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2019年4月4日(木）第924回

修竜

創立20周年

会長時間

皆様こんばんわ。

丁度花見にもってこいの満開の日にお集まりい

ただき有難うございます。

4月度はロータリーの特別月間では母子の健康

月間です。

先日の20周年記念例会には体調を崩し、やむな

く欠席のメンバーも有られましたが、皆様体調

にはくれぐれもお気を付け戴きますようお願い

を申し上げ会長時間とさせていただきます。

とはいえ外での花見会は空模様が気になると

いうことで会員のお店でおこなうようになり、

昨年は山本拓治さん（クラブの次々年度会長候

補でしたが、残念ながら長期療養を要する病の

ため１月末退会）のお店で行いました。清家会

員のところからの桜は見事でした。

３月７日、２０周年の懇親会の司会の大役だ

った大串会員、直前にノロウイルスに罹り、無

念の「欠場」を余儀なくされたわけですが、そ

の無念を晴らすべく、自店での開催しかも幹事

昇格したばかりということで司会を務めまし

た。また、２０周年の祝いとして北上和賀から

頂いた日本酒二本も今宵口切りされました。

今年の席には桜の花は有りませんでしたが、

ふたつの大輪（中村会員、三戸事務局員）がま

さに「花を添え」ました。

修竜はお好み焼きなどテッパンのお店です

が、サラダ、刺身、肉系の料理…最後はやはい

ソバ入りお好み焼きと、大串会員の力の入った

おもてなしに参加者一堂、感謝感激でした。

そうでした、米山奨学生のタン君も参加、席

上、石丸会長より「奨学金」を手渡されたこと

も付記しておきます。

各席では２０周年の式典、懇親会のこと、私

の席では年配者が多く、青木会員も同席だった

こともありお寺さんのこと、宗派のことなどで

結構「真面目な」話でした。

宴終わり間近に浮田会員も駆けつけ、お店の

前での集合写真で今年のお花見会はお開きとな

りました。

『お花見夜間例会』
今年の桜は３月終わりには６，７分咲きにな

り、お花見処ではブルーシートを敷いて、杯を

酌み交わす光景も…。ところが４月に入り、や

や寒気が戻り、花芽がしっかり付き週末（４月

６，７日）が絶好の花見日和になりました。

さても安佐クラブの今年の花見会は大串会員

のお店「修竜」での開催に相成りました。

花見会のそもそもの始まりは京橋河畔、稲荷

橋南の緑地帯にブルーシートを敷き、会員馴染

のお店のママさんが作ってくれるおでん、浮田

会員のところの「むさしのお花見弁当」、その

後は流川のクラブに繰り出し、カラオケで盛り

上がる…といったパターンでした。そうそう、

北上和賀ＲＣとの友好提携の調印を行った２０

１２年４月の花見会には小野会長以下来クされ

た皆さんも参加、二次会では小野さんの軽妙な

トークと抜群の歌唱に度肝を抜かれた記憶があ

ります。



会員数 22名 出 席 率 90.48％

出 席 17名 ご 来 賓 1名

欠 席 5名 ご 来 客 1名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第922回 3月14日



2019年4月11日(木）第925回

3階｢安芸の間」

会長時間

｢次年度会長方針発表｣

次年度会長

道垣内 文夫 会員

皆様こんにちわ。本日の例会を所要により欠

席となりました事、申し訳ございません。

先週の第一例会を花見例会とさせて頂き、皆様

に楽しく親睦を深めて頂き、会場のご手配を頂

きました大串会員に感謝を申し上げます。リラ

ックスしすぎて、つい、おなか一杯に食べてし

まいました。

さて、日本では4月より新年度が始まり、巷

では入学式を終え、新入生・新社会人の初々し

い姿を見かけます。ロータリーでは7月より新

年度となりますが、中締めとして日本の桜満開

をあやかり、気持ちも新たに皆様と４テストの

確認、お願い申し上げます。

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから

1.真実か どうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるか どうか

