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3階｢安芸の間」

会長時間

創立20周年

メンタルブロックの外し方というお話を聞き

ました。人には潜在意識があると言われます

が、意識とはイメージの様なもので、考え方を

少し変える事で問題解決や本人にとっての成功

を引き寄せることが出来るそうです。漠然とし

たイメージはコントロールすることは出来ませ

んが、この意識を『認識』すると・・。コント

ロールできるようになる。

意識と認識は大きく違い結果は大きく変わ

る。初めに行う事はそのイメージに対し現在の

位置を把握する事が認識である。そしてネガテ

ィブ発想でそこにとどまることなく『後チョッ

ト』なんです。という認識を持つ事が重要との

事でした。言ってみれば考え方次第ではありま

すが、確かに明るくハッピーな考え方だと思い

ました。ネガティブな状況であろうとも、どの

みちやらないといけない事は同じ事と考えれば

腹も据わる事でしょう。

講師は例題として、出会いが無くて彼氏彼女

が出来ないと嘆いている人より、今は彼氏彼女

はいませんが〇〇に没頭しています。という人

物に魅力を感じるでしょう？と言われていまし

た。(笑)営業成績ノルマが有ったとしてその目

標に対し『今はまだ届いていませんが後チョッ

ト何です。』と言われると応援したくなりませ

んか？とも言われていました。

どこかで聞いたフレーズだなぁと考えると、

まさにエンドポリオの標語と同じ・・・。

この講師はロータリアンではない様ですが、

流石はRI標語と思った次第です。

｢温泉について｣

～知っておきたい温泉入浴法～

NPO非営利活動法人

理事長 熊代 利昭 様

熊代さんは伝統芸能を広く知ってもらう活動

などを行うＮＰＯの代表でありますが、ご本人

は多芸多趣味の方です。曰く「温泉と俳句は松

山の道後温泉で“修得”」、30年にわたって毎

朝「香」を焚いているとのこと、これは脳の活

性化に良い。沖縄の三線、これも毎年沖縄に行

き練習をしているそうです。このほか書、写真

…写真は先日中国新聞に「ハイビスカス」が載

ったそうです。

1942年9月、岡山県の生まれの76歳。男の健

康寿命は71歳ですが、既に5年伸ばしていて、

健康診断を受けても先生から「異常なし」と太

鼓判を押してもらっています。

見た目、髪の毛はたっぷりあって黒々してい

ますが、地毛で一切染めていないそうです！

以下は本題の温泉の話です。

私は1990年代に関西大学の保田芳昭先生が始

められた「温泉学会」に入り、お年寄りと温泉

巡りをして利用者の目線で「温泉」を勉強して

います。そのなかで温泉の効能と危険なことを

伝えています。

温泉に関しては「温泉法」という法律があり

ます。泉源の温度が25度以上の湯水がでると温

泉。ただ25度以下でも国が規定する19成分のひ

とつでもあれば「温泉」と定義されます。

広島は火山帯がないため、30数か所温泉があ

りますが、いずれも17度くらいで、ポンプアッ

プして一定の温度まで上げて入浴させていま

す。



温泉は大きく分けて「アルカリ泉」「酸性泉」

「炭酸泉」があります。温泉利用の用途として

は保養と療養があります。

アルカリは保養目的に適している。島根や山

口温泉はほとんどがこれ。入ると肌がスベスベ

するが、これは温泉の成分のせいではない、老

化している皮膚が一枚剥けるということです。

何の害もありませんし、特に病気に効くという

ことでもありませんが、旅館の大浴場で足を伸

ばすだけでも気分は爽快になります。

炭酸泉は広島では中国電力が宇品と楽々園や

っています「ほの湯」、これは人工的に作った

もので35度から36度、30分以上入ると効能があ

ります。体の中にはると血管を拡げて血流を良

くします。

私は朝、昼、晩に炭酸水をひと口飲んでいま

すが、極めて調子がよろしいです。

強酸性温泉、これは入るとヒリヒリします。

これが療養型の温泉です。健康体が長風呂しま

