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＜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12月5日(木）第952回

3階「安芸の間」

2019年も残り1か月となりまして例年の事な

がら慌ただしい雰囲気になってまいりました。

そろそろ清水寺「奥の院」で今年の漢字が発表

される頃です。2018年は「災」でしたが、今年

はカルロス・ゴーンから始まり令和時代スター

ト・米中貿易戦争・消費税増税・天皇即位・ロ

ーマ教皇広島訪問等々ありましたが、さて、ど

んな漢字になるでしょうか。安佐ロータリーク

ラブにおいても創立20周年記念式典、祝賀会と

記念事業を行い、また名誉会員であります田中

作次様もお迎えし、大切な節目を終えることが

出来ました。

来年、2020年は56年ぶりに夏季東京オリンピ

ックを迎えますが浮ついてはいられません。緩

やかな世界経済の減速に伴い足元の広島経済は

自動車、機械などが生産調整を始め大手企業に

依存している中小企業経営者は来年以降の景気

の動きに戦々恐々としている状況です。11月19

日に商工労働局から出された広島県の経営環境

に関する調査結果をみてみますと今後景気が上

向いてくるとは想像しにくい状況ですが悲観ば

かりせず一人一人が地域に根づいた活動をして

ゆくことが重要だと思います。ロータリークラ

ブもそれを実現する一つのツールとしましょ

う。ということをお伝えし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。

｢新入会員卓話｣

黒田 七郎会員

本日は、12月度 第一例会につき、誕生月、

記念月のお祝いがありました。

皆さんおめでとうございます。

そして、先週に引続き、国際ロータリーの表

彰が行われました。表彰されたのは、長神会員

『ポール・ハリス・フェロー第3回』です。

ロータリアンとしての、意識の高さと行動に敬

意を評します。

本日は、4名のゲストがいらっしゃいまし

た。広島安佐ロータリークラブは、少人数なの

でゲストが多いと賑やかで嬉しいです。我がク

ラブ名物、佐藤名誉会員考案の、楽器を鳴らし

て歓迎の意を表するおもてなしはゲストの方々

にも好評で、一緒に鳴らして楽しんでくださる

方もいらっしゃいます。

ぜひ、広島安佐ロータリークラブへメーキャッ

プにお越しください。

心より歓迎いたします。

本日の卓話は、黒川会員による新入会員卓話

でした。黒川会員は再入会ということで、以

前、広島安佐ロータリークラブに在籍されてい

ました。卓話の内容は、ご自身の自己紹介でし

たが、ドラマティックな人生の話は興味深く、

思わず聞き入りました。また、社長職を退かれ

た後も、勢力的に活動をされており、特に地球

温暖化や自然災害に対しての取り組みは素晴ら

しいと感じました。これから一緒に活動できる

ことを楽しみにしています。

（広報・会報委員）



卓話「私のしてきた事」

黒田 七郎

昭和59年、関西養老乃瀧加盟店に属し、四条

畷店を出店。自営業が始まり、森小路店、広島

市安佐南区古市橋店、西条店、4店舗を経営。

この25年間、私にとって人生の全てを学びまし

た。「企業は飲食を見習え、飲食は主婦を見習

え」

常に新しいことを考える、居酒屋初「２時間

飲み放題」「いけす料理」「ふぐ、かに料理」

「スタンプ割引」「無料代行運転サービス」等

を始める。笑顔の練習・お客様のニーズに応え

る・マンネリズムは進歩がない。

目標年商売上1億円目標達成。

「企業は飲食を見習え」この精神で、平成7

年、広島市安芸区阿戸町、（株）クリーン技研

（プラスチックリサイクル業）を設立。

プラスチックの知識は全く無く、廃プラを集

めて宝物を探して、再生樹脂を生産及び様々な

製品を造る。廃プラを再利用した自社製品を開

発、製造販売、容リ材（家庭ゴミ）を利用した

感染性廃棄物容器の開発（国内初）等の事業展

開。

「大津波を海底で消波」「漁礁となる」「産業

廃棄物の処理」一つの商品で三つの役目を果た

す、画期的な商品を開発する。

本日のプログラム

12月5日(木) 第 952回

｢新入会員卓話｣

黒田 七郎会員

幹事報告

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。

・年末変更リストと喪中会員リストを配布して

おりますので、ご確認をお願い致します。

２.例会変更
・広島城南RC「クリスマス夜間例会」

と き：12月13日（金）18:30～※同日変更

ところ：シェラトングランドホテル広島

３Ｆ「三波」

・広島東RC「夜間例会・クリスマス家族会」

と き：12月18日（水）18：30～※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

３.お知らせ
・本日配布しておりますロータリーの友12月号

（P.27）に、育成園に寄贈したブランコの記事

が掲載されております。ぜひご覧ください。

国際ロータリー表彰

ポール･ハリス･フェロー第3回

長神 憲一会員

会員記念日（12月）
☆お誕生日おめでとうございます

・大串 修二会員(S46.12.27)

