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広島安佐ロータリークラブ

会長時間

2020年2月6日(木)第958回

3階「安芸の間」

先週末から、中国新聞に呉市で長年貢献して

きた企業の一つであります日新製鋼呉製鉄所が

将来的に閉鎖の可能性と伝えられております。

昨年1月に日本製鉄の完全子会社になり4月に日

鉄日新製鋼になり今年4月には日本製鉄に吸収

合併後、組織再編に伴い瀬戸内製鉄所となる予

定での今回の報道は呉市を中心に衝撃が走りま

した。企業、行政、金融機関等が緊急に集まり

今後の対策と連携強化を話し合ったと聞いてお

ります。3,000名超を雇用する企業が無くなる

事態は地元経済にとって大変なマイナスです。

原因は多くあるでしょうが、やはり中国の製鉄

所が過剰に生産を続けることが一番の原因では

なかろうかと推察します。この歴史ある企業、

日新製鋼のルーツは瓦葺き木造50坪の小さなメ

ッキ工場から112年、大手5社に名を連ねるまで

に成長した企業ですので頑張って頂きたいと思

います。日新製鋼他、大企業が集まる呉市です

が1898年の呉鎮守府の開庁を契機に軍港都市と

して近代以降発展、周辺地域と合併を繰り返し

ながら最後は賀茂郡広村と合併し農村だった広

村に1922年、広海軍工廠が誕生しました。1943

年、呉の人口は40万人になりました。ちょうど

戦艦大和が進水して戦艦が続々と建造されたこ

ろがピークだったのでしょう。終戦とともに人

口は減少し1945年には15万人になり、軍港や施

設は企業により造船、鉄鋼、機械などの工場群

に代わり現在の呉の基幹産業となっています。

そして現在の呉には戦時中からの歴史を学べる

大和ミュージアムをはじめ多くの施設がありま

す。大和ミュージアム内にある回天、いわゆる

人間魚雷などを見ると胸が痛くなります。戦争

や紛争を決して引き起こしてはならないという

強い想いを持って我々ロータリアンは現在の平

和な状態を継続する行動をしたいものです。そ

の手段は無数にあります。

ご清聴ありがとうございました。

クラブフォーラム

～奉仕活動について～

本日は、現在行っているクラブフォーマル奉

仕活動について、事前アンケートを集計した結

果を基に継続の有無ついて意見交換が行われ

た。

奉仕活動を行うにあたっては「予算があるこ

と」、全てを行うこととした場合には、相当の

時間を割くなど相当の覚悟が必要であることな

ど、多くの意見交換がされた。時間の制限もあ

ったが、意義のある場となった。

（広報・会報委員）



本日のプログラム

2月6日(木) 第 958 回

幹事報告

クラブフォーラム

～奉仕活動について～

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。

・公益財団法人 ロータリー日本財団・公益財団

法人ロータリー米山記念奨学会の確定申告寄付

金領収証を配布しております。再発行はしてい

ただけませんので、大切に保管ください。

・1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.例会変更

・広島東RC「創立61周年記念夜間例会・第2回経

営塾」

と き：2020年2月19日(水）18：30～20：30

ところ：ホテルグランヴィア広島４Ｆ

・広島陵北RC「職場訪問例会」

と き：2月19日(水)13：30～14：30

※同日変更

ところ：「サービス付き高齢者向け住宅

クラシオン早稲田」

・広島北RC「職場訪問例会」

と き：2月20日(木)12：30～※同日変更

ところ：広島テレビ本社

（広島市東区二葉の里3丁目5-4）

３.休会

・2月10日（月）広島廿日市RC

４.お知らせ

・次週2月13日の当クラブの例会は休会となって

おります。

・2月19日は、崇徳高校にて8：50より、がん予防

講話会が行われます。ご出席の方は、遅れない

ように宜しくお願いします。

ニコニコ箱

会員記念日（2月）
☆結婚記念日おめでとうございます

・三宅 恭次会員(S58.02.10)

・森本 真治会員(H16.02.04)

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・山口 洋充会員(ゆり：8日)

・湯本 隼士会員(沙織：21日)

