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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

2019年1月10日(木）第915回

3階｢安芸の間」

創立20周年

会長時間

｢会長年頭挨拶｣

会長 石丸 博昭 様

あけましておめでとうございます。

皆様方におかれましては、つつがなく平成最後

の新年を笑顔で迎えられました事、心よりお慶

び申し上げます。

時は早いもので、広島安佐ロータリークラブ

2018-2019年度 会長の任を戴き半年が過ぎ、

時間軸では折り返し地点です。昨年を振り返り

ますと、豪雨災害による波乱の幕開けではあり

ましたが、夏の家族会もズームズームスタジア

ムに新しくできたバルコニーでの観戦や育成園

への奉仕活動・サッカーチャレンジマッチへの

協賛・クリスマス家族例会などが出来、例会卓

話についても㈱フマキラー様の実演付き卓話な

ど楽しく有益な例会が行われました。

ロータリー活動の方向性については8/26(日)

開催 地区指導者育成セミナーでプレゼン頂き

ました、エンドポリオの意義や、地区補助金・

グローバル補助金の活用について学べたと思い

ます。

年明けからは、1月20日の天皇杯都道府県対抗

駅伝応援を皮切りに2月13日宗徳学園ガン撲滅

講和、そして記念すべき広島安佐ロータリーク

ラブ20周年記念例会を迎えます。その後、お花

見例会や、比治山清掃活動などまだまだ楽しい

イベントも盛り沢山。折角のイノシシ年ですの

で、猪突猛進で進みたいと思います。

因みに1月はロータリー職業奉仕月間となって

います。皆様、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願

いを申し上げます。

今年は4月30日に天皇陛下が最後のお言葉を述

べる「退位礼正殿の儀」が執り行われ、翌5月1

日より元号が変わります。日本人にとって元号

は独自の暦であるとともに時代を映す鏡とも言

えます。また、10月より消費税率の引き上げを

予定し、消費活動について大きく変わる年とな

ります。

通信環境は５Gとなり、AIやEV・自動運転技

術もより進み、各家庭の中に浸透しつつありま

す。身近なところでは、今まで無かった様な新

しい技術もレポートではなく実際の商品として

活用され始めました。

2019年の干支は己亥（つちのとい）です。

己の年は完成した自己や成熟した組織が、足元

を固めて次の段階を目指す準備をする年だそう

です。また、亥（い）は発芽に備えてエネルギ

ーを貯める時期だそうです。

亥の年は干支でいう最後の年で翌年から始まる

種の成長に備え、個人は知識を増やし、組織は

人材育成や設備投資、財務基盤を固めるなど内

部の充実を図ると良いそうです。

小ネタとして受け売りではありますが『亥年』

の特徴3つ紹介します。

１ 選挙の年 統一地方選挙が4年ごと、参議

院選挙が3年ごとでその最小公約数が12年

の亥年です。

これに伴うジンクスも有るようですが今年

は如何でしょうか？

２ 株式は小幅な値動き株式相場では亥年の前

の戌年は笑う、次の子年は繁栄と言われ

『亥固まる』だそうです。

３ 亥年は災害に備える なぜか亥年に地震が

多いそうです。

・1707年 宝永地震 富士山宝永噴火

・1923年 関東大震災

・1983年 日本海中部地震 三宅島噴火

・1995年 阪神大震災

・2007年 新潟県中越沖地震



さて、広島安佐ロータリークラブとしても今

年20周年を迎え、温故知新として記念誌を発刊

させて頂き、より活動的な皆様に愛されるクラ

ブとなればと願っています。

昨年のガバナー公式訪問の時、お話を頂きまし

たグローバル補助金の活用についても是非とも

チャレンジをして頂きたいと思っています。

2019年を迎えて皆様にお願いしたいことが4

つございます。

先ずは 『皆様の健康と安全』です。昨年の豪

雨災害による影響は未だ全面復旧とはなってい

ませんが、経済的な損失は取り戻すことが可能

です。健康は何物にも代えがたい宝物であり、

ロータリー活動の原動力の一つと思います。

二つ目は、力を合わせる『仲間を増やす』事。

一人では動かない大きな石も人数が集まりベク

トルを合わせると簡単に動かせることが出来ま

