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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.572

＜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4月4日(木）第928回

平和記念資料館 訪問例会

創立20周年

安佐クラブは今年３月に創立２０周年を迎えました。その記念事業の一環として「広島平和記念資

料館」にベンチ（背もたれの無い長椅子）一脚を寄贈しました。

クラブでは寄贈を機に資料館を訪問、リニューアルされた展示物を加藤秀一副館長の説明・案内で

観覧しました。

午後一時過ぎ頃から資料館東館一階のエントランスホールに２０周年の大会本部長を務め、今回の

ベンチ寄贈の責任者だった谷勝美会員をはじめ会員が三々五々集合。まず加藤副館長の案内で、一階

奥の企画展示室の大型テレビの前に置かれたベンチを「確認」、ベンチの足の部分に「広島安佐ロー

タリークラブ寄贈」の文字もこれまた「確認」、ただ同じものがもう一脚置かれており副館長にお聞

きすると「資料館で追加購入しました」とのこと。会員の中から「やはり二脚寄贈すれば良かったか

な…」。

加藤副館長は大変忙しい方で二時からの会議を控えておられましたが、私たちを展示スペースに案

内して頂き、それぞれの展示物の前で簡潔に分かりやすく説明して頂きました。

資料館はこのほど展示物の全面リニューアルをおこない、４月２５日にオープンしたばかり。１０

連休には平和大通りを中心に行われたフラワーフェスティバルで１７０万の人出を記録するなどこの

界隈は賑わいましたが、資料館にも多くの人が訪れたそうで副館長によりますと４月３０日には時間

延長をしても入館できないで、やむなく「お帰り頂いた」事態まで起きたとの事。５月１６日は平日

で午后１時過ぎでしたが、修学旅行シーズンという事もあり、小中学生それに多くの外国人で展示ス

ペースは立錐の余地もない、という表現がぴったりで、展示物の説明板をゆっくり読むこともできな

いほどでした。

資料館の展示は「被爆前の広島」の導入部から→「失われた人々の暮らし」→「８月６日の惨状」

→「放射線による被害」→「魂の叫び」→「生きる」と被爆の実相と平和への願いが最新のビジュア

ル技術で分かりやすくなっています。

是非、ゆっくりとじっくり見て回りたいと思うと同時に全国のロータリアンに資料館を訪れて欲し

いものです。



会員数 21名 出 席 率 90.48％

出 席 13名 ご 来 賓 0名

欠 席 8名 ご 来 客 0名

メーキャップ 6名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第926回 4月20日

2019年5月23日(木）第929回

3階｢瀬戸の間」

会長時間

昨日、2018-19年度正副会長幹事会に参加し

てまいりました。

本年度より、形式を変え新形態での開催になり

ました。

随分と雰囲気は変わりましたが、各在広クラブ

の本年度会長より2分程度のお時間にてスピー

チをされましたが、その中で会長時間の原稿に

ついて各クラブ会長様にも苦心が有る事に言及

されていました。

クラブメンバーが眠くならないように、楽しめ

る様に、との事でそれぞれ工夫をされていまし

た。残すところ本年度もあと少しではあります

が、他クラブの会長幹事様の苦労話も聞け、大

変勉強になりました。有難うございました。

会長時間を終わります。

米山奨学生２年目のレ・シー・タン君。

就職の内定を頂いたとの朗報を届けてくれまし

た。

｢ESG経営における積水ハウス

の取り組みについて｣

積水ハウス(株) 中国四国CRE事業部

技術次長 藤井 康雄 様

法人課 営業部長 長尾 幸彦 様

E･･･環境（Environment）

S･･･社会（Social）

G･･･ガバナンス（Governance）

ESC経営に積水ハウスがどのように取り組んで

いるのか、お話していただきました。

ECO対策、社員サポート、社員教育等盛りだく

さんの内容でした。



本日のプログラム

5月23日(木) 第 929 回

幹事報告

｢ESG経営における積水ハウス

の取り組みについて｣
積水ハウス(株) 中国四国CRE事業部

技術次長 藤井 康雄 様

法人課 営業部長 長尾 幸彦 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。

・4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。

・最終夜間例会のご案内を配布しております。

回覧にて、ご出欠のご回答をよろしくお願い

致します。

・理事･委員長の方へ｢退任挨拶｣の依頼状を再

配布しております。日程をご確認いただき、

ご都合の悪い方はプログラム委員までご相談

ください。

・次年度の各理事・委員長の方に、2019-20年

度活動方針・計画書提出のお願いを配布して

おります。次週の例会までに、ご提出の程、

よろしくお願いいたします。

２.例会変更

・広島陵北RC「新会員歓迎夜間例会」

と き：5月29日(水)18:30～ ※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島33階

「シャンボール」

３.休会

・5月30日（木）広島北RC

４.お知らせ

・本日の5月被選理事役員会に、広島陵北RC次

年度会長瀬川様、次年度幹事吉田様がオブ

ザーバーとして参加することとなっておりま

すので、よろしくお願い致します。

会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 16名 ご 来 賓 0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927回 4月25日

