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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／道垣内 文夫 幹 事／大串 修二 Vol.575

＜本年度会長テーマ＞ 『 つたえよう！つながろう！ 』

広島安佐ロータリークラブ

2019年8月8日(木）第939回

3階「安芸の間」

会長時間

先ずは7/31広島陵北ロータリーとの合同での

例会及びガバナー補佐クラブ協議会にご参加い

ただきありがとうございました。みなさんが感

じておられるロータリークラブへの想いをご自

分の言葉で表現されていらっしゃいました。と

ても良かったと思います。8/21晝田ガバナー訪

問もよろしくお願い申し上げます。

一昨日8/6は74回目の原爆の日を迎えまし

た。被爆地である広島から世界に向けた核兵器

廃絶のメッセージは1947年、被爆から２年後よ

り毎年平和宣言が広島市長により発表されてい

ます。記憶に新しいのは、2016年オバマ米国大

統領が演説したことで現在は世界からの観光客

が絶えない状況になっており広島の活性化にも

寄与しています。

さて8月6日と言えば広島県民ならば言わなく

ても何の日かわかりますが他県の方はサッパリ

なのではないでしょうか。在京キー局等はむし

ろ終戦記念日を強く発信しているように思えま

す。原子爆弾は広島と長崎だけの事と言わんば

かりで常に視聴率という数字を取るための偏向

報道になっています。このような社会システム

で令和元年を向かえ平和について語る場が激減

するのでと危惧してしまいます。私は原爆資料

館に年2回程行くのですが伝え続けることの大

切さと難しさを同時に感じます。広島県民は平

和学習を絶えずしましょうということを祈念し

て会長時間とさせていただきます。

｢会員卓話｣

森本 真治会員

8月8日（木）例会を開催しました。8月度第

一例会につき、記念月・誕生月のお祝いと、米

山奨学生 レ・シー・タンくんに奨学金が授与

されました。

会長時間では、道垣内会長より、8月6日の原

爆の日についての話がありました。

平和学習に関して、広島・長崎と全国の温度差

が生じているものの、8月6日と8月9日は、決し

て忘れてはいけない日だと改めて考えさせられ

ました。

そして、今回の卓話は、7月の参議院議員選

挙でみごとトップ当選を果たした、道垣内会長

の推薦での我がクラブ、森本会員による卓話で

した。

まず始めに、先日の選挙で当選した喜びと感

謝を述べ、さらに「これで、安佐ロータリーク

ラブに続けて在籍できます。」との言葉があ

り、会員一同から喜びの笑いが湧きました。

卓話の内容は、「選挙の裏話」と題して、戦

略の立て方や選挙期間中から当確が出るまでの

動き等、大変興味深い話を聞くことができまし

た。

会員からもたくさんの質問が上がり、通常の卓

話時間を少し超過する盛り上がりで、皆さんの

政治と選挙への関心の深さが窺えました。

最後に「これから6年間、地元広島と国を繋

ぐため全力で頑張ります。」と、森本会員の決

意の言葉で卓話を締めくくりました。

（広報・会報委員会）



本日のプログラム

8月8日(木) 第 939 回

幹事報告

会員数 21名 出 席 率 95.00％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 4名 ご 来 客 2名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第937回 7月25日

｢会員卓話｣

森本 真治会員

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。

・確定申告用寄附金領収証を配布しておりま

す。再発行できませんので、大切に保管して

下さい。

２.例会変更

・広島廿日市RC「広島西南RCと合同ガバナー補

佐訪問例会」

と き：8月20日(火)12:30～※8月19日(月)

の例会変更

ところ：ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ3階

・広島東RC「夜間例会・夏家族会」

と き：8月21日(水)18:30～20:30

※同日変更

ところ：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島22Ｆ

屋上ビアガーデン

・広島安芸ＲＣ「新会員歓迎夜間例会」

と き： 8月20日(火)18:30～ ※同日変更

ところ：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島21階「曙光の間」

３.休会

・8月13日（火）広島西南RC・広島安芸ＲＣ

・8月14日（水）広島東RC・広島陵北RC

・8月15日（木）広島北RC・広島西RC

・8月16日（金）広島城南RC

４.お知らせ

・8月14日(水)～16日(金)の間、事務局は休局

となります。

・2020-21年度ロータリー財団奨学生募集につ

いてのチラシが届いております。応募に興味

のある方、お持ち帰り下さい。よろしくお願

いいたします。

ニコニコ箱

￥14,000 累計￥93,000
会員記念日（8月）
☆お誕生日おめでとうございます

・道垣内 文夫会員(S38.08.29)