すと害があります。病持ちでも調子のいい時に

入ると治るとも言われています。何日間か泊っ

て入り、腰や足が治ったという例もあります。

代表的な温泉は青森の酸ヶ湯温泉や秋田の玉川

温泉です。

広島は放射能泉が多く、五日市のお寺さんが

掘った弱放射能泉は万病に効くと言われていま

す。代表的な放射能泉の温泉は三朝温泉や有馬

温泉です。

日本には温泉が2万2千箇所あると言われてい

ますがこの12年間で1万9千か所入っています。

私は入って2～3分で“騙し”の湯かどうか分か

ります。水を入れているとか浄化しているとか

…。

入浴方法としては3分～5分入って、出て5分

～10分休む、これを三回繰り返すのがよろしい

です。よく温泉場に行きと１時間はいったとか

いう人がいますが、長時間入浴は体によくあり

ません。

これは温泉に限りませんが、勢いよく湯船に

入る人がいますが、これは絶対避けましょう。

血圧が一気に上がり、死に至ります。風呂での

死亡事故が多いのはこれです。

本日のプログラム

11月1日(木) 第 908 回

幹事報告

｢温泉について｣
～知っておきたい温泉入浴法～

NPO非営利活動法人
理事長 熊代 利昭 様

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。

・休会のご案内を配布しております。(11月22

日)

2.例会変更

・広島陵北RC「広島市小学生体育連盟陸上教室

支援活動」

と き：11月17日(土)11:45～※11/21(水)を

例会変更

ところ：エディオンスタジアム広島

・広島東南RC 「３ＲＣ合同例会（広島中央RC

・広島城南RC）懇親会」

と き：11月19日(月)18:30～※同日変更

ところ： ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

・広島城南RC 「３ＲＣ合同例会・懇親会」

と き：11月19日(月)18:30～※16日昼から

19日夜への変更

ところ：ANAクラウンプラザホテル広島３Ｆ

・広島中央RC 「３ＲＣ合同例会・懇親会」

と き：11月19日（月）18:30～※同日変更

ところ：ANAクラウンプラザホテル広島３Ｆ

「創立40周年記念式典・懇親晩餐会」

と き：2018年11月28日(水)18：00～※11月

26日(月)を変更

ところ：グランドプリンスホテル広島

・広島東RC「夜間例会＆クラブフォーラム」

と き：2018年11月14日(水)18:30～20:00

※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島3F「天平」



・広島東RC「職場訪問例会」

と き：2018年11月21日(水)12:30～14:00

※同日変更

ところ：広島テレビ放送㈱本社 新社屋

３.休会

・11月19日（月）広島廿日市RC

４.お知らせ

・下髙和代様・ご子息様より、お手紙を頂いて

おりますので、拝読いたします。

・佐藤会員より、ピアノコスモスコンサートの

収益金3万円をタイ女子学生支援金としてお

預かり致しました。当クラブと合わせて寄付

いたしたいと思います。

・広島中央RC、創立40周年記念事業、「夢に生

きる」と題しまして、三浦雄一郎さんが、11

月28日（水）にアステールプラザにて講演さ

れます。お聞きになられたい方は、お席を確

保していただきますので、事務局までご連絡

ください。(11/10まで)

会員数 22名 出 席 率 90.91％

出 席 15名 ご 来 賓 3名

欠 席 7名 ご 来 客 1名

メーキャップ 5名 ゲ ス ト 0名

ニコニコ箱

￥16,000 累計￥278,274
会員記念日（11月）
☆誕生日おめでとうございます。

・奥芝 隆会員（S22.11.04）

71歳です。まだがんばらねば!!

☆結婚記念日おめでとうございます

・岡本 忠文会員（S58.11.03）

感謝。永遠に愛を!!

