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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

2020年6月4日(木)第966回

3階「安芸の間」

みなさん、長きに渡る自粛要請で体調やお仕

事その他はいかがだったでしょうか？この数か

月間で様々な体験をされたのではないでしょう

か。テレワーク・集会会合飲み会中止・zoom会

議・ソーシャルディスタンス・地方自治体の対

応の良し悪し・医療崩壊・経済悪化等々。有効

なワクチンが無くこれからは第2波第3波を想定

した生活をしなければなりません。世界各国は

中国に対して莫大な賠償金を求めている中、日

本政府は賠償請求どころか延期になっている習

近平の国賓としての来日を秋口にも実施しよう

と企んでいるとか。政府内には現自民党幹事長

を筆頭に親中議員が多く蔓延って（はびこっ

て）いるのではないでしょうか。感染者が多く

出た地域、北海道・東京・大阪等は特に中国人

が多く居ます。アメリカはいま、彼らを自国か

ら排除する方向で動いています。排除された多

くの者は日本に向かってくるはずです。中国で

は土地を購入出来ませんが日本は外国人でも土

地を買えます。早急に対策を講じないと我が国

の土地のほとんどを買い占められてしまいま

す。今回、世界恐慌に陥れた武漢ウイルスは我

々が何を一番に考えないといけないのかを気づ

かせてくれたのかも知れません。世界のパワー

バランを今一度勉強し直す必要があるでしょ

う。ご清聴ありがとうございました。

｢次年度会長方針発表｣

次年度会長

青木 幹丸 会員

6月4日（木）例会を開催いたしました。

コロナの影響で、広島安佐ロータリークラブ

も4月2日から休会していました。

自粛規制も明け、約2ヶ月ぶりの例会。リーガ

ロイヤルホテルの長いエスカレーターを上りな

がら少し新鮮な気持ちになりました。久しぶり

に会員の皆さんの元気な顔を見て嬉しかったで

す。そして、広島安佐RCとご家族の方から感染

者が出なかったことが何よりでした。

例会は、約2カ月ぶりだけあって出席率も高

く賑やかに始まりました。3カ月分のニコニコ

箱は盛況で、中には5件もあった方もいまし

た。春は始まりの季節なので創業月の会社が多

いからでしょうか！？

もう一つ、今日は表彰もありました。大北会

員のポールハリスフェロー＋1と古希のお祝い

です。大北会員おめでとうございます。

会長時間に続き、本日の卓話は次年度会長

青木会員による「次年度会長方針」の発表でし

た。青木会員は、広島安佐RCのチャーターメン

バーで、21年間クラブを引っ張って来られまし

た。青木次年度会長の元、新しい広島安佐RCが

どのようになるのか期待が膨らみます。余談で

すが、青木会員の話は職業柄「法話」を聞いて

いるようでとても心地良いです。

自粛が明け、少しずつ日常が戻って来たとは

言え、まだまだ油断できないのが現状です。コ

ロナは予想もしないスピードで世界中を変えて

しまいました。



これを機にビジネスやライフスタイルが変化

して行くことと思います。人との距離を保ちな

がらどう接していくのか・・・まだまだ未知の

世界です。ただ、こんな時だからこそ世界中の

人々が争いを辞めて協力し合い、そして助け合

って行くべきで、私たちも人としてロータリア

ンとして、何ができるか考え行動して行きたい

と思います。 （広報・会報委員）

本日のプログラム

6月4日(木) 第 966 回

幹事報告

｢次年度会長方針発表｣

次年度会長

青木 幹丸会員

１.BOX配布物