す。そして仲間が増える事により、互いに影響

しあい学びの場が拡がると思います。

三つ目は、『寛容の精神』です。私がこれを言

うと言い訳がましいかもしれませんが、社会問

題の多くは社会観用の問題ではないか？ちょっ

と寛容であるだけで解決する問題は多いと思い

ます。その中で我々の奉仕活動へのヒントが有

る様に思います。自然な思いやりや、やさしさ

をみんなが持つことが出来たならば、奉仕活動

は自然と日常の中で行われると思います。『4

つのテスト』を今一度確認し、実践をお願いし

たいと思います。

最後に『20周年記念例会』の成功に向け皆様

の積極的な取り組みとご提案です。

記念例会まであと2ヶ月、各委員会ごとに委員

会を開きプランニングの取りまとめをお願い致

します。

そして本年も粛々と我々の活動が進み、根付い

ていくことを、そして活動を通じて、ロータリ

ーが会員の方の人生に幸をもたらすことを願う

次第です。

最後になりますが、本年が会員の皆様とご家

族にとって素晴らしい一年でありますことを心

からお祈り致し、年頭の挨拶とさせていただき

ます。

本日のプログラム

1月10日(木) 第 915 回

幹事報告

｢会長年頭挨拶｣

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。

(2月14日)

・12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。

・がん予防講話会のご案内を配布しておりま

す。ご出欠は回覧にてお願い致します。

・国際ロータリー 第2710地区2017-18年度の地

区活動報告書が届いており ます。ご一読く

ださい。



会員数 22名 出 席 率 90.91％

出 席 19名 ご 来 賓 0名

欠 席 3名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

ニコニコ箱

￥31,000 累計￥384,548
会員記念日（1月）
☆誕生日おめでとうございます。

・谷 勝美会員（S17.01.28）

何とか77歳を迎えることが出来ました。これ

からも皆様にはご迷惑をお掛けすると思いま

すがよろしくお願い致します。

☆創業日おめでとうございます

・長神 憲一会員（S23.01.30）

今年の4月末日で平成が終わります。会社は

創業71年になります。平成元年から会社を受

け継いで31年になりました。それまでの社長

業も含め長い間会社に携わってきましたが、

もう少し頑張りたいと思います。三代目には

創業100年まで頑張って下さいと伝えまし

た。

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・中村 富子会員（和人：15日）

パーナーは54歳になります。いつまでたって

もやんちゃなおじさんで困ってます。

・浮田 収会員（麻美：22日）

あっと言う間に愛妻と一緒になり32年。結婚

当時は･･･？よりも本日長女が三十路仲間入

り。行く宛てなしです。皆様何かありました

ら、宜しくです！最後、男子駅伝宜しく！

・奥芝 隆会員（博子：28日）

家内70歳になりました。彼女には何もしてあ

げていないので、今年こそ！

☆入会月おめでとうございます

・山口 洋充会員（2013.1.10）

☆石丸 博昭会員

皆様、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

出席報告 第913回 12月13日２.例会変更

・広島陵北RC「３ＲＣ合同夜間例会」

と き：2019年1月24日（木）18:30～

※1/23(水)の変更

ところ：ホテルグランヴィア広島４階「悠久

の間」

・広島北RC「広島陵北・広島安佐・広島北

3RC合同夜間例会＆懇親会」

と き：2019年1月24日（木）18：30～

※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島４階

・広島東南ＲＣ「新会員歓迎例会･懇親会」

と き： 2019年1月28日(金)18:30～

※同日変更

ところ： ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

・広島東RC「職場訪問例会」

と き ： 2019年1月23日(水)