今年も一年間健康に仲良く過ごしたいと思い

ます。

☆入会月おめでとうございます

・湯本 隼士会員（2019年2月7日）

入会して一年になりました。来年度は副幹事

の役割も頂いていますので、よりクラブに貢

献できるよう、努めます。

☆創業月おめでとうございます

・山口 洋充会員（H23.02.01）

・湯本 隼士会員（S60.02.25）

創業以来のDNAをしっかりと継承し、更な

る発展に貢献したいと思います。

☆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。

☆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。本日はクラブフォー

ラムで議題は奉仕活動についてであります。

五大奉仕部門は、クラブ奉仕・職業奉仕・社

会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕とありました

が、四大奉仕部門としては、青少年奉仕が抜

けております。活発なお話が出来ると良いで

すね。

￥22,000 累計￥630,９４２

会員数 22名 出 席 率 95.45％

出 席 19名 ご 来 賓 0名

欠 席 3名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第956回 1月23日



がん予防講話会

「がんを知ろう がんにならないために｣

広島中央RC会員・栃木県立がんセンター名誉所長

児玉 哲郎 先生

2020年2月19日(水) 崇徳高校 高1対象

広島安佐ロータリークラブは崇徳高校のイン

ターアクトクラブ結成に関わり、現在まで様々

な活動をサポートしてきています。

第２７１０地区の田原栄一ガバナーの時「が

ん予防キャンペーン」が提唱されました。広島

安佐ロータリークラブではこれに呼応して、崇

徳高校と話をして高校一年生を対象にした「が

ん予防講話会」をはじめて４年になります。

広島安佐ロータリークラブにはがん専門医が

いないため、毎年、広島中央ロータリークラブ

の先生に講話のお願いをしています。今年も児

玉哲郎先生が引き受けてくださいました。

２月１９日、講堂に集まった一年生３５０人

を対象にパソコン画面を使って一時間話をされ

ました。生徒は事前に配られたレジュメを手に

先生の話に熱心に耳を傾け、メモを取っていま

した。

講話ではがん発症の仕組み、日本におけるが

ん罹患率、死亡者数、がんは誰でも罹る、がん

予防のために必要なこと：禁煙、節酒、バラン

スの良い食事、適度な運動などを上げ、特にた

ばこの害を強調されました。そして、がん予防

のためには「早期発見、そのための検診を受け

ること。がんは決して不治の病ではない、治

る」と述べた上で、「広島県では受診率がまだ

まだ低い。是非、お父さん、お母さんに検診に

行くよう勧めてください」と話を締めくくられ

ました。

児玉先生によりますと、文科省は２０２１年

度には全中学校を、２２年には全高校を対象

に、こうした「がん講話」を実施する方向を打

ち出しているとのこと、その点では広島安佐ロ

ータリークラブのこの事業はロータリークラブ

として「先進的な事業」だと思います。

(三宅会員)