・ガバナー月信（4月分.5月分）を配布してお

ります。

・米山学友会会報を配布しております。

レ・シー・タン君の記事も掲載しております

ので、是非お読みください。

・5月被選理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

・崇徳高校IACの2019年度活動報告書を配布し

ております。

（次年度の理事の方は、5/28に配布しておりま

す。）

・2020-21年度・ガバナー補佐参加のクラブ協

議会・ガバナー参加のクラブフォーラムのご

案内を配布しております。次年度理事・委員

長はご参加下さい。出欠の回答は回覧にてお

願い致します。

・在広ロータリークラブの６月例会開催・休会

のお知らせを配布しております。全会場ビジ

ターでのメーキャップは受付のみとなってお

りますので、ご確認くださいますようお願い

いたします。

３.休会

・在広ロータリークラブの６月例会開催・休会

のお知らせでご確認ください。

４.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。今年度は1日だけの30分し

かないため全理事・米山記念担当長青木会員

の8名にお願いいたします。お一人3～5分で

お願いいたします。原稿の提出もよろしくお

願いいたします。

大北 茂人会員

【表彰】 ポール・ハリス・フェロー＋1

【お祝】 古希

2ヶ月ぶりの例会の様子です。

マスク姿が現状を物語っています。

マスクをしていても、皆様、笑顔です！



ニコニコ箱

会員記念日（4・5・6月）
☆（4月）お誕生日おめでとうございます

・大北 茂人会員(S25.04.09)

古希を迎えました。これからもよろしくお願

いいたします。

・中村 富子会員(S38.04.16)

約2ヶ月ぶりに皆さんの元気なお顔が見れう

れしいです。おかげさまで、57回目のお誕生

日を無事迎えることが出来ました。うれしい

ような、そうでもないような･･･でも、元気

が一番です。

・野村 裕芳会員(S59.04.17)

☆（5月）お誕生日おめでとうございます

・鈴木 毅会員(S46.05.06)

コロナの影響で厳しい状況が続いております

が、皆様何とか乗り切って行きましょう。引

き続きよろしくお願いいたします。

・山岡 稔会員(S36.05.26)

5/26で59歳になりました。これからも年齢に

負けず頑張りますので、よろしくお願いいた

します。

・長神 憲一会員(S27.05.01)

・森本 真治会員(S48.05.02)

・八條 範彦会員(S31.05.11)

・山口 洋充会員(S54.05.29)

☆（4月）結婚記念日おめでとうございます

・青木 幹丸会員(S63.04.02)

32回目です。娘は31歳と27歳。孫は長女のと

ころが1歳と、次女の方が6/10出産予定日で

す。ありがたいことと喜んでおります。

・八條 範彦会員(S57.04.11)

☆（5月）結婚記念日おめでとうございます

・湯本 隼士会員(H25.05.04)

☆（6月）結婚記念日おめでとうございます

・谷 勝美会員(S48.06.15)

何とかお互い元気で頑張っております。皆様

に感謝です。

・道垣内 文夫会員(H01.06.11)

・清家 俊一会員(S56.06.14)

☆（4月）パートナー誕生日おめでとうござい

ます

・岡本 忠文会員(珠：23日)

感謝そして感謝

☆（5月）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)

☆（6月）パートナー誕生日おめでとうござい

ます

・清家 俊一会員(美保：23日)

