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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.578

＜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

会長時間

2019年11月14日(木）第949回

32階「ダイヤモンドルーム」

11月は青少年奉仕月間ですが当クラブでは11月

17日に広島県美容組合様との連携で「第6回8.20

BA杯 仲間の絆 サッカーチャレンジマッチ」

を広島県立祇園北高等学校にて開催いたします。

ここまでに至った経緯は割愛致しますが2014年8

月の豪雨土砂災害を機に始まりました。当クラブ

も第4回から協賛とイベント参加をさせていただ

いており元気な子供たちの姿を拝見させていただ

いております。当時を思い起こしますと77人もの

尊い命と多くの家屋が奪われました。全国のロー

タリークラブから義援金が届く中、もちろん姉妹

クラブの岩手北上和賀RC様、友好クラブの太子ロ

ータリーからも義援金を頂戴しております。また

平成30年の西日本豪雨災害と続きました。自然災

害はないに越したことはございませんがここ 近

は世界の異常気象変動が顕著になり日本も少しず

つではありますが亜熱帯化しているようです。ト

ランプ米大統領もパリ協定離脱宣言をし、益々地

球温暖化へ向かいつつあります。私たち一個人で

は何の対策も打てませんが一人一人が環境に対す

る意識を持っていただき大きな力へと変えていけ

るのがロータリーではないでしょうか。世界的に

蔓延していたポリオウイルスを撲滅させたように

時間と費用はかかると思いますが世界のロータリ

アンの知識と団結と行動できっと気候変動対策の

一役を担えるものと思います。

入会式

黒田 七郎 会員

ご入会、おめでとうございます

次の世代へ今以上の素晴らしい環境を確実に継承

する行動を日々実践したいものです。以上を本日

の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。



｢上田 宗箇

－義と創意の桃山びと－｣

㈱中国新聞社 論説委員室

特別論説委員

佐田尾 信作 様

江戸時代には広島城内にあった広島藩国老上田

家の上屋敷が上田流和風堂（広島市西区古江東

町）の改修に伴って復元され、２００９年から３

年間、春先に特別公開された。それから８年。こ

の春は上田宗箇と初代岩国領主吉川広家の親交を

たどる特別公開「豊臣大名の茶の世界展｜」が開

かれた。双方の茶道具など約７０点を公開し、藩

主を迎える「数寄屋御成」を再現したところであ

る。茶事を通じて歴史の機微を知る試みを、今回

の卓話でご紹介した。

来年春の特別公開では、大坂夏の陣で宗箇と豊

臣方の猛将塙団右衛門の対決の故事にならい、塙

団右衛門の子孫桜井家（松江藩たたら御三家の一

つ）と上田家の名品による展示が計画されてい

る。茶の湯だけでなく歴史に関心のある多くの皆

さんの来場を待ちたい。



本日のプログラム

11月14日(木) 第 949 回

幹事報告

｢上田 宗箇
－義と創意の桃山びと－｣

㈱中国新聞社 論説委員室

特別論説委員 佐田尾 信作 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。

・10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。

・年次総会のご案内を配布しております。

と き：2019年12月12日(木)

・休会のご案内を配布しております。(12月26日)

２.例会変更

・広島東南RC「新入会員歓迎例会・懇親会」

と き：11月18日（月）18：30～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

・広島廿日市RC「広島西南RCと合同夜間例会」

と き：11月22日（金）18：30～

※11月25日(月)の例会変更

ところ：ANAクラウンプラザホテル広島

・広島中央RC「創立41年記念夜間例会・懇親会」

と き：11月25日（月）18:30～ ※同日変更

ところ：グランドプリンスホテル広島

・広島安芸RC「新会員歓迎夜間例会」

と き：11月26日(火)18:30～ ※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島21階

「曙光の間」

３.休会

・11月20日（水）広島陵北RC

・11月21日（木）広島北RC

・11月29日（金）広島城南RC

４.お知らせ

・17日(日)のサッカーチャレンジマッチへご出席

される方は、8：30から例会となっておりま

す。必ず白ジャンパーを着用し、しっかり防寒

をしてお越しください。

・21日(木)の例会は17日の例会変更となっており

ます。従って、次の通常例会は11月28日となり

ます。お間違えのないよう、お願いします。

～2018-19年度表彰～

・ロータリー財団年次基金人頭額賞2位

・米山奨学会個人平均寄付額賞3位

・Every rotarian , Every Year

・100%ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付クラブ

・End Polio Now：

「歴史をつくるカウントダウン」感謝状

・米山功労法人 ㈱兼正冷熱工業

ニコニコ箱

会員記念日（11月）
☆お誕生日おめでとうございます

・奥芝 隆会員(S22.11.04)