☆結婚記念日おめでとうございます

・山口 洋充会員（H25.12.07)

☆入会月おめでとうございます

・森本 真治会員（H16年12月2日）

☆創業月おめでとうございます

・三宅 恭次会員（S42.12.14）

車社会の将来が見える中、車を中心としなが

ら事業のウィングを徐々に広げ総合サービス

企業をめざしています。

￥18,000 累計￥540,９４２



☆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。

☆大串 修二会員

長神会員、国際ロータリー表彰「ポール・ハ

リス・フェロー＋3」おめでとうございま

す！そして黒田さん！お帰りなさい。これか

らも、ご指導の程、宜しくお願いいたしま

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

くりして下さい。本日配布されましたロータ

リーの友12月号、P58の中ほどに地域の子ど

もたちへの支援として8月28日に行いました

広島市社会福祉事業団こども療育センター・

育成園に寄贈しました安全ソフトブランコを

使っていらっしゃいます、子供と先生の写真

が載っています。是非、ご覧下さい。

会員数 22名 出 席 率 72.73％

出 席 7名 ご 来 賓 0名

欠 席 15名 ご 来 客 0名

メーキャップ 9名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第950回 11月17日

会長時間

2019年12月12日(木）第953回

3階「安芸の間」

皆さん、こんにちは！

例会では毎回、点鐘の後、みんなで歌を歌いま

す。本日はロータリーソングについてです。

1905年2月23日です。ポール・ハリスら4名によっ

てシカゴに最初のロータリークラブが誕生しまし

た。同年の秋のある夜、例会に一時的な静寂が訪

れ、会話のざわめきが突然止んだ時、5番目に入

会したハリー・ラグルスさんが「おい、みんなで

歌おう」と音頭をとって当時流行っていた歌を何

曲か歌ったのが始まりだそうです。その後、シカ

ゴRC誕生2年目に、些細な意見の違いが大きくな

り、クラブ内に不協和音が発生し出席率も低下す

るという事態が起きてきます。当時幹事をしてい

たウィルR・ネッフ医師がハリーに「君が毎週立

ち上がって楽しく歌うことにしたらどうか」と云

いました。そしてハリーの指揮する歌声が、毎回

クラブの例会で響くようになり、いつの間にかク

ラブ内の雰囲気は改善され、シカゴRCは最悪の危

機を脱したそうです。歌が人々の心を結んだので

す。そしてその後、続々と誕生したRCにもみんな

で歌う習慣が伝わっていったということです。そ

のハリーさん、1910年にはロータリーソングブッ

クの出版もしています。では、日本ではロータリ

ーソングはいつごろ歌われ始められたのでしょう

か。それは1920年（大正9年）設立の東京RCで

す。当初は英語のまま歌っていたそうですが、

「児戯に類する・・・」と、みんなあまり乗り気

でなかったのですがE.D.バートン会員の努力で大

正元年頃より定着しだしたそうです。日本国内で

は東京、大阪、神戸、名古屋、京都、横浜、広

島。外地では京城（けいじょう）、大連（だいれ

ん）、奉天（ほうてん）、ハルビン、台北（たい

ぺい）が誕生し、昭和5年にはRCは11となりまし

た。やがて、日本語によるロータリーソングを求

める声が高まり、昭和10年京都地区大会で募集し

た新作の「日本語によるロータリーソング」が発

表されました。「奉仕の理想」、「我らの生業」

などです。その後、昭和26年に「手に手をつない

で」、昭和28年に「それでこそロータリー」、昭

和48年「四つのテスト」（もともと和訳されてい

たのに曲をつけたものとされている）等が作られ

ました。日本語のロータリーソングは、いずれも

ロータリーの理念を上手く謳いあげています。歌

うことによりご利益があるものと思いますので、

これからも大きな声で歌いましょう。ということ

をお伝えし会長時間とさせて頂きます。ご清聴有

難うございました。



「年次総会」

12月12日（木）例会を開催いたしました。

本日は、会長時間の冒頭に、2710地区内複数

クラブによる合同事業である

ボリビア 水頭症治療事業への寄付に対する、

感謝状と感謝盾の紹介がありました。

感謝状は、ボリビアのチュキアゴ・マルカ・ロ

ータリークラブから送られたもので

現地の日本ロータリアンである長谷川幸雄さん

が来日され、直接持って来られたとのことで

す。

会長時間は、「ロータリーソング」について

のお話で、その誕生秘話など興味深いお話でし

た。

そして、本日の卓話は年次総会ということ

で、次年度理事の紹介に続いて、次年度会長の

大串会員の挨拶がありました。おそらく、地区

最年少会長となる大串会員は、とても真面目で

何事にも一生懸命で、挨拶でもその人柄が表れ

ていました。今回、初理事となる副幹事の横手

