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例会日／毎週木曜日 例会場／リーガロイヤルホテル広島

会 長／石丸 博昭 幹 事／大串 修二 Vol.570

＜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3月7日(木）第921回

創立20周年記念夜間例会

式典：音戸の間

祝賀会：宮島の間

創立20周年

２０１８-１９年度の石丸博昭会長の 大のテーマは２０周年記念の準備をしっかり進め、滞りなく、成

功裡に終えることが出来るか、でした。

準備は２０１８年初めの「被選時代」から役割分担でスタート、７月から本格的な準備が始まりました。

各パート、パートで進み具合に濃淡があり、さらに 大の問題は弱小クラブ故の「予算」でした。しかし、

年が明けてまさに２３名の会員全員が一丸となって「ゴール」の３月７日を目指しました。

当日、午後三時、式典会場の「音戸の間」に集合、まずは進行台本に沿ってのランスルー。石丸会長の先

導による入場から…、来賓役は奥芝隆会員などが務めて行われました。

谷勝美大会本部長等の入場から着席までの流れ、吉原久司ガバナー、信原弘陵北会長への花束の渡し方等

々、その都度チェック、修正、その中で 大の問題は石丸会長の「来賓紹介」に掛かる時間、これはまずま

ずのラップゆえ全員紹介することに。そして石丸会長の式辞、これがなんと「噛み、噛み」、先輩会員から

「ダメじゃん！」「練習します」。

五時過ぎ頃から広島の各クラブの会長・幹事、遠来の北上和賀ＲＣ、太子ＲＣなど来賓の方々が受付へ。

皆様からお祝いのご厚志を賜りました。お礼申し上げます。

六時三〇分、司会は青木幹丸会員、住職さんとしてお経、説教等で鍛えられた「喉」で第一声「これより

登壇される皆様が入場されます…」、やや緊張気味の石丸会長の先導で田中作次元ＲＩ会長など来賓が入

場、登壇して式典が始まりました。

会長の式辞は活舌よく噛むことなく乗り切りました（練習してよかった！）。なんと記念講演の田中元Ｒ

Ｉ会長の始まりが台本上は四分程度早まる順調さ。田中さんは原稿をしっかり準備してこられ、三〇分超、

よどみなく自らのロータリーから受けた影響「奉仕の大切さを知り、他者を思いやることなど人生観が変わ

った」、会長経験、ＲＩ会長就任などの関わり…、ロータリーの本質について「平和はロータリーから」な

ど私たちが「ロータリーとは」を改めて考える示唆に富んだ格調高い話をされました。



来賓祝辞は２０年前のクラブ創立時のガバナー仁田一也さん。おみ

足が悪いという事で杖は持っておられましたが、今年８９歳になら

れるとは思えないご健在振り。創立時の思い出として「…前年の１

０月頃でしたか、ほぼクラブの骨格が固まった段階で二宮義人特別

代表から電話がありました。『ちょっと相談ですが、会長を女性で

行こうと思うのですが良いでしょうか？』、私は即座に何ら問題あ

りません！それで行きましょう、と答えたことが思い出されます」

と。そしてポケットから、創立時祝賀会でのおみやげだったミニハ

ーモニカを取り出し吹き始められました。確かあの「うさぎ追いし

…」の「ふるさと」でした。ここで終わると思った会場から大きな

拍手が起きました。ところがこれで終わらずに次から次へと曲が…

云わばメドレー形式で吹き続けられました。まさに驚きの、ハプニ

ングの“祝辞”でした。次に登壇されました、親クラブの陵北の信

原会長「中々、仁田さんのあとはやりにくいのですが…」、笑いな

がらも、安佐RCの活動を讃えるご祝辞を頂戴しました。

次いで谷本部長が登壇して、２０周年記念事業として、広島平和

記念資料館にベンチを贈ることを、その経緯を説明して来賓の皆様

に紹介しました。

こうして、始まる前には随分予定時間をオーバーするのでは、と

内心心配していましたが予定時間を２分程度超える午後7時３２

分、石丸会長の点鐘で無事終了しました。

私（三宅）が司会の青木会員に「ほぼオンタイムでしたね」「仁

田さんの熱演がもう少し短ければ完璧でした」と。