￥108,000 累計￥889,942

☆（5月）入会月おめでとうございます

・奥芝 隆会員（H11.05.27）

・清家 俊一会員（H11.05.27）

☆（4月）創業月おめでとうございます

・八條 範彦会員（㈱エイトコーポレーション

：S43.04.01）

・清家 俊一会員（㈲安藤花店：S26.04.01）

☆（5月）創業月おめでとうございます

・青木 幹丸会員（浄土真宗本願寺派專教寺：

1594.05.21）

19代目を養子に迎え、20代目が娘のお腹にお

ります。待ち遠しいです。

・岡本 忠文会員（合同会社ジャオ(桜下亭)：

H22.05.21）

いよいよ11年目に突入しました。皆様これか

らもよろしくお願いいたします。

☆道垣内 文夫会員

これと言って活動してはいない毎日です。時

間を持て余す方が多いのか、5月はゴルフを

10ラウンドしました。アホです！

☆三宅 恭次会員

例会の再開を祝して！

☆岡本 忠文会員

5/30付、日経新聞のmywayに掲載されまし

た。重森三玲の庭と共に歴史観を含めた内容

となっていました。支局長を含め支えていた

だいた皆様に感謝しております。これからも

よろしくお願いいたします。

崇徳学園ＩＡＣ募金

4・5月分
松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 8,000円

総合計 45,000円

会員数 21名 出 席 率 80.95％

出 席 15名 ご 来 賓 1名

欠 席 6名 ご 来 客 1名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 3名

出席報告 第964回 3月26日



会長時間

2020年6月11日(木)第967回

3階「安芸の間」

今例会を含め後3回の会長時間となり日々肩

の荷が軽くなっているのを感じます。

6月は親睦活動月間ですが私が入会して以降

親睦をテーマにした行事は最終夜間例会のみで

他は全て理事委員長退任挨拶でした。ロータリ

ー百科事典で調べてみますと6月はレクレーシ

ョン活動や保健と医療問題に共通の関心を寄せ

るロータリアンや類似した職業を持つロータリ

アン同士の国際親善と善意の重要性を認識し、

親睦活動への参加の増加及びこのプログラムに

対する理解を促進するため、RI理事会によって

ロータリー親睦活動月間として指定されたもの

である。RI理事会は各親睦グループがプロジェ

クト活動及び催しを通じて6月のロータリー親

睦活動月間を祝う活動を強調するよう奨励す

る。という解説です。武漢ウイルスにより安佐

RCは8回程の例会休会とIM・比治山公園清掃活

動・在広クラブゴルフ大会・地区協議会その他

等が残念ながら中止となりました。クラブ内外

で絆を強くするための親睦活動がいかに重要な

ものか、改めて気づかされた様に思います。フ

ェイスTOフェイスの大切さもです。いま現在、

長神会員は重い病気と闘っている最中ですがウ

イルス感染防止でお見舞いすら行けません。病

状が快方に向かうことを祈るしかございません

がメッセージは届けることが出来ます。是非皆

さん、長神会員頑張れ！と励ましを伝えましょ

う。以上で会長時間を終わります。ご清聴あり

がとうございました。

6月11日（木）例会を開催いたしました。

2019年度も残すところ1カ月を切りました。

本日の卓話は本年度 理事・委員長退任挨拶

でした。最初に、米山記念奨学担当長・がん予

防推進担当長の青木会員、そして、幹事 野村

会員、奉仕理事 谷会員、広報・会報理事 中

村、会員増強理事・インターアクト委員会長

岡本会員、副会長・クラブ管理運営委員会長・

会計理事 山口会員、最後に、会長・長期ビジ

ョン検討・戦略計画委員会長 道垣内会長の順

に行いました。

今年度は、コロナ騒動で3月頃から活動は勿

論、例会すらできない状況におかれ、広島安佐

ロータリークラブでも、例年行っている比治山

公園清掃の奉仕活動はじめ、様々な活動が自粛

中止となりました。そんな状況下でも、道垣内

会長はじめ理事・委員長を中心に連絡を取り合

い、できることをしてきました。事務局の三戸

さんもリモートワークの流れの中で、頑張って

いただきました。こんな時だからこそチームワ

ーク力の重要性を感じました。

理事・委員長はじめ会員の皆さん、改めて1

年間おつかれさまでした。

そして、7月からは青木新会長率いる新生広

島安佐ロータリークラブにバトンを引き継ぎた

いと思います。