会員・湯本会員とともに、若いチカラに期待し

たいと思います。

（広報・会報委員）

広島安佐ロータリークラブ

2020-2021年度 理事名簿

会長 大串 修二

会長エレクト

副会長・クラブ管理運営 青木 幹丸

直前会長 道垣内 文夫

会員増強 奥芝 隆

広報・会報 三宅 恭次

奉仕 谷 勝美

財団 長神 憲一

幹事 山口 洋充

副幹事 横手 裕康

副幹事 湯本 隼士

会計 道垣内 文夫

SAA 岡本 忠文

会員記念日（12月）
☆創業日おめでとうございます

・奥芝 隆会員（三吉屋食品㈱：S40.12.01）

54年間、ただただ感謝です。

☆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。

☆大串 修二会員

本日は陵北RC吉田幹事様、ようこそお越し下

さいました。次年度会長挨拶で緊張しており

ますが頑張ります。宜しくお願いいたしま

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

くりして下さい。本日は年次総会です。会長

幹事さん宜しくお願いいたします。

￥8,000 累計￥548,９４２

会員数 22名 出 席 率 72.73％

出 席 15名 ご 来 賓 1名
欠 席 7名 ご 来 客 1名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第951回 11月28日

幹事報告

１.BOX配布物

・2019-20年度年次総会議案書を配布しており

ます。

・休会のご案内を配布しております。

(1月2日・16日)

・11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。

・12月定例理事役員会の議事録を配布しおりま

す。ご一読ください。

・都道府県対抗男子駅伝大会のご案内と、ご協

賛のお願いを配布しております。ご出欠は回

覧にてお願い致します。

（メーキャップ対象）

２.お知らせ
・次週の例会は｢クリスマス家族会｣となってお

りますので、お間違えのないようお越しくだ

さい。

12月19日(木)18:30～

リーガロイヤルホテル広島3階「瀬戸の間」



2019年12月19日(木）第954回

3階「瀬戸の間」

「クリスマス家族例会」

本日は、1年で一番楽しい例会、クリスマス家族

例会でした。

いつも、支えとなってくだるパートナーの皆さん、

可愛いお子様たち、そして、ゲストの宗徳高校イン

ターアクトクラブ・顧問の泊里先生と部員の皆さ

ん、米山奨学生 レ・シー・タンくん等々、たくさ

んの方々にお越しいただきました。

広島安佐ロータリークラブのホームグラウンド・

リーガロイヤルホテルを会場に、道垣内会長の挨

拶、そして、山口副会長の乾杯と続いて、クリスマ

ス家族例会が始まりました。

お料理はフレンチのコース料理で、通常の例会よ

りも豪華なお料理と、シャンパンやワインも入っ

て、皆さんいつも以上に楽しく和やかな雰囲気の

中、会は進んで行きました。

そして、いよいよ本日のメインイベント！！

ジャズのデュオ、ヴォーカルの松原さんとピアノの

三浦さんの登場に会場もヒートアップ。2曲続けて

クリスマスのスタンダードソングの後に、スペシャ

ルゲストとして、大串幹事のお子様の汰音くんとあ

のちゃん、そして野村会員のお子様の咲奈ちゃんが

登場！！汰音くんは、吹奏楽部で鍛えたサックスの

演奏、そして、あのちゃんと咲奈ちゃんはヴォーカ

ルで、今年大ヒットしたパプリカを大熱演＆大熱

唱！！会場のお子様たちも、一緒に歌ったり踊った

りで大盛上りでした。もちろん、盛り上がったのは

お子様だけでなく大人もいっしょです。

みなさんの楽しいそうな顔を見て、これが本来の家

族例会の在り方だと感じました。

ステージで盛り上がった後は、毎年恒例、パート

ナーへお花の贈呈が行われ、会員の皆さんは、日頃

の感謝の気持ちを言葉とお花で伝えました。パート

ナーや家族の理解と支えがあってこそ叶うロータリ

ー活動です。改めていつも有り難うございます。

今年は、時代が平成から令和へと移りました。

新しい時代の幕開けは、明るいニュースばかりでは

ありませんでしたが、私たちはロータリアンとし

て、少しでも世の中に貢献できるよう活動を続けた

いと思います。

来る令和2年は、いよいよ東京2020、オリンピック

イヤーです。皆さまにとっても、素晴らしい1年に

なりますように！！ （広報・会報委員）



会員数 22名 出 席 率 90.91％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 4名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第952回 12月5日

崇徳学園ＩＡＣ募金

12月分
松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 24,000円