まずは、マローニー会長動画(日本語訳)をご

覧になっていただきます。（解説 ロータリー

の友3月号より抜粋）

会長方針は 「つたえよう！つながろう！」

です。

「仲間づくりをどのように進めていくか。」

第一に、入りたいと思えるようなクラブライ

フとは、仲間と居ると楽しい。例会が待ち遠

しい、ためになるだと感じますので以下の項

目を取り組んでいきたいと思います。

1)例会の中味は現在のやり方を踏襲していき

たい。陵北の会員さんの卓話などもお願い

してみようと思います。

2)冠名は未だ思いつきませんが陵北RCや北RC

の方々と飲み会（懇親会）を不定期で開き

交流を拡げていけたらと思っております。

3)クラブの運営については、現状は、小さい

所帯で多くの、しかも身の丈以上の奉仕事

業を継続していると思います。結果、一人

一人の役割が自動的に増えてヤラされ感と

まではいかないまでも個人の負担となり、

また会費も高くなる一方ですので会費を下

げるように変えれるものはかえていきま

す。

4)各事業の予算ですが次年度は現在取り組ん

でいるすべての奉仕事業の予算を申し訳な

いのですが削減させて頂きたいと思ってい

ます。その分、経済的に余力のある方はニ

コニコにご出宝をお願い致します。

5)夏の家族会・クリスマス家族会も同様に受

益者負担をお願いし同伴者、ゲストにも参

加費をご負担いただこうと考えています。

広島陵北ロータリーとの連携

「懇親会での交流を増やす」

私が安佐に入会して8年目です。その間、副

幹事や幹事（たまたま代表幹事）も経験しま



した。振り返ってみると親クラブである広島陵

北ロータリークラブとの交流がほぼありません

でした。自発的に行けば良いのでしょうが時間

もありません。唯一の交流と言えば、広島北RC

広島陵北RCとの３RCゴルフコンペくらいでしょ

うか。ですが現在は休止状態です。会長幹事の

役をやれば他クラブとの交流は多少生まれます

が時間と回数の制約がありガッツリと話は出来

ません。尚更他の会員さんは出会いの場が全く

無いに等しいはずです。やはりクラブ内だけに

とどまらず先ずは陵北RCとの交流を増やしてい

くことをしてみます。よそのクラブにどんな方

が居て、どれくらいの人数で、どんな付き合い

をしていて、どんな仕事をしていくのか知るこ

とが大事です。また、石丸会長がいつかこんな

例会がしたいんだよね、ってよく私に語ってい

たのが陵北RCや広島北RCの会員さんの会社訪問

等が月に一度あれば刺激になると思う。これは

是非とも次年度で企画してみたいと思います。

過去、カルビー・日本銀行・マツダ・エリザベ

ト音楽大学・RCC中国放送等は普段なかなか単

独で訪問するのが難しいところですがRCとして

なら容易いに訪問が可能です。是非取り組んで

いきたいと思います。

交流に戻しますが、次年度は、タイミング

よく晝田ガバナーがガバナー訪問を共同開催

してはどうかとご提案されました。2710地区

では安佐と陵北を含め3件が共同開催となりま

した。最近入会された方は7月8月に陵北RC約

50名のロータリアンと繋がることが出来ま

す。具体的には、7月24日が陵北RCと合同フォ

ーラム、7月31日が陵北RC合同ガバナー補佐卓

話、8月21日が陵北RC合同ガバナー訪問です。

この機会を皮切りにもっと一緒にできること

はないかを瀬川次年度会長とコミュニケーシ

ョンを図っていきます。言ってすぐ直ぐに実

現できるとは思いませんが、繋がることを常

に念頭におきまして運営させて頂きたいと思

います。

ご清聴ありがとうございました。

本日のプログラム

4月11日(木) 第 925 回

幹事報告

｢次年度会長方針発表｣

次年度会長 道垣内 文夫 会員

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。

・2019-20年度の会員名簿に伴う「名簿記載事

項の確認」を配布しております。ご確認の

上、お帰りの際に受付にご提出下さい。

・3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。

・休会のご案内を配布しております。(5月9日)