12：30～14：30

ところ ： イオンモール㈱ THE OUTLETS

HIROSHIMA

・広島中央RC「広島中央特別支援学校訪問例会

及び交流会」

と き：2019年1月21日(月)12:30～14:30

※同日変更

ところ：広島県立広島中央特別支援学校

３.休会

・1月31日(木) 広島北ＲＣ

４.お知らせ

・ロータリーカレンダーをまだお持ち帰りにな

られていない方がいらっしゃいましたら、受

付に出しておりますのでお持ちください。

・次週１月17日は休会となっております。お間

違えのないよう、お願い致します。

・１月20日（日）の全国男子駅伝に参加される

方は、9：30に平和公園噴水前にお集まり下

さい。懇親会からご参加の方は、18：30まで

にむさし土橋店にお集まり下さい。

・次回例会は1月24日（木）の3RC合同夜間例会

です。ホテルグランヴィア広島４階、18：30

からです。よろしくお願いいたします。

・本日、当クラブ会員・パートナー様宛てに創

立20周年記念式典及び祝賀会のご案内を配布

する予定でしたが、後日郵送することとなり

ました。締切期限が短くなりますので、ご協

力の程、よろしくお願いいたします。



天皇盃第24回全国男子駅伝

広島県代表選手の健闘を称える会

2019年1月20日(日)