2018年現在、がん（悪性新生物）の罹患者数

は年間100万人超と推計されており、2人に１人

はがんと診断される時代となりました。男性で

は、第一位が前立腺がん次いで胃がん、肺が

ん、大腸がんの順となり、一方女性では、乳が

んが最も多く、大腸がん、肺がん、胃がんの順

となっており、この数十年の間に食生活の欧米

化でがんの発生頻度が大きく変化しました。

一方死亡数では、2018年には38万6千人を数

え、全死亡の28.4%を占めています。年齢から

みると、40歳以上の働く世代でがん死亡割合が

高くなっています。とはいえ、がん患者の5年

生存率は66％を越え、もはやがんは治らない疾

患ではありませんが、進行がん、難治がん、再

発がんで苦しむ人も少なくありません。

がん予防 には、一次予防： がんに罹らない

ようにする(タバコを吸わない，食生活に注意

するなど)と二次予防： がんで死なないように

する(早期発見・早期治療)がありますが、がん

予防には、がんの原因を避けることが第一であ

り、生活習慣でがんを防ぐ（“がんを防ぐため

の新12ケ条”）ことが肝腎です。

「日本人のためのがん予防法」として、5つ

の健康習慣（１．禁煙する、2．節酒する、3．

食生活を見直す、 4．身体を動かす、5．適正

体重を維持する）を実践することでがんになる

リスクが低くなります。5つの健康習慣のすべ

てを実践すると男性で43％、女性で37％減少す

るといわれています。日々の生活習慣の見直

し、改善が、がんにならないための第一歩で

す。

講演では、がん発生の成り立ち、原因、罹患

数/死亡数、加齢との関係、がん予防の対策、

中でも禁煙・受動喫煙対策、検診、治療法の種

類、治療法決定のための心構え等について解説

しました。



朝一番の時間に約100名の高校2年生の方にお

集まり頂き、簡単ではございますが職業の紹介

をさせて頂きました。

私自身も高校は男子校（卒業翌年から共学に

なりましたが…）、ある種似た環境に置かれた

学生達を見て、当時を思い出しました。

17歳の頃の私だと到底理解できる内容では無か

ったかも、、、と反省しつつも、私自身は未来

ある学生の皆さまとのコミュニケーションを楽

しませて頂きました。

この度の職業人講話をきっかけに、少しでも

自身の未来について考えてみようと思ってくれ

る学生がいたならば、幸甚に存じます。

（湯本会員）

職業人講話会

「経営企画という仕事

～一緒に未来をデザインしよう～」

広島安佐RC会員

講師 湯本 隼士

2020年2月19日(水) 崇徳高校 高2対象

聴講生感想

物事を計画するには価値観が⼤切だと⾔うこ
とを学びました。そしてその企画を進める中で
⾃分の考えや⽬的にとらわれるのではなく、い
ろいろな考え⽅やパターンを取り⼊れて⽬標を
達成しようと思いました。今⽇学んだことを活
かして実践したいです。⼼を動かされました。

会社に勤めていく中で、価値観が重要だと⾔
うことがわかった。予期しないことが起きたと
き、判断と意思決定が必要だと知った。

「ありたい姿」になるためには計画をより深
く考えなければならない。そのためには⾃分の
ビジョンを忘れずに戻りながらモチベーション
を上げなければ続かないし、その達成した後の
ことも考え計画しないといけないと思った。⾃
分の⽬標は、漫画や⼩説の編集者になろうと⼤
学を考えていたのに、今⽇までそれを忘れて⼤
学に⾏くことが⽬標になっていたため、今⽇の
授業はそれを思い出させてくれた授業でとても
勉強になりました。

今回の講話で、⾃分の将来の職業の１つの選
択肢になったと思います。⾃分⾃⾝を過⼩評価
せず、⾃分は出来るという気持ちを持つことが
⼤切とおっしゃっていて、学校⽣活でも活かし
ていきたいと思いました

社会に出たら⾊々な経験を積めることがわか
った。今の間に将来何をしたいかを具体的に決
めて、夢を実現させるために今のうちに勉強を
していかなければならないと思った。⼈⽣は⼀
度きりなので、悔いが残らないように今できる
ことをしていきたいと思った。今⽇の話は⼼に
響いた。

「〜出来ない。」ではなく「どうしたら〜出
来るか。」という考えに変えるという最後に⾔
った⾔葉が⼼に残った。⾃分は部活中に⽬標を
達成するのにあせって、ものの価値観や優先順
位が⾒えなくなることが時々あった。今⽇の話
を聞いて部活や勉強の計画をもう⼀度⾒直して
みようと思った。