☆創業日おめでとうございます

・佐藤 恭子会員（S22.11.01）

☆奥芝 隆会員

先週のガバナー公式訪問、皆さんお疲れさま

でした。特に石丸会長、山本幹事、お気を遣

われたことでしょう。(遣ってないか。)地区

大会で世話人、大串副幹事もお疲れ様でし

た。

出席報告 第906回 10月18日

2018年11月8日(木）第909回

32階｢エメラルドルーム」

会長時間

皆さんこんにちわ。

今回の会長時間は11月のロータリー特別月間に

ついてお話させて頂きます。

今月はロータリー財団月間ですが、これと併

せて特別週間というものがあります。

常日頃、RIの特別月間については皆様心を寄せ

ておられる事と思いますが、特別週間について

は認識が薄いのではないでしょうか？

丁度今は『世界インターアクト週間（11月5

日を含む1週間）』（World Interact Week)

でRI理事会は、ロータリークラブとインターア

クトクラブに、11月5日を含む１週間を「世界

インターアクト週間」として遵守するように奨

励しています。それは、ロータリークラブとイ

ンターアクトクラブを「顕著であり、国際規模

の活動」に参加させるためです。

この他にも

・ロータリー学友参加推進週間

・世界インターアクト週間

・世界平和と平和週間

・世界ローターアクト週間 があります。

詳細についてはもう少し掘り下げてまたの機会

に改めてご報告させて頂きたいと思います。

会員皆様も楽しみにされている事と思います

が、本日は卓話者に日本銀行 広島支店長で有

られる濱田秀夫様がお越しになられています。

私も楽しみにしていますので会長時間を終わり

ます。



｢最近の金融情勢について｣

日本銀行 広島支店

支店長 濱田 秀夫 様

濱田支店長は長崎県の出身、長崎の私立清雲

高校から東京大学を経て日本銀行に入行、今年

六月に広島支店長として着任されました。

卓話では「最近の金融経済情勢」と題したレ

ジュメを用意されていましたが、「私は広島ロ

ータリークラブに所属しております。先日、新

入会員として『私と広島』ということで、大学

の先輩を始め広島出身の方との関わりなどにつ

いて話をしました。レジュメは後で読んでもら

うとして、その話をしても宜しいですか？」と

断わりを入れて、広島との「縁の深い」話をさ

れました。

曽祖父の代までは佐賀の鹿島市がルーツで運

送業や興行などをやっていたようです。祖父の

代に長崎に出てきて、長崎造船所で技師として

働き戦艦武蔵の建造にも携わりました。父親も

三菱系の設計技師でしたが、私が小学校の頃、

理由は分かりませんが会社を辞めて無職になり

ました。暫くして宅建の資格をとり不動産業者

に。家が事務所で、私は掛かってくる電話を受

けたりした記憶があります。

広島との最初の縁は２番目の姉が岩国の人と

結婚、その披露宴がこのリーガであった時で

す。母は野球などに全く関心のない人ですが、

ホテルのエレベーターで巨人の桑田選手とばっ

たり！「わあ、桑田さん！」と言って抱きつい

たのが未だに鮮明に残っています。

私には広島との縁という事で忘れることがで

きない３人の方がいます。

ひとりは東大で同じクラスになった野島君で

す。入学後、どのクラブ、同好会に入るかと話

していたら、彼が「応援部に入ろう」と誘って

くれました。あまり気は進まなかったのです

が、「是非一緒に」と言われ、部室訪問しまし

た。すると先輩が「これから代々木公園まで走

る。おまえらも一緒に来い」ということにな

り、「東大」「東大」の連呼しながら走り、着

いた途端、私と野島君は芝生に倒れ込みまし

た。そしてこともあろうに野島君がゲロしてし

まいました。私は「なんでこんなしんどいクラ

ブに僕を誘ったのか」と、彼は「連れが居れば

辞めないだろうと思ったからだ」と言いまし

た。４年間応援部で頑張りました。そして、３

年の時、部長選出の際、私は「なりたい」と手

を挙げました。しかし、先輩は野島君を選びま

した。まあ、よく考えれば統率力、献身的な面

倒見等々、彼がなるべくしてなったように思い

ます。応援部は春、秋の六大学野球の東大の試

合で東大の応援に来た学生、先輩等に応援指導

をします。４年間の戦績は唯一慶應に勝っただ

けで、１勝８０敗でした。

友人から「日本銀行を受けたら」と言われ、

応募して面接をしてくれた人事担当者が田辺敏