広島、優勝へ一歩届かず！

～広島安佐RCは広島県チームを支援しています～

浮田会員のお店「いろり」の４階の宴会場、スタートを見届け

て昼食のため帰って来ていた安佐クラブの会員、熊野中、海田中

の陸上部の生徒さんらが大型画面に見っていると、１区の出遅れ

を挽回する如く３区の吉田が並み居る大学、実業団の強豪をごぼ

う抜きして宮島口桟橋前の襷渡しで３位。「優勝」の二文字がち

らつき始めました。４区の倉本に我らの願いが乗り移ったように

２位に躍進すると、真ん前に陣取っていた「世羅高校を日本一に

する会」の荒谷先生が「それ、行け！」の掛け声、これに呼応す

るように我がクラブ員や生徒から大きな拍手が起きました。

今年で24回を迎えた「全国都道府県対抗男子駅伝」、広島県チ

ームは第一回大会以降、優勝から遠ざかっています。

２０１１年の暮、雪の降る日、丁度シェラトンホテルでクリス

マス例会を予定していた日、浮田会員からケイタイへ…、「今

日、ちょっと早う来てやあ。相談したいことがあるけえ」なんじ

ゃろう？幹事のわたし（三宅）、会長の松岡さんとシェラトンへ

駆け付けました。これが今日まで広島県チームを支援することに

なったスタートの日でした。

年が明けて第三日曜日には大会が行われる、年末年始の休み期

間を考えるとほとんど準備期間はない、クラブ内の承認は…こり

ゃ間に合わん、と内心思ったものですが…。

まず、広島県チームを応援いうても皆沿道で応援しとるじゃな

い？との疑問、ところが話を聞くとこれは微力かもしれが支援を

要請されたことに応えなければとなった次第です。

この大会は第一回以降、広島在住の各都道府県出身者で組織さ

れた「県人会」が選手、スタッフをレース前は激励会、終了後に

は慰労会を行っていることなど知る由もなく、我々には沿道の、

県名を染め抜いた幟、旗が揺れるところしか認識がなかったので

すが…。浮田会員、慰労会の会場のバックタイトルに一応「祝勝

会」も準備したそうですが、これは来年への持越しになります。

当時、広島県チームは特に中高の選手はそれこそ「芝生に荷物を置いて、

終わるとそれをもって帰っていた」とのこと。これはあまりに酷い、地元と

して「抜かっていた」と思い知らされました。我々のクラブは大したことは

できないが、「やろう」ということになり、クリスマス例会で松岡会長が急

遽、緊急提案をして了承を取り付けました。その後は事実上の担当者浮田会

員が獅子奮迅の活躍、慰労会場もお店で引き受けてくれました。最初の年に

は沿道で打ち振る「頑張れ、広島県」の旗が本数的に間に合わず、広島県が

作った観光キャンペーンの旗、当時大河ドラマが「平清盛」だったのでその

旗を持って行ったことも懐かしい思い出です。

現在は熊野中、海田中の陸上部員、インターアクトクラブの崇徳高校の生

徒等、広がりが出てきており、特に夜の慰労会は参加者が年々増えていま

す。

出場選手が皆の前で発言、不本意な成績の選手には「来年頑張れよ」、卒

業して、青学や早稲田などの名門大学へ進む選手には「箱根で頑張れ」の声

が飛びます。

今年の大会は優勝の可能性がありましたが、結果は４位に終わりました。



2019年1月24日(木）第916回

ホテルグランヴィア広島4階「悠久の間」

『３ＲＣ合同夜間例会』

年に一度、親・子・孫が一堂に集う

夜間例会

2019年1月24日(木)、ホテルグランヴィア広

島「悠久の間」で新年恒例の「３ロータリーク

ラブ合同夜間例会＆懇親会」が開かれました。

３ロータリー輪番で幹事をしており、今年は

親の広島北ロータリークラブ。先ずは北RCの三

保二郎会長の点鐘、国歌斉唱、ロータリーソン

グ「奉仕の理想」で例会スタート。幹事報告は

陵北RCに次いで安佐の山本拓治幹事、ここでは

例会変更等を述べるところですが、山本幹事、

本来懇親会で紹介する今年度の会長、副会長、

幹事の紹介をややフライイング気味に行いまし

た。

この３ロータリーの合同夜間例会はかれこれ

10年以上続いており、今回も3クラブから200人

近くが出席、結束の強さを地区の他クラブに示

しました。

こうした集まりが実際のロータリー活動にお

いても緊密さを生んでおり、親―子、子―孫に

おいてはメイキャップした際の出席料は免除に

なっております。また、北と陵北ではグローバ

ル補助金を申請して海外での「水」プロジェク

トを共同で行っています。

とはいえ、この夜間例会のメインは懇親会、

グランヴィアのメニューは中々豪華、前菜に始

まって全部で8品、お酒は流川の綺麗処がお酌

をはじめ行き届いた接待をしてくれました。

余興は北の「ノーザンヒルズ」と北の「北歌

団」のバンド演奏。ノーザンヒルズはハワイア

ンスタイルの衣装で登場、ボケ防止を口実に結

成されて6年。ベンチャーズサウンドなどを中

心に披露。

北歌団は昨年7月結成されたばかり、キャッ

チフレーズは「モテるちょい悪おやじ」だそう

で、まさにボーカルはそのキャッチを体現して