２.例会変更

・広島廿日市RC「夜間例会」

と き：4月22日（月）18：30～※同日変更

ところ：猫屋町キッチン

・広島北RC「創立５０周年記念式典並びに祝賀

会」

と き：4月24日(水)17:15～

※4月25日(木)の例会変更

ところ：ホテルグランヴィア広島４Ｆ

３.休会

・4月30日（火）広島西南RC

４.お知らせ

・次回例会の20日(土)は比治山公園清掃事業で

す。9：30集合となっておりますが、それま

でに準備がございますので早めに来られる方

は8：30にお集まり下さい。ご協力の程、よ

ろしくお願いいたします。

また、雨天の場合は、段原中学校にて、

10：00～生徒・父兄の皆様にパンやお菓子・

飲料水の配布と、講話を実施いたします。各

連絡は、事務局よりいたしますので、よろし

くお願いいたします。



会員数 22名 出 席 率 95.24％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 1名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第923回 3月28日

ニコニコ箱

￥64,000 累計￥614,548
会員記念日（4月）
☆誕生日おめでとうございます

・中村 富子会員(S38.04.16)

自分の誕生日をすっかり忘れてました。来週

火曜日です。

☆結婚記念日おめでとうございます

・青木 幹丸会員(S63.04.02)

結婚31年になります。先月30歳になった長女

が来月出産予定です。新元号「令和」は、私

たちにとって初孫とともに訪れます。

・八條 範彦会員(S57.04.11)

37年が過ぎます。40年を目指し頑張ります。

今回の選挙では、皆さんには大変お世話にな

り本当にありがとうございました。

☆創業日おめでとうございます

・清家 俊一会員(S26.04.01)

・八條 範彦会員(S43.04.01)