祝賀の宴は会場を隣の「宮島の間」に移して…。もう式典のような緊張感はなく、石丸会長も肩の荷を下

ろしたような表情で席に着きました。皆さんが着席したところを見計らって佐藤会員の「キュー」でサック

ス四重奏団「カルフール・サクソフォン・カルテット」のファンファーレで開宴。

実はこの祝賀会の司会は大串修二会員と野村裕芳会員の二人が担当する予定でしたが大串会員がノロウイ

ルスにやられ４０度の高熱でダウン、急きょ野村会員の一人司会、先輩会員から「急なことで大丈夫かい

な」の声もありましたが、ナントなんとすばらしい司会、そして当意即妙のアドリブも入れて会場を大いに

沸かせました。

乾杯は松井敏ガバナー補佐「きょうは違うネクタイをしていたのですが、出掛ける時家内がこれにしたら

という事でこのピンクを締めてきました。ところが田中作次さんも同じネクタイ、実はこれは田中さんがＲ

Ｉ会長の時に頂いたものです」と披露して杯を上げました。

宴半ばでは２０年皆勤の青木幹丸会員、奥芝隆会員、佐藤恭子会員、谷勝美会員の４人に記念品贈呈。

心地良いサックス演奏を聴きながら、各テーブルでのお酒に料理、会話も弾み楽しいひと時もあっという

間にお開きの時間に…。

「安佐クラブと言わず、在広島のクラブに広く知られている、我がクラブの名物会員奥芝隆です…」との

コールで閉会の辞で登壇した奥芝会員、いつものユーモアを交えながらの話の途中で思わぬ“落とし穴”が

ありました。吉原ガバナー、松井ガバナー補佐、そして次の名前を上げる予定の、目の前におられる田中作

次ＲＩ元会長の名前が出てこない！出てこない！！、どなたが小声で「田中さん、田中さん」「ああそう

か、田中作次さん…」ここでまず大爆笑！奥芝さんが降壇する際に司会の野村会員がこのハプニングに見事

なフォロー、これまた大爆笑で見事に本当に見事な締めとなりました。

広島安佐ロータリークラブはこの日を境に２１年目の歩みを始めました。

これからも多くのロータリークラブ、ロータリアンの支援、地域の協力を仰ぎながら進んでいきます。



20周年記念事業

広島平和記念資料館にベンチを寄贈



2019年3月14日(木）第922回

3階｢安芸の間」

会長時間

“初代会長佐藤恭子会員、今月いっぱ
いで退会、名誉会員に”
佐藤会員がロータリークラブを辞める情報は

在広島のクラブを駆け巡り、「本当か？」とい

う問い合わせが数多くありました。

創立から２０年、今日までクラブのご意見番

として、重要な局面では大きな役割を果たして

こられました。２０周年の記念例会を終え、一

つの区切りとして「退会」を決意されたよう

で、今後はお友達と海外旅行などで充実した日

々を送られると聞いています。

例会では 後のあいさつに立ち、２０年前の

設立時より前の、いわば佐藤会員にとっては更

に「ロータリー前史」を思い出として語られま

した。北ＲＣ、西ＲＣ等から入会のお誘いがあ

った経緯と安佐クラブ設立までを詳しく語られ

ました。

そして 後に、ロータリークラブの先進性と

後進性について触れられました。特に後進性と

して、未だに女性の入会を「ＮＯ」のクラブが

あるなど、女性差別、特にクラブ内での扱いの

不当性など、声を大にして語られ、締めくくら

れました。

｢今年のカープ｣

RCCプロ野球解説者

天谷 宗一郎 様

解説者になって、大勢の方に話をするのは、

今回が2回目という事で、俊足好打攻守の現役

時代とは勝手が違うのか、緊張気味で、それで

も汗一杯掻きながら３０分貴重なエピソード交

えながら話してくれました。

天谷さんは福井商業からドラフト９位で入

団、広島一筋で１７年間の現役を終えられまし

た。

旧市民球場時代からマツダスタジアムまで、

ほとんど低迷期でしたが、現役 後の三年間は

素晴らしい時となり、その点では「１７年間は

掛け替えのない時間」だったと。

天谷さんが今日の常勝カープを作ったのは、

石井、河田の両コーチ。それに黒田、新井の二

人の復帰のインパクトが大きかったことは確か

だが、とした上で「前監督の野村謙二郎さんの

指導が大きかった」とし、具体的には「失敗し