憲さんでした。この方、生れは庄原で京大から

日銀へ。長崎支店長の時に長崎県知事選挙に挑

戦して落選、後に庄原市長選にも出られました

がこれも落選！田辺さんはそんなことに気落ち

することなく現在も多方面で活躍しておられま

す。面接では話のほとんどが応援部のことでし

た。入行した後聞いた話ですが、採用会議で皆

が私の不採用を主張したそうですが、田辺さん

が強く推して頂き、入ることができました。も

し田辺さんの推しがなければ、私は今ここには

居ません。

三番目の人が岩国出身で広島学院出の梅森徹

さんです。バブル景気の後の金融危機で北海道

拓殖銀行、三洋証券、山一證券等が相次いで破

たんしたころ、入行して１２か所目の職場、信

用機構室での先輩です。今の働き方改革では絶

対認められない勤務をしていました。毎日、夜

２時過ぎまで勤務、それは２時に新聞の第一版

が出ます。それのチェックです。当時日本長期

信用銀行の不安説が流れており、それが新聞に

出ると翌朝の９時には預金引き出しの大混乱が

起きます。それに備えて、「もしもの時は長銀

に現金を運び込む」そんな毎日を梅森さんと送

りました。このセクションには日経の「私の履

歴書」を書かれた安斎隆さん、ＧＰＩＦの理事

長を務められた三谷隆博さん、日銀副総裁だっ

た中曾宏さんがおられました。



当時は２時過ぎに帰宅、朝８時に出勤の毎日で

したが、ある意味では充実した日々でした。

私の支店勤務は静岡、大阪、大分そして広島

が４か所目です。前任地の大分はかって航路が

あったこともあり広島との関係が深く、経済界

の方でカープファンが沢山おられました。日銀

の先輩や同期入行になぜか広島学院、修道、広

大福山出身者が多いです。

最後のレジメの「金融リテラシー（金融を理

解し読みとく力）と金融教育の重要性」の項目

について、成年年齢が１８歳に引き下げられる

と悪質な金融勧誘等に晒される危険性がありま

す。そのためにも金融の正しい知識を持ち、金

融トラブルに巻き込まれないようにすることが

重要です。どのくらい金融に関する正しい知識

をもっているか調査したものです。まだまだ地

域間とか、消費者が正しいと思っていることと

正解との乖離現象もみられます。我々も金融、

消費者教育に力を入れて行きたいと思います。

本日のプログラム

11月8日(木) 第 909 回

幹事報告

｢最近の金融情勢について｣
日本銀行 広島支店

支店長 濱田 秀夫 様

１.BOX配布物

・11月定例理事役員会の議事録、創立20周年記

念委員会議事録を配布しております。ご一読

ください。

・10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。

・クリスマス家族会のご案内を配布しておりま

す。ご出欠の回答は同封のハガキにてお願い

致します。

と き：2018年12月20日(木) 18：30～

ところ：グランドプリンスホテル広島1階

｢シーショア｣

２.例会変更

・広島西南RC「職場訪問例会」

と き：11月20日（火）12：30～※同日変更

ところ：ロボットパークひろしま

・広島廿日市RC「夜間例会」

と き：11月12日（月）18：30～※同日変更

ところ：北京料理 桂蘭

３.休会

・11月22日(木) 広島北RC

４.お知らせ

・11月2日に広島日タイ友好協会へ『タイ女

児就学支援金』をﾋﾟｱﾉｺｽﾓｽ分と合わせて11

万円、寄付いたしましたことをご報告いた

します。

外部環境の変化と若年層への消費者教育の重要性

 2018年6月に改正民法が成立し、2022年4月より成年年齢
が引き下げられる（20歳→18歳）。
―― 現行民法では、未成年者が行った契約は、親権者

の同意を得ずにした場合には取り消すことができる
（＝消費者被害に遭った場合でも、未成年者取消権
を行使することで被害の回復を図ることができる）。

 成年年齢が引き下げられることにより、高校在学中から全
ての契約行為（売買、貸借、予約、贈与等）の結果責任を
引き受けざるを得なくなる。インターネット上の取引も例外
ではない。

 このため、学校教育における「消費者被害の防止・救済に
向けた消費者教育」の重要性が高まっている。
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会員数 23名 出 席 率 82.61％