｢被爆体験の記憶の継承｣

平和記念資料館

館長 滝川 卓男 様

皆様、こんにちは。

広島平和記念資料館の滝川でございます。

本日は「被爆体験の記憶の継承」と題しまし

て、当館の歴史、昨年4月にリニューアルオー

プンしました新展示等についてお話したいと思

います。

広島平和記念資料館の原点は、被爆の翌日に

遡ります。1人の地質学者が、熱線に焼かれた

石の表面に気付き、通常の爆弾によるものでは

ないと確認します。初代館長となる長岡省吾で

した。彼は、その後も協力者とともに焦土を歩

いては瓦礫を拾い集め、公民館の一室で展示を

始めました。その執念は、広島市の都市再生事

業に引き継がれ、当時新進気鋭の建築家丹下健

三設計の「平和記念公園」の中心施設として、

資料館は1955年に開館しました。

開館以来、入館者は7,000万人以上に達し、昨

年1年間だけでも180万人を超えました。

被爆から74年、開館から64年を迎えた当館

は、20年ぶりとなる再整備事業に取り組み、昨

年4月にリニューアルオープンいたしました。

被爆者の平均年齢は82歳を超え、被爆者の高齢

化が進む中、次世代への被爆体験の継承が、最

も大きく喫緊の課題であります。

今回のリニューアルにおいては、被爆の実相を

わかりやすく正確に伝える展示を目指し、次世

代に確実に継承していくことに取り組みまし

た。

そのため、爆風で曲がった鉄骨などの大型資

料、写真、遺品、被爆者が描いた絵などの被爆

の事実をストレートに伝える実物資料を重視す

るとともに、被爆者や遺族一人ひとりの苦しみ

・悲しみに向き合い、心に響く展示を追求しま

した。また、次世代への被爆体験の継承につい

ては、修学旅行生等への被爆体験講話の実施、

被爆証言ビデオの制作、被爆者に代わって被爆

会長時間

2020年2月20日(木)第959回

32階「エメラルドルーム」

未だに収束のめどが立たないコロナウイルス

についてですが、このウイルスが発生する以

前、中国は厄介な国、独善的な思想、ウイグル

問題、臓器売買等々、日本人には到底理解困難

な民族と勝手に思っていましたがこの度のウイ

ルス問題では少し中国人に対する感情が素直に

変化してきています。日本の友好都市は素早く

行動しています。京都市、大分市、兵庫県な

ど、もちろん広島県、広島市も四川省と重慶市

へ合計10万個のマスクや防護服などを送りまし

た。そして中国で今もっとも有名な日本人がい

ます。中国に20年近く住んでいる俳優で矢野浩

二氏です。微博（ウエイボー、中国版ツイッタ

ー）のフォロワー数ではキムタク189万人より

多い450万人を超えています。「地球人が地球

人を助けることが自然」と言って、武漢が封鎖

された直後13万枚のマスクを送り中国人は彼に

大変感謝しています。我々もいつ何時災害に見

舞われるかも知れません。その時に中国の助け

が必要かもしれません。困難の前ではお互い様

です。2008年四川大震災の時、日本は救助隊を

派遣しました。2011年の東日本大震災の際は中

国から多くの救援物資が届きました。そしてい

ま、コロナウイルスでは日本が援助に動いてい

ます。大きな災難には隣同士が助け合う。困難

な時ほどその大切さを忘れてはならない、お互

い地球人同士という大きく広い心。ロータリア

ン的には寛容の精神でしょうか、平和な状態を

維持、永続させていきたいものですが覇権主義

体質の隣国と付き合っていく上で、平和主義的

な我々は無防備です。まだまだ多くを準備せね

ばならないと思います。

ご清聴ありがとうございました。



本日のプログラム

2月20日(木) 第 959 回

幹事報告

｢被爆体験の記憶の継承｣

平和記念資料館

館長 滝川 卓男 様

１.BOX配布物

・1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。

・2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。

・広島陵北･広島安佐RC合同例会のご案内を配

布しております。配席・食事の準備のため、

ご出欠を回覧にてとらせて頂きますので、よ

ろしくお願いいたします。

・お花見夜間例会のお知らせを配布しておりま

す。ご出欠の回答は、回覧にてお願い致しま

す。 2020年4月2日(木)18:30～ 桜下亭

２.休会

・2月26日（水）広島陵北RC

ニコニコ箱

会員記念日（2月）
☆結婚記念日おめでとうございます

・浮田 収会員(S62.02.14)