ても、打てなくても菊池、丸を使い続けた、そ

の眼力は凄い。さらに秋季キャンプでの練習の

半端ない量と質。朝９時から、まず走れ走れ、

巨人に移った大竹などは足を引きずりながらも

走らされていた。その後からピッチング、守

備、バッティング練習になる。その練習そのも

のは当時、私自身も『無意味のことをやらされ

ている』と思ったものだが、今辞めて、その練

習の意味が分かったような気がする。恐らく今

の若手の中で疑問に思う練習があるかもしれな

いが、将来、必ず実を結ぶと思ってやって欲し

い」。

そして、旧球場時代の“酷いロッカールーム

”のことを…。「ロッカーは三か所あり、第一

ロッカーは喫煙する主力組。第二ロッカーは非

喫煙の主力組。第三は入れ替え組用（一軍、二

軍を行ったり来たりする…）、これがひどい！

我々はスラム街と言っていました。



１週間遠征などから帰ってみるとグラブやスパ

イクに黴が生えていました。第一と第二には空

気清浄機があるんですが、第三にはそんなもの

は有りませんでした。私は３年目にようやく第

一に入りました。野村、緒方、浅井さんなどが

座って居る前で小さくなっていました」と、若

干前置きのあといよいよ本題に…。

丸の後釜は絶対埋まらないが、今名前の挙がっ

ている選手はチャンスなので持ち味を生かして

取り組めばチームの底上げになる。個人的には

野間に期待している。今調子を崩しているが

…、センターの守備力を考えると、彼は打てな

くても四球を取るなど「出塁率」上げる工夫を

…。ただ、四球は待球ではダメ、うちに行って

四球を貰わないと！西川、坂倉はレフト、特に

坂倉は天才的な打撃術を持っており、変化球の

打ち方は絶品。苦手の速い真っ直ぐが打てるよ

うになりと面白い。

長野をどう起用するか、日本一にもなってい

るしタイトルも取っている。その実績、経験を

是非若手に教えて欲しい。

私ははっきり言ってピッチャーのことはよく

分かりません。皆さんと同じです。床田は出て

くるでしょう。あとは岡田と九里、岡田は指に

ボールが掛かったらすごい球を投げる。九里は

土壇場で凄い力を出せる。中継ぎは心配してい

ない。私は矢崎（加藤）を一軍に残して使って

欲しい。

４連覇は可能性は十分あるが、昨シーズンと

同じではダメ、監督も同じことを言っている。

新井さんの精神的なリーダーが居なくなった

あとは田中、菊池、会沢が引き継ぐだろう。

長老の石原さんにしっかり手綱を握って欲

しい。

本日のプログラム

3月14日(木) 第 922 回

幹事報告

１.BOX配布物

・比治山公園清掃事業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。4月20日(土)10:00～

２.例会変更

・広島城南RC「創立２４周年記念夜間例会」

と き：3月29日（金）18:30～※同日変更

ところ：メルパルク広島６Ｆ 平成の間

・広島安芸RC「お花見夜間例会」

と き：4月2日（火）18:30～※同日変更

ところ：Zona ITALIA in Centro

（ゾーナ イタリア イン・チェントロ）

・広島西南RC「姉妹クラブ歓迎夜間例会」

と き：3月26日（火）18：30～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

３.休会

・3月18日(月) 広島廿日市RC

・3月22日(金) 広島城南RC

・4月 1日(月) 広島東南RC・広島廿日市RC

４.お知らせ

・最後の20周年記念委員会は、決算書が出来次

第開催させて頂きますのでよろしくお願いい

たします。

｢今年のカープ｣

RCCプロ野球解説者 天谷 宗一郎 様



会員数 22名 出 席 率 86.36％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 2名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第920回 2月28日