ニコニコ箱

￥97,000 累計￥746,548
会員記念日（5月）
☆誕生日おめでとうございます

・長神 憲一会員(S27.05.01)

・森本 真治会員(S48.305.02)

・八條 範彦会員(S31.05.11)

・幣 真太郎会員(S45.05.12)

・山口 洋充会員(S54.05.29)

☆結婚記念日おめでとうございます

・湯本 隼士会員(H25.05.04)

無事結婚6年目を迎えることが出来ました。

家事に育児に全てを任せていますが、いつも

笑顔でいてくれる事に感謝です。まだまだ記

録を伸ばせるように頑張ります。

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・谷 勝美会員(澄子：16日)

元気で頑張ってくれています。先日はクラブ

から美しい花を安藤花店より届けていただき

ました。有難うございました。

☆入会月おめでとうございます

・奥芝 隆会員(H11.05.27)

清家さんと共に入会。お互いにまだ続いてま

すね。これからも？

・清家 俊一会員(H11.05.27)

☆創業月おめでとうございます

・石丸 博昭会員(H19.05.27)

有難うございます。

・岡本 忠文会員(H22.05.21)

お陰様で10周年。これからも宜しく。

・道垣内 文夫会員(H01.05.08)

・大串 修二会員(H21.05.28)

☆石丸 博昭会員

本日卓話を頂きます、積水ハウス(株)中国四

国CRE事業部 技術次長藤井康雄様

法人課営業部長 長尾幸彦様、楽しみにして

います。宜しくお願い申し上げます。

☆久保 弘睦様(広島陵北RC会員)

本日はお世話になります。



ニコニコ箱

☆遠藤 暢彦様(退会員)