あっと言う間に女房を支えて32年。幸福な妻

です！

☆創業月おめでとうございます

・谷 勝美会員（S21.02.01）

お陰様で74周年を迎えることが出来ました。

これもひとえに皆様のご支援のお陰でござい

ます。改めて感謝申し上げます。今後ともよ

ろしくお願いいたします。

☆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

本日の卓話、楽しみにしております。滝川館

長ゆっくりお過ごし下さい。

☆長神 憲一会員

お客様ようこそおいで下さいました。広島平

和記念資料館 館長 滝川卓男様、お話を楽

しみにしております。

￥43,000 累計￥673,９４２

体験を語る体験伝承者事業、青少年が被爆の実

相を英語で伝えるボランティア制度の「ユース

ピースボランティア」などの取り組みをしてい

ます。

1945年8月6日に広島で何が起こったのか、核兵

器が人から何を奪って、何をもたらすのか、を

伝えていただくために、常に考え、模索し続け

る館でありたいと願っています。



｢GRIT for the moment｣
（株）広島ドラゴンフライズ

代表取締役社長 浦 伸嘉 様

まずコロナウイルスの対応に関しまして、B

リーグとして2週間の試合延期の決定をさせて

頂きました。本来であればスポーツの力で広

島を元気にしてく存在であるべきですが、力

を発揮できない状況に残念な思いで一杯で

す。

バスケットボールの歴史を簡単に説明しま

す。今から120年前にアメリカで誕生しまし

た。原型はアメリカンフットボールになりま

す。冬に屋内で競技性の高いスポーツの構築

という観点からバスケットボールが誕生しま

した。

その後、アメリカではNBAというプロバスケ

ットボールリーグが誕生して、現在では世界

№1の4,5億人の競技人口になっています。日

本では65万人の競技人口がおり、サッカーに

次ぐ2番の競技人口になっています。

男子日本代表はモントリオールオリンピッ

ク以来オリンピック出場を果たしていない状

況の中、4年前にBリーグが誕生しました。

現在Bリーグではアジア戦略を掲げており、

その中でB１リーグのライセンスの取得条件が

変わっていきます。特にハードルが高いのが

「アリーナ運営権」です。広島ドラゴンフラ

イズとしてもアリーナ建設を本格的に検討し

ていく必要があります。

広島ドラゴンフライズは現在B２リーグ西地

区の首位を走っております。今後プレイオフ

にて2位以上の成績で悲願のB１昇格になりま

す。そのためには多くのお客様に試合に観に

来て頂けなければ達成できないと感じていま

す。

是非試合会場へ足を運んで頂き、応援のほ

ど、宜しくお願いいたします。

会長時間

2020年2月27日(木)第960回

3階「安芸の間」

カープの話題が毎日のように報道される時期

になりました。昨年よりもいいチームに仕上が

っているようで今年は大いに期待できるのでは

ないでしょうか。広島のどのプロスポーツチー

ムも大活躍中です。特にドラゴンフライズで

す。今期はB2ではありますがB1リーグ復帰をか

けたプレーオフへの進出が決定しました。もう

一山ありますが是非とも勝利しB1リーグ昇格を

果たして頂きたいものです。また、サンフレッ

チェ広島も好調でスポーツ界から広島を盛り上

げて頂ければ幸いですが、現在は新型コロナウ

イルスが世界経済を揺るがし、あらゆる業界に

ダメージを与えています。部品調達困難で製造

や工事がストップし大勢が集まるイベントが軒

並み中止となっています。観光インバウンドを

期待してのインフラ投資にも影響大でリーマン

ショックどころではない不況になるとの予想が

チラホラ出てきだしました。これらの不測の事

態により政府は速やかに緊急財政支出をせねば

なりません。そこで財政赤字が更に増し日本は

大丈夫なのか、となりますが最近はアメリカで

話題のMMT理論というのが度々聞かれる様にな

りました。この理論、簡単には自国通貨を自国

の中央銀行が発行できるのであればいくら財政

赤字が膨らんでも新たな通貨を発行して財政赤

字を気にすることなく歳出を拡大できるという

理論です。過度なインフレ（インフレ率２％目

標にしつつ）に陥らなければ借金をし続けて構

わないということです。お金という概念から考

えないと中々理解できない理論であることは確

かです。興味があれば調べてみてください。



最後に浦社長が「ぜひ、1回は試合を見に来て

ください」とおっしゃいました。

「ドラゴンフライズ」は今まさに、B2からB1に

昇格できるかの瀬戸際だそうです。

現在、不測の事態が起こり、日本中でイベント

等が延期または中止になっています。

この事態が終息したら、皆さん、会場に足を運

んで「ドラゴンフライズ」を盛り上げて行きま

しょう！！

浦社長様、とても興味深く楽しくお話をあり

がとうございました。

（広報・会報委員）

本日のプログラム

2月27日(木) 第 960 回

幹事報告

｢GRIT for the moment｣

（株）広島ドラゴンフライズ

代表取締役社長 浦 伸嘉 様

１.BOX配布物

・2月被選理事役員会議事録を配布しておりま

す。併せて、次年度の所属委員会表も配布し

ておりますので、各自、ご確認ください。

２.例会変更

・広島西RC「広島西ＲＣ創立５０周年記念式典

・祝賀会」

と き：3月7日（土）※3月5日(木)から変更

記念式典 17:00～ 祝賀会 18:30～

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３.お知らせ

・次週の例会は｢創立21周年記念夜間例会｣とな

っておりますので、お間違えの無いようお越

しください。

(3月5日18:30～ 3階｢瀬戸の間｣)