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・大串 修二会員(紀子：13日)

☆入会月おめでとうございます

・松岡 與吉会員(H19.08.02)

お陰様で、10年。ありがとうございました。

・道垣内 文夫会員(H23.08.04)

☆創業月おめでとうございます

・野村 裕芳会員(H13.08.28)

☆道垣内 文夫会員

お客様ようこそお越し下さいました。ごゆっ

くりおくつろぎ下さい。森本先生、卓話楽し

みにしております。

☆大串 修二会員

森本先生、本日の卓話、楽しみにしておりま

す。本当に安佐ロータリーに入会してよかっ

たです。そして、今日お越しのレ・シー・タ

ン君、新入会員の梁君、ゆっくり楽しんでく

ださい。

☆奥芝 隆会員

梁さん、入会ありがとう。素晴らしい仲間ば

かりです。共にがんばりましょう。

☆長神 憲一会員

お客様、ようこそお越し下さいました。森本

さん卓話を楽しみにしております。国会の楽

しいウラ話を期待しております。



2019年8月21日(水）第940回

3階「宮島の間」

会長時間

本日は晝田ガバナーようこそお越し下さいま

した。そして広島陵北ロータリークラブさんと

例会ならびにガバナー訪問が合同で開催出来た

ことは広島安佐ロータリークラブにとって今後

に向けた活動に対して非常に良い影響をもたら

すものです。この機会を与えて頂きました晝田

ガバナーをはじめ竹内随行幹事、松尾ガバナー

補佐、吉野ガバナー補佐幹事、広島陵北ロータ

リー瀬川会長、吉田幹事他広島陵北ロータリー

のみなさまには厚く御礼を申し上げます。

安佐ロータリークラブの今期の活動は会員増

強を優先順位一位に据えております。幸先よく

今月1名の新しい仲間が増えました。今回の試

みで会員全員が陵北メンバーさんと知り合えた

ことは大げさに言うと財産になりました。ま

た、なにがしらかの気づきやアイデアを持ち帰

れるものと期待致しまして会長時間とさせてい

ただきます。

ご清聴ありがとうございました。

入会式

本日は、ガバナー公式訪問日という事で、晝

田ガバナーから直接バッヂを付けていただきま

した。そして、広島陵北RCとの合同入会式でも

あり、計3名の入会式となりました。

梁 賢春 会員
ご入会、おめでとうございます

広島陵北RC・広島安佐RC合同
「ガバナー公式訪問卓話」
国際ロータリー 第2710地区
2019-20年度 ガバナー

晝田 眞三 様

2019-2020年度 国際ロータリー第2710地区

ガバナー 晝田 眞三 氏の公式訪問が行われま

した。今回は、晝田ガバナーのご提案により、

初の試みとなる、広島陵北ロータリークラブと

の親子ロータリー合同訪問となりました。



晝田ガバナーと共に、竹内 太甫随行幹事、

グループ6 松尾 仁ガバナー補佐、

グループ6 吉野 泰弘ガバナー補佐幹事様 が

同行されました。

合同例会では両クラブの会長時間の後、新入

会員合同入会式が行われ、晝田ガバナーより3

名の新入会員にロータリーバッジの贈呈が行わ

れました。

晝田ガバナーの卓話時間では、昨年の西日本

豪雨により甚大な被害を受けた井原鉄道の話題

に交えてご自身の話をされた後、本論としてロ

ータリークラブの現状と今後の予定等について

説明され、最後に国際ロータリー会長 マーク

・ダニエル・マローニー氏のビデオメッセージ

で締めくくられました。

合同例会後、会場を移して合同フォーラムが

行われました。

合同フォーラムは、3テーブルに分かれディス

カッション形式で

『Aテーブル／会員増強（平均年齢を下げる）

会員基盤強化』

『Bテーブル／退会防止（クラブ戦略計画）』

『Cテーブル／会員間コミュニケーション

（ジェネレーションギャップについて）』

の3つのテーマについて、テーブル毎に活発な

意見交換をしました。フォーラム中、晝田ガバ

ナー、竹内随行幹事、松尾ガバナー補佐、吉野

ガバナー補佐幹事、瀬川会長、道垣内会長が2

班に分かれ、各テーブルを回り会員の意見に耳

を傾けました。

ロータリークラブ全体では、会員数の減少傾

向が続いている中、会員数を増やすことは勿論

大切であるものの、会員一人ひとりが今一度ロ

ータリアンとしての自覚と誇りをもって、会員

増強に取り組む必要がある等、課題や方向性を

示すフォーラムになりました。

フォーラム終了後、同ホテルの写場にて集合写

真の撮影を行い、晝田ガバナー公式訪問を閉会

しました。

（広報・会報委員会）

本日のプログラム

8月21日(水) 第 940 回

幹事報告

１.BOX配布物

・休会のご案内を配布しております。

(9月19日)