出 席 18名 ご 来 賓 4名

欠 席 5名 ご 来 客 2名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

ニコニコ箱

￥3,000 累計￥281,274
☆石丸 博昭会員

日本銀行 広島支店長 濱田秀夫様 本日の

卓話、楽しみにしております。どうぞよろし

くお願い申し上げます。

☆三宅 恭次会員

濱田支店長、ようこそ！お話楽しみにしてお

ります。

私ごとで６回目となるひろしま国際平和マラ

ソン10キロに出走！完走いたしました!!日頃

のジム通いのお陰です。

☆奥芝 隆会員

孫、晟正(あきまさ)が４日に開かれた第30回

広島県小学校総合体育大会、陸上800mで４位

になりました。思わず、「あきまさ、ガンバ

レ」と大声を張り上げた71歳でした。それに

しても谷先輩、孫ってかわいいですね。

出席報告 第907回 10月25日
そして、卓話を頂きます伊藤忠商事中四国支社

担当部長 幸村憲治様 楽しみにしていま

す。どうぞ宜しくお願いを申し上げます。

さて、本日の会長時間でございますが、先日

安芸ロータリー様の例会にお邪魔させて頂きま

した。そちらでも非常に気持ち良く歓待を頂

き、突然の訪問にも関わらず、多くのメンバー

様にお声掛けを頂き感謝しています。

折角ですのでと思い、中途退席することなく

最後まで卓話を聴く機会に恵まれました。

卓話者はプロレス団体で有られるZERO1の代表

株式会社ドリームオンステージ 取締役会長

大谷晋二郎氏で営業本部長・リングアナウン

サーの沖田佳也様と広島世羅町出身女子レスラ

ーの世羅りさ様を帯同されての卓話です。

代表の大谷様はプロレス愛について非常に熱

く語られ、プロレスを通じて皆様に元気を届け

たい。また、強い者はいじめなんてしない！何

事にも一生懸命やっている者が報われないなん

て嘘だ！という気持ちを子供たちに伝えたいと

小学校を廻り、苦しくても立ち上がる姿を見せ

る活動を続けておられます。

活動当初は中々理解してもらえず、断られる

事が多かったとの事ですが、NHKの取材を受

け、これをきっかけに活動の幅が拡がっていま

す。

来たる11月18日にもマリーナホップでリングを

設営し、子供たちにプロレスを通じ熱い気持ち

を伝えられるとの事でした。

そして、この卓話を組まれた安芸ロータリーの

方も非常に熱い心の持ち主です。

当広島安佐ロータリークラブにも機会があれ

ば卓話にお越し頂き皆様にご紹介できればと思

います。

2018年11月15日(木）第910回

3階｢安芸の間」

会長時間

今日は、広島陵北RC・小川 嘉彦様、広島西

南RC・田中 和之様、山田 泰子様、上田 直

治様、折本 緑様、沢山の皆様にお越し頂き、

誠に有難うございます。

｢中国との付き合い方｣

伊藤忠商事(株) 中四国支社

食料担当部長

幸村 憲治 様



今回は広島安佐ロータリークラブ様例会の貴

重な卓話のお時間を頂きまして、感謝申し上げ

ます。

何の話をしようかと迷いましたが、私のライ

フワークの一つでもあり、会社経験の中で約10
年現場に身を置いてきました経験を基に中国の

お話をさせて頂こうと考えました。

中国に関しましては、日本の隣国であり、歴

史的にも良きにつけ、悪しきにつけお互いに影

響を及ぼしてきた相手であることは間違えが有

りません。

中国は嫌いだ、どうも好きになれない、行き

たいとも思わないという方々の声を多く聞きま

す。さりとて、隣国である以上どうしても無関

心ではいられない相手で有る事にも間違いはな

いと思います。目を背けたくなるような事実も

沢山有りますが、今こそしっかりと相手の事を

知り、関心を持って事実を判断しなければなら

ないのだと思います。

本日話します内容は、かなりタッチーな話も

しますので、このオープンになる原稿にはその

内容は残しませんが、私なりの経験と情報に基

づく話ですので、何かのヒントになればと思い

ますし、これからニュースで中国の事をやって

いる時の関心の一助になればと思います。

本日のプログラム

11月15日(木) 第 910 回

幹事報告

｢中国との付き合い方｣
伊藤忠商事(株) 中四国支社

食料担当部長 幸村 憲治 様

１.BOX配布物

・年次総会のご案内を配布しております。

と き：2018年12月13日(木)