☆谷 勝美会員

八條さん、今回の市議選当選おめでとうござ

います。益々のご活躍をお祈りします。

☆奥芝 隆会員

八條さん、おめでとうございます。また、4

年間市政を共に、ロータリーも少しだけ、よ

ろしくお願いいたします。

☆奥芝 隆会員

道垣内さん、本日の卓話の次年度方針、非常

に楽しみです。昼も夜もご活躍を願ってま

す。

☆青木 幹丸様

八條さん、いつも安定の中位当選、まことに

おめでとうございます。

☆森本 真治会員

八條先生、5期目のご当選おめでとうござい

ます。いよいよ議長ですかね？

☆中村 富子会員

先週土曜日に母の49日が終わりました。納骨

と墓写しも同時に済ませました。ありがとう

ございました。

☆大串 修二会員

道垣内さん本日の卓話楽しみにしています。

いつも背中を追いかけてます。大好きです。

2019年4月20日(土）第926回

比治山公園清掃活動

４月２０日（土）、快晴、広島市街地の桜の

名所でもある比治山公園での清掃活動。今年で

９回目となります。

午前８時半までには会員がクラブのジャンパ

ー着用で集合、クラブ旗、机などのセッティン

グ、参加者に渡す軍手や作業用の竹箒、ゴミ

袋、スコップ、火箸などの準備をおこないまし

た。

９時頃から三々五々、段原中学校の生徒など

が集まり始めました。今回は地元段原中学の生

徒、先生、父兄が１５０人。崇徳高校のインタ

ーアクトクラブの生徒と顧問の先生、米山奨学

生のタン君それに我らが安佐クラブ員、総勢約

１８０人よる「比治山公園清掃活動」です。

冒頭石丸会長が「地元段原中学校から多数の

参加を得て、活動ができる事を喜んでいます。

怪我などされないよう安全に十分留意して。快

晴のもと良い汗を掻きましょう」と挨拶。次い

で段原中の川本校長が「この活動に参加させて

いただいて８年、年々参加者が増えており、今

年は全校生徒の三分の一が参加してくれまし

た。地元の公園である比治山をきれいにする活

動を通じて社会に奉仕する意義を理解し、安全

に留意しながら良い汗を掻きましょう」と生徒

に呼びかけられました。

この事業の発案者である松岡会員からパネル

を使って、清掃区域、班分け、作業にあたって

の留意点など説明、この後班分け、なんと１５

班まで今年はできました。各班のリーダーはク

ラブ員と崇徳高校の生徒さんが務めてくれまし

た。各リーダーの元、掃除道具をもって決めら

れた担当区域に散っていきました。



比治山公園は広島駅から車で１０分くらいのと

ころ、桜の名所であるだけでなく、現代美術

館、まんが図書館、陸軍墓地、それにカマボコ

型の建物、昔ＡＢＣＣと言っていた放射線影響

研究所などがあります。所謂小山ですが、谷筋

は意外と深く、そこに色々なものが投げ捨てて

あります。作業では「安全第一」ということで

道路際から取れるものだけ！生徒さんたちは道

路の枯葉を掃いて集め、谷に落とす作業や溝に

溜ったごみを取り除く作業を主に行いました。

１１時過ぎから作業を終えた班が集合場所に

戻り始めました。クラブでは作業を終えた生徒

さんたちに「お疲れさん」の声を掛けながら、

クラブのタオル、パン、ジュースを手渡し作業

を労いました。

この活動の提唱者である松岡会員は毎朝、こ

の山周辺を散歩しておられ、トイレのトイレッ

トペーパーの補充を行っておられます。

この活動に対して諏訪昭登ＰＤＧは「立派な

社会奉仕と青少年奉仕の協同奉仕活動ですね。

ロータリーは足元のゴミを拾う人を育てると言

います」とのコメント寄せてくれています。

会員数 21名 出 席 率 95.00％

出 席 16名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 1名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第924回 4月4日