72歳です。今までの感謝とこれからの人生を

楽しみに。

☆結婚記念日おめでとうございます

・岡本 忠文会員（S58.11.03)

感謝!!ひたすら感謝

☆道垣内 文夫会員

お客様ようこそお越しくださいました。

ごゆっくりお寛ぎ下さい。

☆大串 修二会員

本日卓話でお越しの佐田尾様、楽しみにして

おります！そして大野様、小畑様、ようこそ

お越し下さいました。

☆三宅 恭次会員

旧聞に属しますが、11月3日のひろしま国際

平和マラソンのチャレンジコース10キロに走

り、9年連続で完走しました。

本日の卓話ゲスト、佐田尾様、上田宗箇の

話、興味深く聞かせて頂きます。

☆長神 憲一会員

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆっ

くりしていって下さい。本日卓話をして下さ

います㈱中国新聞社論説委員室特別論説委

員、佐田尾信作様、お話を楽しみにしており

ます。宜しくお願いいたします。

￥15,000 累計￥239,000

会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 14名 ご 来 賓 1名

欠 席 7名 ご 来 客 0名

メーキャップ 4名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第947回 10月24日



2019年10月31日(木）第950回

広島県立祇園北高等学校

第6回 8.20 ＢＡ杯 仲間の絆
サッカーチャレンジマッチ

（旧称：安佐南区土砂災害復興支援少年サッカー親善大会）

広島安佐ロータリークラブは11月17日(日)、広島県立祇園北高

等学校グラウンドにて行われる「第6回8.20 ＢＡ杯 仲間の絆

サッカーチャレンジマッチ」へ共催し、当日を例会変更といたし

ました。

さわやかな青空のもと、「日々、サッカーが出来るのは当たり

前ではない。周りへの感謝の気持ちとサッカーが出来る喜びを今

日のプレーで表現したい！」との思いでいっぱいの子供たちが、

一生懸命駆け回る元気な姿に、希望を感じる一日となりました。

☆参加チーム☆

梅林地区サッカー教室・大塚ＳＣ・大町フットボールクラブ

安芸ルーチェＳＳ・Ａｃ-Ｔｋｄｙｍ・熊野サッカースポーツ少年団

山本少年ＳＣ・アンジュビオレ広島Ｕ-15・祇園北高等学校女子サッカー部

主催：広島県立祇園北高等学校・広島県美容業生活衛生同業組合

共催：第6回8.20ＢＡ杯仲間の絆 サッカーチャレンジマッチ実行委員会

広島安佐ロータリークラブ

協力：広島県サッカー協会4種安佐南区審判部有志

後援：広島県美容業生活衛生同業組合青年部

アンジュビオレ広島



会長時間

2019年11月28日(木）第951回

3階「瀬戸の間」

さて、今月は「ロータリー財団 月間」での、

終例会となりますので、財団関連の話をさせて

頂きます。ロータリー財団の正式名称は、国際ロ

ータリーのロータリー財団です。ここで今日は２

つのお話を聞いて下さい。

＜財団への寄付＞会員は、次の各基金への寄付を

通じてロータリー財団を財政的に支援することが

出来ます。

◆年次プログラム基金（毎年あなたも100＄を）

◆恒久基金

◆使途指定寄付（ポリオ・プラス基金）

◆その他（冠名奨学金・冠名基金など）

＜未来の夢計画＞ロータリー財団が2017年に創立

100周年を迎えた事を踏まえ、管理委員会は、財

団が奉仕の第二世紀に移行するための計画を立て

ています。ロータリー財団の使命は、ロータリア

ンが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧

困を救済する事を通じて、世界理解・親善・平和

を達成できるようにする事です。

そして、「世界でよいことをしよう」という新し

い標語は、財団管理委員会とRI理事会、ならびに

規定審議会によって承認されています。なお、未

来の夢計画は次の事を目標としております。

◆財団の使命に沿って、プログラムと運営を簡素

化すること。

◆ロータリアンにとって関連性のある世界の優先

的ニーズに取り組むことによって、 大の成果

が期待できるロータリアンの奉仕活動に焦点を

絞ること。

◆世界的目標と地元の目標の両方を果たすための

プログラムを提供すること。

◆意思決定をさらに地区に移行することによっ

