客様と出会う｣
資生堂ジャパン㈱
ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ/専門店事業本部
ｴﾘｱ営業本部 中四国支社
エリア広報担当

神田 淳子 様

幹事報告

１.BOX配布物

・7月分個人別出席一覧表を配布しておりま

す。

・8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。

・職場訪問例会のご案内を配布しております。

ご出欠の回答は、回覧にてお願い致します。

※9月27日(木)11：00～13：30

（エリザベト音楽大学）

２.例会変更

・広島西南ＲＣ 「創立32周年記念夜間例会」

と き：9月9日(日)18：30～

※9月11日から変更

ところ：ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ広島

３.お知らせ

・8月8日の家族会にて、下髙様より3万円いた

だきましたので、ニコニコとして納めさせて

頂きます。

出席報告 第897回 8月2日
会員数 22名 出 席 率 95.45％

出 席 20名 ご 来 賓 0名

欠 席 2名 ご 来 客 3名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 1名



ニコニコ箱

￥39,000 累計￥138,000
会員記念日（8月）
☆入会月おめでとうございます。

・松岡 與吉会員（H19.8.2）

皆様、今後ともよろしくお願いします。

☆石丸 博昭会員

皆様こんにちは！本日卓話をいただきます資

生堂プレステージブランドエリア広報、神田

淳子様、ようこそ。まだまだ暑い日が続きま

すが、頑張ります。

☆佐藤 恭子会員

卓話をして下さいます、資生堂神田様、お話

を楽しみにしております。8/26(日)地区指導

者育成セミナー会員増強部門のパネリストに

なります。地区会員増強委員長・尾道RC中島

秀晴様より、葡萄で作った酢コンブをいただ

きました。来週皆様に一口味わっていただき

ます。お楽しみに♪

☆奥芝 隆会員

先日、三吉屋食品（株）の社長を長男に任

せ、私は会長として支えることとなりました

のでご報告いたします。

8/5に八幡川リバーマラソン（1㎞）5年6年の

部で、孫あきまさが優勝いたしました。嬉し

かったです。私は流川を走るのをリタイヤで

す。

2018年8月30日(木）第900回

3階｢安芸の間」

会長時間

がエンドポリオについて非常に分かり易く、且

つ、合点がいく内容でしたのでご紹介させて頂

きます。

しかしながら、当日は約一時間の内容でした

ので、とても会長時間内で全てお伝えすること

は出来ませんが、その一部をご紹介させて頂き

ます。会員の皆様、今一度ご理解を深めて頂け

ますと幸いでございます。

先ず、皆様ご存知の通り、ポリオプラスの奉

仕事業は国際ロータリーの特別事業です。ポリ

オウイルスによる症状について日本では以前は

小児麻痺（医学用語では急性灰白隨炎）という

病名です。神経細胞を傷害し、筋肉を麻痺さ

せ、手足が細くなる・呼吸不全を起こし最終的

には死に至る病気です。

ワクチンが普及するまでは年間35万人余りが世

界で罹患しており、日本では年間1,000～5000

人、の罹患数でありました。

日本では特に1950年代から60年代に大流行

し、治療法はなく、予防接種が唯一の対応策。