ニコニコ箱

￥63,000 累計￥509,548

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(S20.03.02)

・青木 幹丸会員(S31.03.09)

63歳になりました。もう少しお付き合い下さ

い。

・松岡 與吉会員(S21.03.30)

皆様のお陰で生かさせていただいておりま

す。今後共よろしくお願いします。

・清家 俊一会員(S26.03.30)

☆結婚記念日おめでとうございます

・大北 茂人会員

あっと言う間に40数年です(S48.03.03)

・幣 真太郎会員(H7.03.04)

・奥芝 隆会員(S49.03.10)

45年目に入ります。早いですね。博子には感

謝しかありません。手を合わせるだけです。

・中村 富子会員(H3.03.12)

なんと結婚27年になります。人生の半分を一

緒だと思うとびっくりです!!

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・青木 幹丸会員（信恵：21日）

いつの間にか還暦を迎えておられます。

☆入会月おめでとうございます

・谷 勝美会員(H11.03.04)

今後共よろしくお願いいたします。

・佐藤 恭子会員(H11.03.04)

・八條 範彦会員(H11.03.04)

・青木 幹丸会員(H11.03.04)

25周年、30周年に向けて、新たなる一歩！

☆石丸 博昭会員

本日卓話を頂きますRCCプロ野球解説者天谷

宗一郎様、ゲスト㈱中国放送報道局スポーツ

部部長上田俊治様楽しみにしています。宜し

くお願い申し上げます。先週の20周年記念例

会、まずもって、当クラブメンバー様、在広

ロータリークラブ様、そして田中作次様を始

め、仁田パストガバナー、吉原ガバナー、松

井補佐様にお礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。

☆道垣内 文夫会員

お客様ようこそお越しくださいました。ごゆ

っくりお過ごし下さい。佐藤先生、入会時の

際には隣に座らせていただき、優しく接して

くださった事を思い出します。いつも的確な

ご指導をありがとうございました。

☆谷 勝美会員

クラブ創立20周年行事、皆さん全員のご尽

力、ご協力で何とか終える事が出来ました。

皆様に心より感謝です。有難うございまし

た。

佐藤先生、今月末で退会との事、誠に残念で

す。創立時会長としてその後20年、我がクラ

ブをリードしていただき大変な存在でした。

感謝です。有難うございました。今後共お元

気でお過ごし下さい。

☆三宅 恭次会員

20周年記念(大成功でした。)皆様お疲れ様で

した。今日の卓話、天谷さんのフレッシュな

解説、楽しみです。同道下さった上田部長、

有難うございます。

☆奥芝 隆会員

20周年、皆さんお疲れ様でした。石丸会長は

当日はもちろん、前後2日間も接待していた

だき、ご苦労様でした。そして第1部、第2部

進行の青木さん、野村さんありがとうござい

ました。特に野村さんにあっぱれ。三宅さ

ん、20周年記念誌、素晴らしかったです。上

品さが出てました。中村さん、三戸さんもあ

りがとう。

☆長神 憲一会員

RCCプロ野球解説者天谷 宗一郎様、本日の

卓話を楽しみにしております。先週の創立20

周年の役員の方々、大変お疲れ様でした。あ

りがとうございます。素晴らしい記念例会で

した。20周年の記念誌素敵な出来でしたね。

青木様、創立時からのお話、良く分かって記

憶力と資料の豊富さに感心いたしました。記

念誌に関わられました方々に感謝です。

☆大串 修二会員

天谷様、先日のカルビーポテトチップス「ウ

ニホーレン味」のPR大使、お疲れ様でした。

本日の卓話楽しみにしております。そして、

安佐ロータリークラブ20周年記念事業、お休

みしてスミマセンでした。今度皆様に無料で

お好み焼をプレゼントいたします。



2019年3月28日(木）第923回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢浅野家広島入城400年と