て、地区レベルとクラブレベルで、

ロータリー財団が自分たちのものであるという

自覚を高めること。

◆ロータリー財団の活動に対する理解を深め、ロ

ータリーの公共イメージを高めること。

その他、健康管理・災害・飢餓・ロータリーのイ

メージ・会員増強など18項目に触れ、新世代にお

けるロータリーの奉仕の青写真を形成するものに

なっております。

時代の流れとともに、変わっていくクラブや地

区のニーズを学び今後も対応していかなければな

りません。当クラブに於いても、ロータリー財団

の意義・主旨を会員全員で、もう一度理解し、地

域の人道的ニーズに取り組めればと思っておりま

す。今後とも、財団へのご理解・ご協力をお願い

申し上げ、会長時間とさせて頂きます。

本日は、国際ロータリー表彰が行われました。

表彰されたのは、浮田会員『ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ第3

回』、谷会員・青木会員・奥芝会員・清家会員

『ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ第2回』、八條会員・森本会員

『ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ第1回』以上の皆さんです。

先輩方の活動に敬意を評したいと思います。

本日のランチは「100万$のランチ」でした。

改めて、「100万$のランチ」とは、月に1度のペ

ースで行われているランチで、

本来ランチにかかる費用を少しでも抑え、その差

額を寄付するという趣旨のものです。

メニューは「カレー」が多いのですが、このカレ

ーが評判が良いようで、

寄付もでき、さらに美味しい！とてもいい企画だ

と思います。

そして、本日のゲスト卓話は、長神会員の推薦

で広島市こども療育センター発達支援部 次長兼

育成園園長 佐々木邦洋様にお越しいただきまし

た。

卓話の内容は「広島市こども療育センター 育

成園の紹介」と題して、園児のこと、園の活動な

ど育成園について、そして、障害についてなどを

お話いただきました。

私たちも毎年、遊具等を寄贈させていただきま

すが、園児の皆さんが喜んで、楽しく使っていた

だいているとのご報告をいただきました。

私たちの活動が、少しでもお役に立てているこ

とを実感しました。

（広報・会報委員）



｢広島市こども療育センター

育成園の紹介｣

広島市こども療育センター

発達支援部次長館兼育成園園長

佐々木 邦洋 様

市内には３つの療育センター
広島市こども療育センター（東区光町）

広島市北部こども療育センター（安佐北区可部）

広島市西部こども療育センター（佐伯区海老山）

広島市こども療育センターについて

広島市こども療育センター 育成園

所在地： 広島市南区南蟹屋二丁目

１番１１号

種別 ： 児童発達支援センター（福祉型）

園児 ： 知的障害のあるお子さん

知的障害の診断基準と知能指数ＩＱ

診断基準

①知的機能が明らかに平均以下

②適応機能に障害がある。

③１８才未満に発症する。

様々な中枢神経系疾患が原因となる。

知的障害とは

知的障害の診断基準と知能指数ＩＱ
ＩＱ（知能指数）＝精神年齢を生活年齢で除す。

 生活年齢１０才の子どもで精神年齢は１０才

１０÷１０×１００＝１００ ＩＱは１００（平均値）

 生活年齢１０才の子どもの精神年齢７才

７÷１０×１００＝７０ ＩＱは７０ （知的障害の境界域）

 知的障害 ＩＱ７０未満をいう。

知能機能が明らかに平均以下 全体の２～３％

療育手帳取得 ２％に満たない。

特別支援学校の教育
福祉サービス
を受ける上での基準

自閉症って何？
イギリスの精神科医 ローナ・ウィング

ウィングの３つ組

１．社会性の障害

２．コミュニケーションの障害

３．想像性（イマジネーション）の障害

その他にも見られる行動

１．感覚入力の問題

２．強い不安

３．シングルフォーカス

４．タイム・スリップ

（フラッシュバックなど）

自閉症とは

育成園の１日

９：３０ 登園(自主通園及び通園バス)

身辺整理

自由あそび

１０：３０ 設定療育(週１回プール)

１１：３０ 給食

１２：４５ 午睡

１４：００ 帰りの集い

１４：４５ 降園(自主通園及び通園バス)