・休会のご案内を配布しております。

(12月27日)

２.例会変更

・広島南RC

と き：11月30日(金)12：30～※同日場所

変更

ところ：上田流和風堂

クリスマス家族会」

と き：12月21日(金)18：00～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島4F

クリスタルホール

３.休会

・2018年12月27日（木）広島北RC

・2018年12月28日（金）広島南RC

４.お知らせ

・広島日タイ友好協会様より、この度の寄付に

対するお礼状が届いております。

・18日(日)のサッカーチャレンジマッチへご出

席される方は、白ジャンパーの着用をお願い

致します。

・22日は休会のため例会はございません。

・29日の例会は18日(日)のサッカーチャレンジ

マッチへ例会変更となっております。

(従って、次の通常例会は翌月12月6日となり

ます。）お間違えのないようよろしくお願い

致します。



会員数 22名 出 席 率 81.82％

出 席 16名 ご 来 賓 1名

欠 席 6名 ご 来 客 1名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 1名

ニコニコ箱

￥36,274 累計￥317,548
☆石丸 博昭会員

本日卓話を頂きます、伊藤忠商事 中四国支

社 幸村様ようこそ。楽しみにしています。

よろしくお願い申し上げます。そして、メー

キャップにお越し頂きました、広島西南ロー

タリークラブ、田中和之様、山田泰子様、上

田直治様、折本緑様、広島陵北ロータリーク

ラブ、小川嘉彦様、ようこそ、ゆっくりおく

つろぎ下さいませ。先日安芸ロータリークラ

ブに出席させて頂きました。例会卓話に、プ

ロレスラーである大谷晋二郎さんがとても

“熱い心”のお話をされていました。子供た

ちにいじめ撲滅を伝えるイベントを全国でさ

れています。

☆青木 幹丸会員

先日10日の娘の結婚披露宴には会員の皆様に

御出席を賜り、また過分なる御祝儀を頂戴い

たしましたこと、誠に有難うございました。

お陰様でつつがなく終えさせてもらいました

上に、若い二人にも新しいスタートを切らせ

て頂きました。今後共宜しくお願い申し上げ

ます。

☆奥芝 隆会員

青木さん、お似合いの娘さんご夫婦でした。

幸多かれん事をお祈りいたします。また、安

佐ロータリークラブを約200名の皆様に宣伝

をもしていただきありがとうございました。

☆長神 憲一会員

青木様、素敵な結婚式でしたね。本当におめ

でとうございます。一安心ですね。

☆大串 修二会員

青木さん、とても素敵な結婚式に呼んで頂き

嬉しかったです。おめでとうございます。

☆幸村 秀夫様

今回の卓話御礼をニコニコ箱にいれてくださ

いました。

出席報告 第908回 11月1日

広島市こども療育センター育成園より

こども達がトランポリンを使っている

様子の写真が届きました。

「御寄贈いただいたトランポリンは、

室内用として大切に使用させていただ

いております。子どもたちの多くは、

トランポリンが大好きです。雨の日

は、トランポリンでジャンプを楽しん

でいます。」とのことです。

崇徳学園ＩＡＣ募金

11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 30,000円

第5回
8.20 BA杯 仲間の絆

サッカーチャレンジマッチ

2018年11月18日(木）第911回

広島県立祇園北高等学校



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・・・」

浮田 収

設立～感謝の20年～

早いもんですね。二宮先生からお声掛け賜わ

りました時が40才そこそこ。若僧には未だ早い

かなと思い、弊社先代に相談。二宮先生のお声

掛けならば、お前も少しは真面目に成りかけた

か、と言いながら 笑顔を浮かべてくれまし