（広報・会報委員）

お食事もリーガロ

イヤルホテル広島

様 が お 弁 当 形 式

に、工夫してくだ

さっています。



｢理事・委員長退任挨拶｣

米山記念奨学担当長

青木 幹丸

例会の時には発表できませんでしたが、その

後届いたレ・シータン君からのメールを紹介し

て退任のご挨拶とさせていただきます。

『こんにちは。お蔭さまで元気です。

青木さんもお元気ですか？

（ヒロテックに入社して）2か月間研修し、色

々な仲間と話が出来て本当に楽しいです。

来月から現場研修をしますので、気持ちがワク

ワクしています。

いつも応援して下さって、本当に感謝していま

す。

そして、広島安佐ロータリークラブの皆さんの

ご期待に応えたいと思い、精一杯頑張って参り

ます。』

以上

副幹事⇒幹事

野村 裕芳

幹事としては、大串さんの後、1ヵ月程度の

任期でございましたので、幹事を補佐する役割

であった副幹事としてのご挨拶をさせていただ

きます。

率直に、副幹事としてこのロータリーに何も

もたらしたかと考えるとさほどないですが、就

任前と比べ何が変わったかという自身の意識や

認識の部分だったなと感じます。とはいえ、私

自身も入会2年目半でロータリーのロの字も知

らなかったのですが、今回副幹事を努めて、毎

回のロータリーや理事会、合同幹事会などにも

参加させていただき、こうやってロータリーの

活動が回ってるんだというのを感じさせて頂い

たり、理事会でも様々な判断がある中で、少し

受け身だったところから主体的に感じさせてい

ただいたことがこの1年間だったなと感じまし

た。回自体が円滑に進むように、来られたゲス

ト、卓話がスムーズに進むことにより、安佐ロ

ータリーに来てよかったなと少しでも思っても

らえたらという点は意識してきたことではあり

ます。

この経験を経て、来年度は、また違った形で

この安佐ロータリーやロータリー活動に貢献で

きたらなと思います。

奉仕理事

谷 勝美

本年度（2019-2020）も各委員長さんを中心

に各部門活発に活動展開していただきました。

8月28日には広島市療育センター育成園へブ

ランコ他を寄贈させていただき、子供たちに大

変喜んでもらっているとのことでした。

9月5日には湯本会員の(株)東邦工業への職場

訪問をさせて頂きましたが、湯本さんはじめ社

員の皆様の温かい心遣いに感謝と素晴らしい技

術開発の数々に感動いたしました。

10月31日、サッカーチャレンジマッチ共催。

多くの子供たちが元気な姿で駆け回る光景を目

にし、喜びを感じました。

1月19日、天皇盃第全国男子駅伝・広島県チ

ームを応援。崇徳高校インターアクトクラブや

黒瀬中、熊野中陸上部の皆さんの参加も得て、

大会は盛況の内に無事終了いたしました。

2月19日、崇徳高校でがん予防講話会（高校

１年生対象）講師・児玉哲郎先生（広島中央RC



会員）そして、湯本会員が講師で（高校2年

生対象）職業人講話会開催。いずれも熱心に聴

講してもらい大変参考になったと喜んでくれて

いました。

2月までは皆様のご協力のもと、予定通り行

事を終えることが出来ましたが、3月以降は新

型コロナウィルスの関係で4月25日に予定して

おりました比治山公園清掃活動も中止になりま

した。

それぞれの行事を通して、新たな発見、新た

な喜びを感じることが出来ました。年度を終え

るにあたって、皆様のご支援、ご協力に改めて

感謝とお礼を申し上げます。

広報・会報理事

中村 富子

2019年度 広報・会報理事を務めさせていた

だきました中村富子です。

昨年度は副幹事に就きながら、2名体制だっ

たたこともあり、もう一人の副幹事 大串さん

にほとんどお任せして任務を全うすることがで

きなかったこと猛省しました。

今年度の広報・会報理事という任務は、職業

柄少しはお役に立てるのではと受けさせていた

だきましたが、前任の三宅さんがあまりにも偉

大だったため、追い着くどころか足下にも及ば

なかったと実感しました。

広報・会報理事の活動は、1年間を振り返り

時系列を追ってご報告するものはほとんどあり

ません。主な活動は、「公共イメージと認知度

の向上」で、会員に必要なロータリー情報・RI

情報等を月報と提供することです。

毎週の例会では、記録として写真を撮り、活

動報告の原稿をつくりWebに挙げていただきま

した。勿論、一人ではできないので、横手会員

と湯本会員に撮影のサポートをしていただき、

時には三宅さんにも原稿をお願いすることもあ