饒津神社｣

饒津神社 権禰宜

浅野 史政 様

先ずご報告でございますが、先日、段原中学

校様へご挨拶に伺い、4月20日の比治山清掃ボ

ランティアについて雨天にて清掃活動が中止と

なった場合、段原中学校にて会場をお借りさせ

て頂く事が出来ましたので例会変更とさせてい

ただきたいと思います。

それでは今日の卓話として共感した執筆が有り

ましたので少しご紹介させて頂きます。

（尚、例会場では時間の関係で表題部のみのご

紹介をさせて頂きましたが、本文はご確認くだ

さい）

「本当にいい男」が絶対にしない10のこと

（以下抜粋）

2019/02/25 21:15 ひかり（恋愛ガイド）

『© All About, Inc. 「いい男」だと思って

いたのに、実際は違っていた！なんてことは、

意外とあるものです。』より

1：自分より立場の弱い人にいばる

2：自己中な言動ばかりする

3：保身のために逃げる

4：女性を弄ぶ

5：パートナーを不安にさせる

6：自分の意見ばかりを押し通す

7：手に入らないものや失ったものに執着する

8：裏表のある態度をとる

9：人や環境のせいにする

10：人によって態度を変える

4つのテストにつながるものと思い、皆様に

ご紹介をさせて頂きます。

ことしは1619年に浅野長晟が和歌山から広島

に入城して400年になります。広島県、広島市

それに武家茶道の伝統を受け継ぐ上田宗箇流の

上田和風堂などが中心になって様々な企画が予

定されています。

広島は1945年8月6日の原爆投下により、それ

までの歴史がリセットされたため、それ以前の

歴史があまり語られることがなかった、という

よりか原爆の惨禍により多くの貴重な遺産や資

料が失われてしまいました。

今年の浅野入城400年を機に今一度、250年の

長きにわたって広島藩政を担ってきた浅野家の

歴史をたどることで、歴史の空白部分を埋める

と共に広島に住むものとして認識を新たにする

必要があります。

浅野さんは冒頭「権禰宜」の説明から始めら

れました。神社には「宮司」「禰宜」「権禰

宜」などの位階があり、「権」とは「副」の意

味があり、権禰宜は宮司が社長とすれば、副社

長といったところでしょうか、と。

卓話では12ページに及ぶＡ3の資料と映像を

使って、浅野家のことと浅野家と関わりの深い

神社について分かりやすく話をされました。

「広島の武将は？と聞くと、多くの方が大河

ドラマにもなった毛利元就を上げます。広島城

を築城したのは毛利輝元で、その後を福島正

則、その福島が改易されて長野へ移封された

後、浅野家三代目の長晟が紀州和歌山37万石か

ら42万石の広島に入ってきて250年、この長き

にわたって藩政を担ったのが浅野家です」。

浅野家と神社について

饒津神社にはすべての藩主が祭られているの

ではなく初代長政と正室、2代幸長、3代長晟そ

して14代の長勲（ながこと）です。



ここで浅野さんが牛田中学校のパソコン部が

「地元の歴史を学ぶ」ということで制作したビ

デオを流されました。

作品は主に江戸、明治、大正、昭和を生き、

日本 後の殿様と言われた浅野長勲公のことを

郷土史家の話や浅野家とゆかりのあるところを

取材したもので、長勲公を知るうえで大変分か

りやすいものでした。

長勲公は明治に入り廃藩置県により藩主の地

位を退いたものの、広島への思いは強く、多く

の資産を「青少年のために」と寄付していきま

した。

浅野図書館は現在の広島市中央図書館に、や

はり浅野家の美術館「観古館」が県立美術館に

引き継がれています。広大な神田山も寄贈され

たのち現在、小学校4、中学校2、高校1、大学2

校が立地、長勲公の遺志が具現化されていま

す。

饒津神社は原爆投下で甚大な被害を受けました

が、400年を迎えるにあたり参道の整備、被爆

した手水鉢の補修復元などが行われてきまし

た。さらに厳島神社で保管されていた浅野家ゆ

かりの能面や衣装32点が神社への返還が決ま

り、その収蔵庫の建設も進められています。

卓話の前日には神社が広島市立大学に制作を

依頼していた浅野長晟公の肖像画の復元が完

成、引き渡しが行われました。長晟公の肖像画

は中区の超覚寺に有りましたが、原爆で焼失、

復元に取り組んだ日本画家の水越千紘さんは残