た。

設立当時もメンバーに恵まれ、週一のランチ

が緊張感無しで、割に楽しかったのを記憶して

おります。

その年は 、若貴の兄弟横綱・最長の吊り橋

・明石大橋・松坂大輔 ノーヒットノーラン・

テポドン、業界では半額バーガー、いつ迄続く

かな？と思っていた頃でした。

中でも、一番の記憶は、週一の楽しみなランチ

も危機となり、会の運営予算が厳しく、事業を

する事となり、初代佐藤会長音頭のもと、全員

参加で主、エリザベトの学生の方々にご協力頂

きコンサート事業開催いたしました。

大成功し、美味しかったお酒の味が忘れられ

ません！

例会進行内容、奉仕活動、奉仕旅行、懇親食

事会、ゴルフ旅行…。

何を企画しても弾みを感じたものです。現在は

となると、横着な気持ちと、身体も重たくな

り、故障もあり… ポンコツかな？何かエンジ

ンが回りきらない。

会員数も、特に多くて30名弱、 AV.で20名。

会員は、元気良く、活力漲っていると迄は、無

くしても活躍されています。

今後更に30年後、小生も未だぶら下がってい

ると思います。発足して有る程度の会費で賄っ

ているが、我々の息子達に、 将来は同じ会へ

と推奨する為には小さくても、今以上に楽しみ

な会にする事が責務と考えております。

勿論、クラブでも協議致し、弱小でも維持でな

く、成長するシステムが必要かと。

会員を増員！最初のスタートは、会員の協力で

事業を行なったものです。このような考えをす

るのは小生だけかな？

我がクラブが、少人数クラブとして、ロータ

リー全体の参考になれば活きた証。

広島安佐ロータリークラブの益々の成長、そし

てこれからも、会員諸先輩宜しくお願い致しま

す!!

第５回8.20BA杯“仲間の絆”

サッカーチャレンジマッチ

(旧称：安佐南区土砂災害復興支援少年サッカー親善大会)

広島安佐クラブは11月18日(日)、広島県立祇園高等学校

グランドにて行われる「第５回 8.20 BA杯 仲間の絆

サッカーチャレンジマッチ」へ共催し、当日を例会変更と

いたしました。

肌寒い、曇り空の元ではありましたが、子供たちが一生

懸命駆け回る姿と明るい笑顔に、希望を感じる一日となり

ました。

参加チーム：梅林小学校サッカー教室

緑井小学校サッカー教室

大塚サッカークラブ

大町サッカークラブ

熊野SSS

中筋SC

山本少年サッカークラブ

美容組合青年部チーム

祇園北高等学校女子サッカー部

共催：広島県立祇園北高等学校

協力：広島県立祇園北高等学校サッカー部・4種安佐南区

審判部

後援：広島県美容業生活衛生同業組合青年部



生年月日

ゴルフ、草野球(ソフト含む)

氏 名 横手 裕康 1978年3月29日

名前だけは･･･ただ私には縁のないクラブだと思っていました。

広島県江田島市出身、4人兄弟の2番目として生まれる。サラリーマン時代に

独立を目指し、社会保険労務士資格を取得、現在に至る。

ワイアンドジー社会保険労務士法人 代表社員

入会前にロータリークラブ

のことを知っていましたか

生い立ち

趣 味

職業・役職

年齢・ジャンル問わず本当に気さくにお話して頂けます。また、例会

では皆さんとのお話や卓話など、勉強させて頂いております。

合同会社ジャオの岡本忠文さんのご紹介で入会させて頂きました。入会の動機・きっかけ

入会を知った家族の反応 色々勉強させてもらえ･･･と両親から。

アットホームではあるけど･･･仲間に入ることができるだろうか？？

ロータリー活動への提言

ロータリークラブで積極的

に取り組みたい活動

自分の中でのロータリー

の位置づけ

現在の安佐クラブの印象

入会当初の安佐クラブの印象

ロータリアンとして、恥ずかしくない行動や振る舞いを行うことはも

ちろん活動を通じてもっともっと広い世界を感じていきたいです。

青年奉仕活動や国際奉仕活動に取り組んでみたいと思っています。

これからどんどん名前を覚えて頂いて、お力になれるように頑張りま

す。

新会員紹介コーナー