皆様お久しぶりです。元広島安佐RCの遠藤で

す。この度、色々とご縁有りまして、島根県

の安来市にてイチゴ農家になるべく修行を始

めることと致しました。将来皆様に、安心安

全で美味しいイチゴを、安来市よりお届けで

きる日を夢見ながら日々邁進してまいりたい

と思います。皆様への感謝とこれからを祈念

致しまして、出宝させていただきます。

☆積水ハウス㈱藤井様・長尾様より

卓話御礼を出宝して頂きました。

2019年5月30日(木）第930回

32階｢ダイヤモンドルーム」

会長時間

先日の平和記念資料館訪問例会を欠席しまして

申し訳ありません。

平和公園をキーワードとして今回の会長時間と

させて頂きます。

皆様、平和公園を訪れると必ずと言っていい

ほどハトをご覧になるかと思います。ハトは当

安佐ロータリークラブのマークとして3羽の重

なり合うものとしていますし、広島のイメージ

にもなっているかと思いますが、春先から初夏

につれ、動物の新しい命が生まれる時期でもあ

ります。

皆様、ハトのヒヨコが歩いているのを見たこと

はありますでしょうか？

鳥類は卵から生まれヒヨコの時期を経る筈です

が、私はハトのヒヨコを見たことが有りませ

ん。そこで少し調べてみました。

都市部に棲むハトは『かつら鳩』又は『ドバ

ト』が殆どで、自然界では断崖絶壁に巣を作る

そうです。都心部にはその断崖絶壁が有りませ

んので、マンションや橋脚の安全な場所に巣を

持ちます。卵から孵化した雛は親鳩からピジョ

ンミルクと言う餌をもらい、なんと2週間でほ

ぼ、親鳥と変わらない大きさになるとの事で

す。ですので、皆様のお目にかかるときには既

に見分けがつかないという『おち』になりま

す。

小ネタとなってしまいましたが、これで会長時

間を終わります。

｢人間の目を越えた！

8Kスーパーハイビジョン｣

NHK広島放送局

副局長 越智 篤志 様

企画総務部 副部長 上小城 敬幸 様

今回の卓話は姫野浩局長にお願いしたところ

「私もロータリアンですから、是非やらせてい

ただきます」とご快諾頂いていたところです

が、直近になって若干体調を崩されたという事

で急きょ越智副局長がピンチヒッターで務めら

れました。

越智副局長はＮＨＫでは主にテレビ番組の制

作畑を進まれており、大河ドラマ「毛利元就」

朝のテレビ小説「春よ、来い」「ちゅらさん」

等に携われた後2年前に広島放送局に来られま

した。

タイトル通り、今ＮＨＫが最も力を入れてお

られる「８Ｋ」放送について、次のように特徴

を話されました。



去年12月から、４K・８Kの、スーパーハイビ

ジョン放送が始まりました。きょうは、もはや

人間の目を超えたと言われる８Kの特長と魅力

を、実際に番組をご覧いただきながら紹介しま

す。

特徴その１は、超高精細映像です。画面のキ

メの細かさは、現行のテレビのなんと16倍。ズ

ームアップしなくても、極めて精細な映像をお

届けできます。野球やサッカーの中継では、ス

タジアムで観戦しているかのような臨場感・没

入感を楽しむことができます。ただ、目じりの

小じわや耳たぶの産毛なども容赦なく映し出す

ため、特に女性にとっては諸刃の剣かもしれま

せんが。

特徴その２は、色の表現範囲が拡大したこと

です。人間の目で識別できる色の99.9％を再現

します。例えばカープのヘルメットは、従来の

テレビではどうしても白っぽくなってしまいま

すが、８Kではソウルレッドそのものが映し出

されます。

特徴その３は、ダイナミックレンジが広がっ

た点です。従来のテレビは、露出を明るい方に

合わせると暗い部分が沈んでしまう、暗い方に

合わせると明るい部分が白く飛んでしまうとい

う弱点がありましたが、８Kは双方を表現でき

ます。ちなみに夜空を撮影した場合、月夜など

の明るい夜でも6等星くらいまで映り、まさに

満天の星を楽しむことができます。

特徴その４は、音声モードの高度化です。テ

レビの音声はモノラル、ステレオ、5.1と進化

してきましたが、８Kでは22.2チャンネルの立

体音響を楽しめます。

大手町にあるNHKのビルの4階には、250イン

チの大画面と22.2チャンネルの音響装置を備え

た８Kスーパーハイビジョンシアターを、去年

10月に開設しました。年始など、ごく一部を除

き、年中無休で午前10時から午後5時半まで開

けています。もちろん入場無料ですので、是

非、お近くにお越しの際は立ち寄ってみてくだ

さい。

越智副局長は締めとして、４Ｋ、８Ｋの普及

に触れられ、これはテレビ放送だけではなく、

医療現場で診断のツールなどでの利用も期待さ

れています。ただ現状では受像機は７０インチ

で１００万円という事で割高です、が普及が進

みますと値段も下がってきます。是非とも安佐

クラブの皆さんもご検討ください。

例会場では７０インチの受像機に「紅白歌合

戦ダイジェスト版」と広島放送局が８ｋカメラ

で撮り貯めたマツダスタジアムでのカープ、ビ

ッグアーチでのサンフレッチェの試合の模様を

流されました。

確かにユニフォームや芝生が私たちが実際に

見るのとほぼ同じ発色でした。それに既存のテ

レビでは画面の両端や奥の人物などがシャープ

ではありませんが、８ｋでは鮮明に映し出され

ました。

本日のプログラム

5月30日(木) 第 930 回

｢人間の目を越えた！

8Kスーパーハイビジョン｣
NHK広島放送局

副局長 越智 篤志 様

企画総務部 副部長 上小城 敬幸 様



幹事報告

１.BOX配布物

・次年度地区大会仮登録のご案内を配布してお

ります。ご出欠の回答は回覧にて取らせてい

ただきますので、よろしくお願い致します。

・5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。

２.お知らせ

・次週プログラムは理事・委員長退任挨拶と

なっております。

大串会員・奥芝会員・浮田会員・山口会員・

岡本会員以上の5名です。

ご都合の悪くなられた方は、プログラム委員

会までご連絡お願い致します

会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 12名 ご 来 賓 0名

欠 席 9名 ご 来 客 0名

メーキャップ 6名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第928回 5月16日

ニコニコ箱

￥18,000 累計￥764,548

会員記念日（5月）
☆創業月おめでとうございます

・青木 幹丸会員(1594.05.21)

歴史と伝統に恥じぬよう日々頑張ります。

陰の声「浅野氏入城400年いうちゃあおって

じゃが、それより前からあったんじゃけえ･･

･」

☆石丸 博昭会員

本日卓話を頂きます、NHK広島放送局副局

長 越智篤志様、副部長上小城敬幸様、メー

キャップに来られました、広島RC五弓様、

ありがとうございます。

☆三宅 恭次会員

NHK広島放送局越智副局長様、「8K」の卓話

楽しみにしています。当初、姫野局長の予定

でしたが、急遽のピンチヒッターですが、よ

ろしくお願いします。

☆奥芝 隆会員

例会進行の声がいつもと違うと思ったら、野

村君だ！それだけで出宝致します。

☆青木 幹丸会員

お久し振りです。5月26日に長女が男の子を

出産しまして、私もおじいさんになりまし

た。あと１ヶ月は広島に居りますので賑やか

に過ごせます。

崇徳学園ＩＡＣ募金

5月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美･青木 幹丸

合計 10,000円

総合計 66,000円

5月18日に開催されま

したRYLA(下関)に野村

会員が参加した様子で

す。

5月25日

IAC指導者研修会(修道

高校)に湯本会員が参

加した様子です。