本日は、ゲストに米山奨学生のレ・シータンく

んを迎え、奨学金授与が行われました。4月か

ら日本の企業に就職が決まっているタンくんで

すが、残り1カ月も米山奨学生として頑張って

いただきたいと思います。

そして、本日のゲスト卓話は、道垣内会長の

推薦で、Bリーグの「ドラゴンフライズ」代表

取締役社長 浦 伸嘉（うら のぶよし）様にお

越しいただきました。浦様は、39歳の若き社長

で、見た目はとてもソフトですが、戦略的かつ

情熱的な方で、20代の頃から今のような仕事に

就きたいと、志しを高く持たれていたそうで

す。

そして、プロスポーツチームとしても、ビジ

ネス的にも苦戦していた「ドラゴンフライズ」

をあらゆる戦略をもって、ここまで引っ張って

来られました。

私たちの広島は、地方都市の中では特殊で、

たくさんのプロスポーツチームが活躍していま

す。中でもいちばん人気は、言わずと知れた

「広島カープ」ですが、「ドラゴンフライズ

× 広島カープ」のコラボグッズをつくるな

ど、カープ人気にあやかった試みに挑戦するな

ど、広島ならではのプロモーションもファンの

心をつかむ戦略となっているようです。

バスケットボールの競技人口は、4億5000万

人で、世界No.1 !! 2位はサッカー、3位はテ

ニスと続きますが、日本では、やはり「野球」

の人気にはまだまだ叶わないようです。ただ、

MBAの八村 塁選手の活躍で、日本でも近年、バ

スケットボール人気が高まって来ています。

「バスケットで、日本を元気に！！」これは、

Bリーグの理念だそうです。

スポーツがエンターテインメント化してきた昨

今、ただ単にスポーツ観戦に行くのではなく、

そこに行けばあらゆる「楽しみ」が待ってい

る！！と思うとワクワクします。



会員数 21名 出 席 率 90.48％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 6名 ご 来 客 0名

メーキャップ 4名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第958回 2月6日

崇徳学園ＩＡＣ募金

2月分
松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美・道垣内 文夫

合計 5,000円

総合計 33,000円

・3月21日に開催予定でした、インターシティ

ミーティング（IM）が中止となりましたの

で、ご参加を予定されていた方は、また後

日、正式な文書が届きますのが、お間違えの

ないようよろしくお願いいたします。

ニコニコ箱

会員記念日（2月）
☆入会月おめでとうございます

・中村 富子会員（2017.02.02）

気がつけば丸３年。４年目に突入です。まだ

まだひよっこですが、早く大人になれるよう

がんばります。

☆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。浦社長様、卓

話楽しみにしております。よろしくお願い申

し上げます。

☆大串 修二会員

本日お越しの皆様、ゆっくりお過ごしくださ

い。そして広島ドラゴンフライズ、浦社長

様、卓話楽しみにしております。

☆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。本日卓話してくださ

る広島ドラゴンフライズ代表取締役社長 浦

伸嘉様、お話を楽しみにしております。宜し

くお願いいたします。土日で京都の福田美術

館に上田松園さんの美人画を観に行ってきま

した。楽しかったです。それと宮川町で舞妓

さんと芸者さんと楽しんできました。

☆三宅 恭次会員

１月例会のゲストスピーカー元TSSの初谷さ

んから、「いただいた謝礼をこども食堂に寄

付しました」との連絡がありました。これぞ

ロータリー精神！

☆青木 幹丸会員

先日24日、グランヴィアで米山奨学生の修了

式があり出席してきました。レ・シー・タン

君が奨学生番号の１番だったせいか、カウン

セラーの私まで感謝状を「以下同文」ではな

い形で直接晝田ガバナーから頂戴しました。

何もしていないのに面映ゆいばかりです。レ

・シー・タン君も残り少ない奨学生期間、精

一杯頑張ってください。

￥10,000 累計￥683,９４２