りました。事務局の三戸さんには特にお世話に

なりました。このように皆さんのご協力のも

と、何とか1年を終えることができましたこと

感謝申し上げます。

来年度も同じく広報・会報理事を務めさせて

いただくことになりましたので、この1年で学

んだ経験を生かし、もっと自分の言葉で表現し

伝えていけるよう努力します。

1年間ありがとうございました。

会員増強理事・インターアクト委員長

岡本 忠文

先ず会員増強委員長ですが今年度のガバナー

信条「ロータリーの未来を語り、礎を築こう」

に基づき基本目的に「会員増強」を第1に掲げ

られ、クラブの活性化を主眼に取り組まれてこ

られました。私共の達成すべき目標は、50名以

下のクラブですので純増1名以上です。

また本年度の中長期戦略計画を策定した中

で、会員増強計画についても「クラブ強化推進

部門」の中で重点施策として、取り上げていま

す。広島安佐ロータリークラブは、小さなクラ

ブですので組織だったアクションは難しいので

「会員全員で、退会防止を主眼とした会員増

強」というコンセプトの元で推進を図る予定で

したが、体調不全の会員が一名そしてコロナ禍

の影響等で都合3名の退会となりました。然し

乍ら、今年度は退会会員があったものの、道垣

内会長の奮迅の活躍で新会員を3名加える事が

できました。会員の皆様方のご尽力のお陰で、

今年度のスタート時点と同じ人数21名にてスタ

ートという最低限の出発点が可能となりまし

た。また今年度支店長の新旧交代、あるいは、

個人資格での参加、リハビリ出席免除の会員が

ロータリーに意欲的に参加頂ける事になり正に

「超我の精神」そのものであると敬服致してお

ります。



今年度は「消費税贈税不況」、パンデミック

「コロナ禍」に見舞われ想定外の出来事の連続

で前が見えない状態が続く中、今年度スタート

時点の会員数が確保できたのは、皆様方の甚大

な努力の賜と思っております。特に道垣内会長

には多大なる感謝を申し上げ、今年度は、余り

お役に立てなかった事をお詫びしまして退任挨

拶とさせて頂きます

二つ目ですが「インターアクト委員長」です。

崇徳学園とは中長期計画での「がん予防推進」

の一環として昨年に引き続き「がん予防講話

会」を高等学校1年生全員対象に行いました。

そして、二年生対象に「職業人による懇話会」

を実施する事もできました。そして、第43回全

国高等学校総合文化祭へ派遣、これは文化系ク

ラブのインターハイです。ボランティア部門で

の参加は特筆すべきだと思います。後は「クリ

スマス例会」への招待。都道府県対抗男子駅伝

の応援とここまでは、順調に推移致しました

が、コロナ禍の為比治山清掃プロジェクトの中

止、韓国研修旅行の中止と事業が悉く中止にな

ってしまいました。現在部員も15名となり年々

活動が形になっているように思いますが、課題

はインターアクトクラブにおいても、今後在広

13ロータリーのインターアクトクラブとの交流

を図っていくことも大切だと思っており、顧問

教諭と共に進めていきたいと考えております。

次年度も早々と地区の事業計画の中止が決め

られており、学生達の交流が制限されている中

での地道な活動が実を結んできている事をご報

告し退任の挨拶とさせて頂きます。

副会長・クラブ管理運営理事/会計理事

山口 洋充

今期、副会長、クラブ管理運営理事及び会計

理事を努めさせて頂きました山口洋充でござい

ます。

この度、無事1年の任期を終え、こうして退

任のご挨拶が出来ることに感謝しています。と

は申しましても１年の間には何かと至らぬ点も

多かったと思いますし、皆様のご協力なしには

この大役をまっとう出来たとは思えません。

改めて皆様に御礼を申し上げたいと思いま

す。

最後に、新年度の皆様のご活躍、そして広島

安佐ロータリーの更なる発展を祈念しまして退

任の挨拶と換えさせて頂きます。

会 長

道垣内 文夫

安佐ロータリークラブの会長を無事終えるこ

とが出来ました。支えていただいたみなさん、

本当に感謝しております、ありがとうございま

した。

振り返りからしてみたいと思います。石丸パ

スト会長の突然の退会から始まり1年間やり通

せるのだろうか、流石に不安な気持ちを抱きま

した。そして最初に迎えたミッションは初の試

みであります陵北RCさんとの合同ガバナー公式

訪問です。両クラブの会長幹事のコミュニケー

ションが深まりました。8月は恒例の家族会。

ズームスタジアムでカープ観戦では途中雷雨に