ポリオワクチンは二種類あり経口ワクチンと注

射による接種ですが注射ワクチンは高額です。

世界でポリオウイルスの根絶が確認されるまで

対応し続ける必要がありますが、生まれた子供

が生後54か月までに4回の予防接種をすること

になります。

ポリオウイルスの野生株根絶が確認されれば

必要なくなる予防接種ですが、現在の日本に於

いても行われています。（日本には野生株は有

りませんが、国際交流により流入の可能性が有

る以上は止められない）2017年に日本で生まれ

た子供は約94万6千人、一回当たり5000円の費

用が掛かりますから年間189億2千万円が各地方

自治体の負担となっています。5回目のワクチ

ン接種を行う場合は更に費用が必要ですから、

早く収束させるほど効果が大きいのです。

天然痘は1980年に地球上から撲滅出来ていま

すから、決して不可能な事ではありません。現

在のポリオウイルス天然株は2018年8月時点で

アフガニスタン11例・パキスタン3例の合計14

例が確認されています。本当にあと少しです。

日本だけでなく世界中の国の予防接種費用を

考えるとその効果は莫大であり、エンド ポリ

オ ナウの事業は他国の人々のために有るので

はなく、国際社会と常に人々が交流する現代に

於いて、日本にもとても重要な事業という事を

改めて実感することが出来た良いセミナーでし

た。

本来であれば当クラブにお越し頂き直接会員

の皆様に卓話をお願いしたい位の内容でした

が、その一部分を紹介させて頂き会長時間と致

します。

今回の例会は記念すべき第900回例会です。

どんな内容にするべきかと準備をしていました

が、8月26日に行われました、地区指導者育成

セミナーでエンド・ポリオ・ナウ ゾーンコー

ディネーター 益田西RC松本祐二さんの講演



「原爆の子の像」が、子供たちの10円20円の募

金だけで建てられたという事を知っています

か？

60年経った今、「平和のシンボル」として、

世界中から年間1000万羽以上の折鶴が寄せられ

ます。

像のモデル「佐々木禎子さん」と同級生だっ

た6年竹組の仲間が、当時何を考え、どんな念

いで募金活動に至ったか、そして、日本中の子

供たちの募金活動へと拡がっていったのか、体

験を語ります。歴史として聞き流すのではな

く、誰にでも起こりうる身近な出来事だったと

いう事を知ってもらい、平和な世の中にするた

めに一人一人がどんな小さな事でも自分に何が

できるを考えてもらうきっかけにしてもらいた

いと願っています。

そして、年齢を重ね、76歳になった今、これ

からの人生に懸けることは！

誰しもが願う「平和の伝承と現実」というテー

マを掲げ、広島にいる私達だからこそできる発

想と活動として、現在「Orizuru Notebook

Project」に取り組んでいます。

全国から寄せられた平和公園の折鶴をノート

に再生し、世界の子供達へ「無償配布」するこ

とで平和の大切さ、命の尊さを伝える活動で

す。

平和を願う気持ちがこもった折鶴が「カタ

チ」を変え、子供たちに活用されることで、平

和を考えるきっかけとなり、平和の心を育んで

もらえればと願っています。

本日のプログラム

8月30日(木) 第 900 回

｢原爆の子の像
六年竹組の仲間たち」

佐々木 禎子 語り部
川野 登美子 様

幹事報告

１.BOX配布物

・休会のご案内を配布しております。

(9月20日)