いました！（久保豊年副会長…？）、サウンド

はとても結成半年とは思えない見事なもの、演

奏三曲のラストナンバーのドラマーはプロを思

わせる見事なスティク捌きでした。

そうこうするうちに宴もたけなわ、というこ

とでお開きの時間になりました。

あいさつに立った北の久保豊年副会長は「こ

の三クラブは人間でいえば直系尊属、非常に濃

い関係です。これからもあらゆる分野で協力、

協同していきましょう」締めました。

わが石丸会長も懇親会冒頭のあいさつで「安

佐もスリランカでグローバル補助金を使ったプ

ロジェクトを検討している。どうか北ＲＣ、陵

北ＲＣの協力、助力をお願いしたい」と述べて

います。

安佐RCは3月に20周年を迎えます。陵北RCが

30周年、北RCが50周年と奇しくも三ロータリー

が節目の年を迎えます。





安芸郡江田島町（現在：江田島市）
３男１女の次男として生まれる・・

・何をするにも一つ上の兄についてまわる

・挨拶もできないような恥ずかしがり屋

2019年1月31日(木）第917回

3階｢安芸の間」

会長時間

一月最終例会となり、会長職を預かり、早７か

月が経過しました。いつも私の職業分類のネタ

をご披露していますが、新年始まりの月ですの

で、カレンダーの事をお話したいと思います。

建築や不動産に携わっていますと六曜（大安

や仏滅など）が有りますが、そのカレンダーに

は日曜日始まりと月曜日始まりの２種類を見か

ける事が有ると思います。

このカレンダーの始まりが何曜日始まりか、に

ついては皆様も既にご承知かとは思いますが、

キリスト（釈迦）の天地創生がその始まりとの

事でございます。一週間の創造の中で完成をみ

た曜日を休息日としたものが日曜で週の終わ

り。日曜日始まりのものは旧約聖書によるそう

です。

さて、ここから・・。

日本では節分も近づき、お孫様などもお集まり

になる機会があるかと思いますのでちょっとし

たトリビアを。

今日は１月末日ですのでロータリーカレンダ

ーの一月を持参しました。

何月のページでも構いませんので見て頂きたい

のですが、どこの日でも構いません、縦２×横
２マスの日にちをクロスで足すと同じ数字にな

る事に気づきます。

そして縦３×横３マスの対角を足すと・・。な

んと囲まれた中心の数の２倍になります。（こ

れは何月の何日を囲っても構いません）

全ては紹介しきれませんが、カレンダーには

これ以外のトリビアもたくさん隠されているよ

うですので、皆様も探してみて下さい。

｢新会員卓話｣

～これまでの私～

横手 裕康 様

何をお話しようか・・迷いましたが、私自身

を知って頂きたいということでこれまでの経歴

を簡単に・・・お話させて頂きます。

私は、1978年（昭和53年）3月29日に江田島

市にて、3男1女の2番目として生まれました。

父親は当時広島マツダにて勤務、母親は隣町の

保育士職員として勤務しておりました。

幼い頃は、何をするにも一つ上の兄の背中に

ぴったりくっついて回るような、そして挨拶を

することも恥ずかしがるような子だったと思い

ます。

そんな私を見かねてか・・地域のソフトボー

ル少年団に入団させられることになりまして・

・ここから実は大学卒業まで計16年間、野球に

携わることになりました。大した成績を残すこ

とはできませんでしたが、人より上手くなりた

いという気持ちで毎日毎日練習に励んだことだ

けは誇りです。

野球生活が終わり、野球に注いできた情熱を

残りの学生生活や、就職活動にも生かせればよ

かったのでしょうが・・抜け殻のようになった

私は、残りの大学生活も毎日ダラダラと過ご

し、卒業後もなんとなく知人を介して広島のあ

る企業に就職をしました。

なんとなくという気持ちで働く私にとって、

毎日の仕事は苦痛でしかなく、結果3ヵ月も経

たず退職しました。次に選んだのは、洋服の販

売員という職業でした。自分には割とこの販売

員の仕事は向いていたような気がします。楽し

かったですし。ただ、将来を考えてはおらず、

毎日毎日楽しいということだけで過ごしていた

と思います。



今思えば・・毎日をただ過ごしているだけの

その時の自分に嫌気がさしていたのだと思いま

す。30歳が近づくにつれ、“このままでいいの

か？”という気持ちが大きくなってきました。

本当に何でもよかった。とにかく何か情熱を注

げることはないかと探しているときに、「社会

保険労務士」という国家資格があることを知

り、これだと。

よし、この資格を取って独立してやろう！！

要領が良い方ではないので、結局合格までに

３年かかりました。

経験もなければ、コネもない。資格を持った

ものの、どうすればよいのか？考えるものの答

えは出ない。ならば、とりあえず、看板をあげ

よう。で、平成20年6月15日、「横手社会保険

労務士事務所」を開設しました。

今考えれば、無謀なスタートでした。分かっ

ているのは、自分が動いて仕事を取ってこなけ