2019年4月25日(木）第927回

3階｢安芸の間」

会長時間

比治山清掃奉仕活動を例会変更にさせて頂

き、心配していた天気にも恵まれ総勢180名に

及ぶ皆様と一緒に活動できたことを嬉しく思い

ます。さて、今日の会長時間はについて東洋経

済オンラインに記事が有りましたのでご紹介を

させて頂きます。

燃え尽きる「いい人」と成功する「いい人」

の差

■パイを2人で切り分けるときにわかる3つのタ

イプ

グラントは「人には3種類いる」と言う。これ

はアップルパイを2人で切り分けるときの行動

でわかる。

①テイカー:自分が多めに取る。「全部オレの

モノ」というジャイアンタイプ。「世の中は、

全体のパイの 大きさは決まっている」と信

じ、「だから勝つか負けるかが大事だ」と考え

ている。

②マッチャー:平等に2等分する。冷静に損得を

公平に考えるタイプ。「平等・公平であるこ

と」を重視し、常に相手とのバランスを考え

る。

③ギバー:相手に多めに与える。常に他人に与

え続けるお人好しなタイプ。他人中心で、相手

が何を求めているかを常に考える。

現実には、人は状況により3つの顔を使い分

けている。子供には親としてギバーになり、価

格を値切る場合はテイカーになる。しかし仕事

ではどれか1つのスタイルになる。

仕事で他人とどの様に接するかで、どのタイ

プかが判る。テイカーは上司に従順だが部下を

支配する。ギバーは誰に対しても与えようとす

る。テイカーが一番得をし、ギバーは常に損す

るように見えるが、グラントは逆に、「成功す

るのは、常に相手の立場で考えるギバーだ」と

いう。但しギバーが常に成功するとは限らない

のが、重要なポイント。

グラントがエンジニアを調査した結果、最も生

産性が低いのはギバーだった。常に他人を手伝

い、自分の仕事は後回しにする。しかし最も生

産性が高いのもギバーだった。テイカーとマッ

チャーは程々の成功にとどまった。医学生、販

売業などさまざまな分野でもこのパターンは変

わらない。

■成功するギバーと成功しないギバーの分かれ

目は？

成功するギバーは他者に与えるだけではな

い。他人の視点でモノゴトを見て、全体のパイ

を大きくすることを考える。自分の利益も同時

に考え、ともに勝つウィンウィンを目指す。だ

から最後には大きく成功する。つまり成功する

「いい人」は、「他人の利益と自分の利益を同

時にウィンウィンで考え、全体のパイを大きく

するギバー」であり、燃え尽きる「いい人」

は、「自己犠牲で与え続けるギバー」なのだ。

一方でテイカーは「パイの大きさは変わらな

い」と考え、勝ち負けにこだわる。「パイを大

きくする」という発想に辿り着けないので、独

り占めを目指す。自分の損得しか考えていない

からだ 。

ギバーであることは幸福感にもつながる。24歳

以上のアメリカ人2800人の調査では、ボランテ

ィア活動の1年後には幸福度や人生の満足度が

上がり、うつ病が軽減したという。またボラン

ティア活動をする高齢者は長生きすることも確

認されている。

受け売りですので会長の重みは有りませんが、

ご紹介をさせて頂きました。

｢新入会員卓話｣

湯本 隼士 会員

本日は「新入会員の卓話」ということで、貴

重な例会のお時間を少し頂きまして、私の簡単

な自己紹介をさせて頂きたいと思います。稚拙

な卓話となるかと存じますが、忍耐強くご清聴

頂けますと幸いです。

これからお話させて頂く内容は、次の3点と

なります。



①私の生い立ち

②事業および職業

③ロータリー国際親善奨学生の活動を通じて得

たもの

２.例会変更

・広島廿日市RC「創立24周年記念夜間例会」

と き：5月13日（月）18：30～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル

・広島西RC「夜間例会」

と き：5月9日（木）18:00～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

3.お知らせ

・次週5月2日は祝日の為、例会はございませ

ん。5月9日は休会です。次回5月16日は、平

和記念資料館への「訪問例会」となっており

ます。13：30現地集合（東館1Fエントラン

ス）となっておりますので、お間違いのない

ようよろしくお願いいたします。出欠のご回

答を、本日中にご回覧にてよろしくお願いい

たします。

・前回、配布しております2019-20年度の会員

名簿に伴う「名簿記載事項の確認書」のご確

認をお願い致します。本日、お帰りの際に受

付にご提出下さい。

本日のプログラム

4月25日(木) 第 927 回

｢親入会員卓話｣

湯本 隼士 会員

幹事報告

１.BOX配布物

・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。

・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。

・5月16日の訪問例会のご案内を配布しており

ます。ご確認下さい。

・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。

・5月11日(土)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。

会員数 21名 出 席 率 95.24％

出 席 21名 ご 来 賓 0名

欠 席 8名 ご 来 客 0名

メーキャップ 7名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第925回 4月11日

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

合計 5,000円

総合計 56,000円



ニコニコ箱

￥10,000 累計￥624,548

会員記念日（4月）
☆誕生日おめでとうございます

・大北 茂人会員(S25.04.09)

69歳になりました。

・石丸 博昭会員(S42.04.09)

☆石丸 博昭会員

4/20比治山清掃、お疲れ様でした。気にかけ

ていた天気にも恵まれ、参加人数も180名と

大きく育っています。ありがとうございま

す。皆様、今後共宜しくお願い申し上げま

す。

☆青木 幹丸会員

我が母校の後輩、湯本会員の卓話、楽しみに

しております。

☆青木 幹丸会員

先日の比治山の清掃ご苦労様でした。そちら

は欠席しても遊ぶのは熱心で、23日･24日の

一泊二日で、韓国大邱市で行われた、アジア

チャンピオンリーグ、大邱FC対サンフレッチ

ェ広島戦を観戦してきました。弾丸ツアーに

参加した老若男女36名、現地参加の一般サポ

ーターと共に総勢約100名。声を枯らして応

援した結果は、1-0の勝利。勝ち点3を持ち帰

りました！

☆奥芝 隆会員

先日の比治山清掃奉仕、お疲れ様でした。大

変有意義な半日でした。いつもながら松岡会

員ありがとうございます。

☆大串 修二会員

湯本さん、本日の新入会員卓話楽しみにして

おります。心から入会おめでとうございま

す。