・ガバナー補佐参加のクラブ協議会・ガバナー

参加のクラブフォーラムのご案内を配布して

おります。理事・委員長を始め、入会3年未

満の方はご参加下さい。出欠の回答は回覧に

てお願い致します。また、各理事・委員長の

方には本年度事業計画の方針及び現況につい

て報告していただくことになっております。

当日欠席される場合は、必ずご自身で代理を

立てて頂き、報告ができますように手配をお

願い致します。

・昨年度卓話にお越しくださった沖田様より、

「マイハートコンサート」のお知らせを配布

いたしております。ご招待券が２枚ございま

すので、ご興味のある方は事務局までご連絡

ください。

｢原爆の子の像

六年竹組の仲間たち｣

佐々木 禎子 語り部

川野 登美子 様



ニコニコ箱

￥3,000 累計￥141,000
☆石丸 博昭会員

本日卓話をいただきます、佐々木禎子さんの

語り部・川野登美子様、ようこそです。よろ

しくお願い致します。広島南RC前田政登己

様、広島陵北RC南條泰様いつもありがとう

ございます。本日は記念すべき第900回例会

となっております。

☆奥芝 隆会員

川野様、本日どうかよろしくお願い致しま

す。佐々木様の魂、そして川野様の思いを後

世に語り続けてください。

☆南條 泰様（広島陵北RC）

久しぶりのメーキャップです。陵北の来週の

例会に参加できませんので･･･。昨日は青木

さんが陵北に来て頂きました。そのお返しで

すかね。

出席報告 第898回 8月8日
会員数 22名 出 席 率 95.45％

出 席 19名 ご 来 賓 29名

欠 席 3名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 1名

第42回インターアクト地区大会

7月28日に開催されましたインターアクト地

区大会の様子です。当クラブからは、野村裕芳

会員が参加いたしました。

崇徳学園ＩＡＣ募金

8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 10,000円

２.例会変更

・広島廿日市RC 「職場訪問例会」

と き：9月10日(月)12:30～ ※同日変更

ところ：日本赤十字広島看護大学（廿日市市

阿品台東1-2）

・広島陵北RC「夜間例会並びにナイター観戦」

と き：9月6日(木)17:45～※9/5(水)の例会

を変更

ところ：マツダスタジアム広島

「創立２８周年記念夜間例会」

と き：9月14日(金)18:30～※9/12(水)の例

会を変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

３.休会

・9月18日(火) 広島西南RC

４.お知らせ

・米山梅吉記念館館報32号が届いております。

拝読される方は、事務局までお声掛けくださ

い。

・奥芝会員が三吉屋食品（株）・代表取締役会

長に就任されました。会員手帳等の訂正をよ

ろしくお願い致します。



20周年記念チャーターメンバーエッセイ

「広島安佐ロータリークラブ創立20周年の

思い出、そしてこれから・・・」

青木 幹丸

【初めての職場訪問】

職場訪問例会のことは、皆さんご存知だと思

います。

今年度は、佐藤会員がかつて奉職しておられ

たエリザベト音楽大学で行うことがすでに決定

しているようですし、「もう一度くらい機会を

みてやりたい」と石丸会長は意向を表明してお

られました。

前年度は、佐伯区五日市の造幣局と府中町の

マツダ本社に伺いました。過去にも、思いつく

ままに、カルビー、中国放送、カープ球団（マ

ツダスタジアム）、バルコムＢＭＷなどなど。

これらの訪問はロータリーの生命ともいうべ

き職業奉仕部門の行事ですから、まず、あらゆ

る有益な職業は尊重されるべきであるというロ

ータリーの理念に基づき、職業人としての自ら

の偏狭になりがちな視野を拡大していくことに

努めなければなりません。

さらに、経営者や従業員の職業意識に触れる

ことを通して、自ら経営者として、また専門職

業人として、極めて高い職業倫理を保持してい

く必要性を再確認する場でもあろうかと考えま

す。

それがただ単に物見遊山ではいかがなものか

と。などと、知ったかぶりをしておりますが、

まっ、適当、てきと～。

ところが、わがクラブのその事始めというこ

とになると、冷や汗ものというか、噴飯ものと

いうか・・・。

クラブの創立時、佐藤会長を始め理事役員

は、1998～99年度と1999～2000年度に跨って16

か月間その任に当たるということになっていま

した。

その理事会において、初代職業奉仕理事に就

いたのが（適性も何も分からないから充てがわ

れただけ）八條会員で、1999年の11月か12月の

理事会のお話です。

「職業奉仕いうのはなにをすりゃええん」

「よそのクラブはよく職場訪問をしよってよ」

「会員の会社へ行くんかいの」

「そんな感じじゃないん」

「行くんならどこにしょうかぁ」

そこでしばしの沈黙が訪れるわけですが、その

静寂を破らざるを得なかったのが幹事のわたし

で、会議を早く終わらせたいのと、どうせ会員

の会社を全部回るなら早い方が良いという打算

に基づき、「4月に毎年『花まつり』をしてい

るので、来るのならそれに合わせてお出で」と

いうことになった次第。

釈尊の誕生日4月8日に一番近いのは2000年4

月6日の第一例会で、むさしさんから花見弁当

を取り、ちょっと遅めの桜をはじめ花御堂のい

ろいろな花を愛でながら、真っ昼間から会員さ

んにはちょっと非日常的な時間の過ごし方をし

てもらいました。

寺の古い法物をいくつかお見せしましたが、

100年くらい経っていれば、もう皆さんビック

リしたようなお顔をされるのが、こちらとして

みればとても感動的でした。

第一例会ですから、例会散会のあと理事会も

うちでそのまま続けて行い、年度末であまり議

題もない時期なので、なんともまったりとした

午後のひと時を理事さんたちとともにすること

が出来ました。

お忙しい方には気が気ではなかったかも知れ

ませんが、事務局員さん2名を含め総勢22名の

出席のもと、清家さんが白魚を差し入れてくだ

さったり、何でも最初は形から入るとはいうも

のの、まことに風変わりな、まさに物見遊山そ

のものの第1回職場例会はかくて幕を閉じたの

でした。

～当時の懐かしい写真です～