っていた白黒写真や長晟公の父親の肖像画など

を参考にして描き上げたとのことです。

本日のプログラム

3月28日(木) 第 923 回

幹事報告

｢浅野家広島入城400年と

饒津神社について｣

饒津神社 権禰宜 浅野 史政 様

１.ＢＯＸ配布物

・2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。

・3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。

・米山学友会会報 第26号 を配布しておりま

す。ご一読下さい。

２.例会変更

・広島南ＲＣ「広島南ＲＣ創立記念夜間例会」

と き： 4月5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

・広島安芸RC「お花見夜間例会」

と き：4月2日（火）18:30～※同日変更

ところ：Zona ITALIA in Centro

（ゾーナ イタリア イン・チェントロ）

「職場訪問例会」

と き：4月16日（火）12:30～※同日変更

ところ：MAZDA Zoom-Zoomスタジアム 広島

・広島東RC「新会員歓迎夜間例会・懇親会」

と き：4月17日(水）18：30～20：30

ところ：ホテルグランヴィア広島４Ｆ

３.お知らせ

・1月31日付けで、山本拓治会員は退会となり

ました。代わって、2月1日付で、大串修二会

員が幹事となりましたので、よろしくお願い

いたします。親睦委員長も兼務いたします。

・「米山梅吉記念館創立20周年記念寄付」を会

員1人1,000円、4月請求で徴収するよう理事

会で承認されておりましたが、5月分にて集

めさせて頂きます。



会員数 22名 出 席 率 100％

出 席 21名 ご 来 賓 47名

欠 席 1名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第921回 3月7日

ニコニコ箱

￥41,000 累計￥550,548

会員記念日（3月）
☆誕生日おめでとうございます

・横手 裕康会員(S53.03.29)

3月29日で41歳になります。良い1年になるよ

う皆様に引続きよろしくお願いいたします。

☆結婚記念日おめでとうございます

・浮田 収会員(S62.02.14)

結ばれて32年目のメモリアル。愚妻は小生の

人生の半分を付き合ってくれてます。雨風あ

りましたが感謝です。お酒と気が強いところ

が心配かな？

☆入会月おめでとうございます

・浮田 収会員(H11.03.04)

なんと？久々の出席だからか二枚も頂き、感

謝感謝です!!

☆石丸 博昭会員

本日卓話を頂きます饒津神社 権禰宜 浅野

史政様、前広島エイトクラブ会長佐々木博光

様、上田道明様、どうぞ宜しく御願いたしま

す。広島中央RC黒瀬様ようこそ。

☆三宅 恭次会員

浅野入城400年のお話に饒津神社 浅野史政

さん、よろしくお願いします。卓話撮影のた

め広島エイト倶楽部の上田さん、佐々木さん

が同席されております。

崇徳学園ＩＡＣ募金

3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 51,000円

広島安佐ロータリークラブ創立20周年を祝して

諏訪 昭登

（2008年‐09年度第2710地区ガバナー）

私のガバナー年度（2008－2009）に創立10周

年を祝賀されました。その年度は「女性剣士親

善剣道交流大会」開催で「意義ある業績賞ＲＩ

会長賞」を受賞、ロータリー財団へのクラブ創

立記念特別寄付10000ドルにガバナー特別賞な

どという大変活躍されました。地区 初の女性

会長の佐藤恭子創立会長、10周年長神憲一会長

のリーダーシップで輝く10周年であり、ガバナ

ーとして称賛させて頂いたことを記憶していま

す。

もう。あれから10年、創立20周年ですね。記

念行事の盛会と今後益々のご繁栄を祈り、心か

らなるお祝い申し上げます。皆様によろしくお

伝えください。

お祝いの御言葉を頂きました

3月8日 北上和賀ロータリークラブの会員様と平和公園～宮島観光を

いたしました様子をご紹介します。



新会員紹介コーナー

よろしくお願いいたします