・7月分の個人別出席一覧を配布しておりま

す。ご確認ください。

・8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。

２.例会変更

・広島廿日市RC「広島西南RCと合同ガバナー公

式訪問例会」

と き：9月3日(火)12：30～

※9月2日(月)の例会変更

ところ：ANAクラウンプラザホテル3階

広島陵北RC・広島安佐RC合同

「ガバナー公式訪問卓話」

国際ロータリー 第2710地区

2019-20年度 ガバナー

晝田 眞三 様



会員数 21名 出 席 率 85.00％

出 席 16名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第938回 7月31日

ニコニコ箱

￥16,000 累計￥129,000
☆晝田 眞三様 \5,000

(国際ロータリー 第2710地区ガバナー)

☆松尾 仁様 \10,000

(国際ロータリー 第2710地区G-6ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐)

☆長神 憲一会員

本日は公式訪問です。国際ロータリー 第

2710地区ガバナー 晝田 眞三様、卓話を楽

しみにしております。地区ガバナー随行幹事

竹内太甫様、宜しくお願いいたします。国際

ロータリー 第2710地区G6ガバナー補佐松尾

仁様、7/31に引続きありがとうございます。

G6ガバナー補佐幹事吉野泰弘様、ご苦労様で

す。

合同クラブフォーラム



2019年8月22日(木）第941回

マツダスタジアム

～エバラ黄金の味びっくりテラス～
「夏の家族会」

『突然の豪雨襲来、コールドで負ける！』

安佐クラブは毎年８月、マツダスタジアムでカープ観戦を家族会とし

て行っています。今年は８月２２日（木）のヤクルト戦、今年の場所は

一塁側後方のエバラの焼肉スペースで４５人が参加。天気予報では「曇り夜遅く雨」だったが、朝から何となく怪

しい空模様、予測よりも早く日本海に停滞している前線が南下するのか…。

集合時間の午後５時半には既に道垣内会長、大串幹事と親睦委員会の面々が来て、備え付けの鉄板２台を使っ

て、焼きそばなどの準備に余念がありません。大串会員は鉄板焼きの店を弟さんと経営しており、助っ人として来

た弟さん共々ヘラさばきはお手のもの、次々と焼きそばと焼肉が大皿に盛りつけられて行きました。

６時試合開始とともに、形ばかりの例会、道垣内会長の“点鐘”、大串幹事の幹事報告…、カープ先発は期待の

山口、立ち上がりもまずまず。ところが早くも２回表、ヤクルト二年目のホームラン王を狙える位置にいる村上に

右中間に一発、あっという間に３点リードされる。こうなると試合不成立もありか、とスマホで天気予報を見ると

７時から５０％の降水確率。

ことしは８月に入会したばかりの梁さんファミリーなど若手会員の家族連れが多く、さらに再入会予定者？のT久

保さんが娘さんと参加してくれました。ベテラン会員の皆さんは一番前のカウンター席に陣取り、戦況を見つめる

でもなく隣席と話が弾みます。こうしてみると安佐クラブは「老・壮・青」ではなく「老・青」のクラブになりつ

つあるのかな？

試合は3回裏に２点を入れ追い上げムード、小雨も止んできて、着ていたポンチョも脱ぎ、カンフーバットで応援

モードに…、ところが５回表、三番手の島内が投手小川に走者一掃の２塁打を打たれ、ほぼ勝負あった、か。黙々

と飲み食べていたベテラン会員の皆さん「雨が来そうなけえ、帰るで、今日は負けじゃろ」と早々の退散。残った

のは小さいお子さん連れファミリーと一部野球好きのおじさんだけ…。お子様達は何が何でもラッキーセブンの風

船飛ばしだけはやらなくては！その願いが通じて、ゲーム展開は兎も角、雨も小康状態、７回裏それゆけカープの

大合唱と共に赤い風船も空高く舞い上がりました。試合もランナー１・２塁のチャンス、ところが雷鳴と共に猛烈

な降雨。審判の一時中断のコールとともに我が安佐クラブのカープ観戦も終了。まずはお子さんの楽しみである風

船飛ばしも出来たことですし、良しとしましょう。

この家族会を準備して下さった道垣内会長、大串幹事それに親睦委員会の皆さんに感謝です。