れば明日のごはんを食べることができないとい

うことだけ。そこからは、①時間があれば人に

会う②頼まれごとは断らない・・そのことだけ

は続けてきました。おかげ様で開業して10年、

なんとか続けてくることができました。平成29

年10月には事務所も法人化し、「ワイアンドジ

ー社会保険労務士法人」と命名しました。由来

ですが、Yという単語には未知数という意味が

込められています。Gは創造（ジェネレーショ

ン）を意味します。未知なる創造を目指すとい

う意味を込めました。

このたび、ご縁があって安佐ロータリーに入

会させて頂くことができました。仕事の面で

は、“もっともっと稼ぎたい！”とか“事務所

を大きくしたい！”など欲張りな自分がいま

す。一方ででロータリアンとして、奉仕の心で

活動させて頂き、自分自身のバランスが取れれ

ばいいかな・・・と思っています。

皆様これからもご指導よろしくお願いします。

平成29年10月・・
開業から9年半で

• 個人事務所を法人化

• 平成29年10月

• ワイアンドジー社会保険労務士法人

• Y・・「未知数」

• G・・「創造」

• 未知なる創造を目指すという意味を込
めて

本日のプログラム

1月31日(木) 第 917 回

幹事報告

｢新入会員卓話｣
横手 裕康 会員

１.BOX配布物

・1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。

・2月2日に行われる2018～2019年度ＲＩ第2710

地区グループ6.7合同ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞのプロ

グラムを参加者の方に配布しております。

(ご参加できない方も必要であればお声掛け

ください）

・がん予防推進活動調査・会社におけるがん予

防に関する調査のアンケート用紙を配布して

おります。記入のうえ、事務局までご提出下

さい。よろしくお願いいたします。

・14RC合同ゴルフ大会のご案内を配布しており

ます。ご出欠は回覧にてお願い致します。

・公益財団法人ロータリー日本財団・公益財団

法人ロータリー米山記念奨学会の確定申告寄

付金領収証を配布しております。再発行はし

ていただけませんので、大切に保管くださ

い。

・RI第3690地区（韓国）地区大会のご案内を配

布しております。参加希望の方は事務局まで

ご連絡下さい。

２.例会変更

・広島廿日市RC「RCC地区大会」

と き：2月3日(日)10：00～※2月4日(月)の

例会変更

ところ：JMSアステールプラザ

・広島陵北RC「職場訪問例会」

と き：2月6日(水)12:20～15:00※同日変更

ところ：マツダミュージアム※マツダ本社内

３.休会

・2月12日(火) 広島ＲＣ

４.お知らせ

・特定非営利活動法人ひゅーるぽんより、協賛

金のお礼でオリジナルステッカーが届いてお

ります。数に限りはございますが、ご興味の

ある方はお持ち帰り下さい。

・クマヒラ 抜粋のつづりの七十八を配布して

おります。



会員数 22名 出 席 率 95.45％

出 席 21名 ご 来 賓 0名

欠 席 1名 ご 来 客 0名

メーキャップ 0名 ゲ ス ト 23名

ニコニコ箱

￥6,000 累計￥390,548

☆堀江 正憲会員(広島陵北RC)

安佐ロータリークラブの皆様には、いつもお

世話になっております。本年も、よろしくお

願い申し上げます。

☆石丸 博昭会員

入会候補のさいらい企画㈱代表取締役梁賢春

様、米山奨学生レ･シー･タン君、ようこそ！

メーキャップにお越し頂きました陵北RC堀江

様・ 森中様ようこそ。本例会は1月度最終

例会で す。皆様どうぞ宜しく御願申し上げ

ます。

☆八條 範彦会員

約2ヶ月、休会させてください。色々と宜し

くお願い致します。

☆奥芝 隆会員

野村さん、いつもSAAの代役として活躍して

いただき、まじめに感謝いてしており、今日

出宝いたします。ありがとう。（今日は幣さ

んが来てくれました。）

☆奥芝 隆会員

横手さん、今日の卓話ですが、まあ楽しみに

しておきましょう。

☆岡本 忠文会員

お客様ようこそいらっしゃいました。本日の

ゲスト梁様、ご入会お待ちしております。ま

た、会員卓話は横手会員です。楽しいお話を

期待しております。ご挨拶卓話となりますの

で、これからも宜しくお願い致します。

出席報告 第914回 12月20日

崇徳学園ＩＡＣ募金

1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 40,000円

2018-19年度国際ロータリー 第2710地区・第3690地区

日韓親善インターアクト歓迎式

1月19日。野村 裕芳会員が参加した様子です。

谷 勝美会員

喜寿のお祝申し上げます。いつまでも変

わらずお元気で、さらに米寿へとお喜びを重

ねられることを心からお祈り申し上げます。