御寄附いただいた遊具は楽し
みながら、使いきっています?
 ブランコ台と
砂場テーブル
は１０時からの
園庭自由遊び
の時間に使っ
ています。

 ブランコ台の
背もたれが気
に入って長い
時間乗る子も
多くいます。

 写真はありませんが、ソフトマットは雨の日などの
室内遊びの時間に使っています。マット表面の独
特の感触が気に入っている子が多くいます。

本日のプログラム

11月28日(木) 第 951 回

幹事報告

｢広島市こども療育センター
育成園の紹介｣

広島市こども療育センター
発達支援部次長館兼育成園園長

佐々木 邦洋 様

１.BOX配布物

・11月定例理事役員会の議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

・クリスマス家族会のご案内を配布しておりま

す。ご出欠の回答はFAXかメールでお願い致し

ます。

（今回はハガキでの回答をいたしません。）

と き：2019年12月19日(木) 18：30～

ところ：リーガロイヤルホテル広島3階

「瀬戸の間」

・広島北RC･広島陵北RCとの合同夜間例会のご案

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。

と き：2020年1月23日(木) 18：30～

ところ：リーガロイヤルホテル広島4階

「ロイヤルホール」

・2019年度版 手続要覧を配布しております。大

切に保管して下さい。

・ロータリーカレンダーを配布しております。お

持ち帰り下さい。

２.例会変更

・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：12月2日（月）12:30～14:30

ところ：広島県立広島中央特別支援学校

３.お知らせ

・11月20日に、奉仕会計よりポリオプラス$2,000

（216,000円）を寄付いたしました。

・韓国3690地区 地区大会2019（2020年4月25.26

日）のご案内が届いております。ご興味のある

方は、事務局までご連絡下さい。

国際ロータリー表彰

ポール･ハリス･フェロー第3回

浮田 収会員

ポール･ハリス･フェロー第2回

谷 勝美会員 青木 幹丸会員

奥芝 隆会員 清家 俊一会員

ポール･ハリス･フェロー第1回

八條 範彦会員 森本 真治会員

ニコニコ箱

￥7,000 累計￥522,942
☆山本 新太郎様（広島陵北RC）

本日は久々にメーキャップに参りました。今

後ともよろしくお願いします。

☆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。



ニコニコ箱

☆大串 修二会員

本日卓話の佐々木様、楽しみにしておりま

す。そして陵北RCからお越しの山本様いらっ

しゃいませ！ 後までごゆっくりお過ごしく

ださい。

☆谷 勝美会員

奥芝さん、先ほど車中でRCCラジオで駅ビル

建替えに伴う喫茶風車の一時閉店に対して、

横山アナのインタビューに、オープン以来か

らの思い出、多くのお客様、又勤めていた従

業員･アルバイトの人を含めて皆さんに感謝

の言葉、まさに奥芝さんの人柄がにじみ出て

いました。感動しました。

☆長神 憲一会員

お客様ようこそおいで下さいました。(社)広

島市社会福祉事業団こども療育センター発達

支援部次長兼育成園園長 佐々木邦洋様、本

日の卓話宜しくお願いいたします。

奥芝さん、RCCのラジオに出られておられま

したね。ずいぶんあがっておられて、びっく

りいたしました。奥芝さんでもあがられるん

だと･･･??

☆今日、RCCラジオ午前様さまに出演しまし

た。 生放送は大変でしたが、横山アナウン

サーに助けられ、来年３月閉店の我が店風車

を少しだけしゃべってきました。感謝です。

☆幣 真太郎会員

お客様、ようこそお越し下さいました。久々

のニコニコです。12/11に賀茂川荘でカープ

トークショー付きバスツアーを実施します。

九里投手、床田投手、天谷さん･･･。プレゼ

ントいっぱいの楽しいトークショーです。よ

ろしくお願いいたします。

会員数 22名 出 席 率 77.27％

出 席 16名 ご 来 賓 1名

欠 席 6名 ご 来 客 2名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第949回 11月14日

崇徳学園ＩＡＣ募金

11月分
松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 20,000円

11月26日(火)、予てより依頼を受けておりまし

た、米山奨学生レシータン君の大竹ロータリーク

ラブでの卓話に同行してきました。

内容は、パワーポイントを使用し、彼の家族や

出身地の紹介、広島への留学の動機、大学での卒

業研究の概略、米山奨学会に対する感謝と将来に

わたる抱負などで構成されておりました。

何度かメールでやり取りし、不十分なところは

厚みを持たせるよう助言しておりましたが、彼も

緊張の中、何とか務めを果たしてくれたのではな

いかと安堵しております。今後、社会人として歩

みを進めていく上で、彼にとっては大きな経験に

なったのではないでしょうか。

因みに、大竹ロータリークラブの今年度米山担

当は、偶然にも私の同業者、浄土真宗本願寺派顕

徳寺住職、日域（じついき）学氏でした。

（青木会員）