なり試合中止となってしまいましたがそれも良

い思い出となりました。

9月は湯本会員の会社訪問で素晴らしい会社

を拝見したと同時に毎週遠いところから例会に

参加して頂いているんだなあと感心する連続で

した。またバーベキュー宅配業の梁さんもご入

会されましたがロータリーの雰囲気に合わなか

ったのか残念ながら早期退会となり私自身反省

するところでございます。10月の地区大会では

歴史作家の加来耕三様の講演も大変楽しい思い

出です。11月は特別事業のサッカーチャレンジ

カップへの参加、育成園へのマット・ブランコ

の寄贈でした。12月には黒田さんの再入会と、



リーガにて大串ファミリー・野村ファミリー・

歌手の松原杏さんでのセッションで盛り上がっ

たクリスマス家族会でした。令和2年を迎えた1

月は都道府県全国駅伝大会への応援がございま

した。2月は崇徳学園でのガン講和、そして後

半ラストスパートへといく矢先に今日も尚続い

ております世界規模にまで達している武漢ウィ

ルス感染拡大により4月の桜下亭でのお花見例

会を除く殆どの行事がすべて中止もしくは延期

となりました事が非常に残念な気持ちのまま最

終月となってしまいました。会長のミッション

として3分の2しか活動できなかったのが何とも

切ない気持ちです。

最後に三戸さん、素晴らしい能力を遺憾なく発

揮して頂き、頼りない会長を後方支援していた

だきまして厚く御礼を申し上げます。また大串

さんの急な退会により心構えも出来ていないま

まに繰り上げで会長をお努めになられます青木

さんには懐の深さと犠牲的精神には本当に敬服

致します所です。改めまして次年度のクラブ運

営を宜しくお願い申し上げましてを会長退任挨

拶とさせていただきます。1年間ありがとうご

ざいました。

ニコニコ箱

会員記念日（3月）
☆（3月）入会月おめでとうございます

・浮田 収会員(1999.03.04)

ご無沙汰です。感染症お見舞い申します。

長神様、早期快復祈念です！

☆道垣内 文夫会員

広島も梅雨入りで、プライベートゴルフも中

止・延期が相次ぎそうです。

☆青木 幹丸会員

先週予告しておきましたが、去る6月9日、次

女が出産しまして、2人目の孫を授かりまし

た。父親恵見（えけん）の恵の字を使い、名

前は恵蓮（えれん）と命名します。なかなか

ない慶事につき、大枚はたいて自祝します。

￥16,000 累計￥905,９４2

会員数 22名 出 席 率 86.36％

出 席 16名 ご 来 賓 0名

欠 席 6名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第965回 4月2日

本日のプログラム

6月11日(木) 第 967 回

幹事報告

｢理事・委員長退任挨拶｣

１.BOX配布物

・ロータリーの友（5.6月合併号）を配布して

おります。ご一読ください。

・6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。

・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。

・臨時総会のご案内を配布しております。必ず

ご出席下さい。

と き：7月9日（木）13：00～
ところ：リーガロイヤルホテル広島3階

「瀬戸の間」

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： 6月22日（月）18：00～
※6月18日（木）から変更

ところ： ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

※時節柄クラブ会員のみで実施いたします。

・広島廿日市RC「創立25周年記念式典懇親会」

と き：6月22日（月）18：30～20：30

※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

・広島陵北RC「最終夜間例会」

と き：6月24日(水)18：30～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島3階

「宮島の間」

３.お知らせ

・本日プログラムは理事・委員長退任挨拶と

なっております。挨拶された方は、原稿の提

出もよろしくお願いいたします。



会長時間

2020年6月18日(木)第968回

3階「安芸の間」

今日の例会を含め後2回の会長時間となり益

々肩の荷が軽くなりました。6月です、徐々に

ではございますが街に以前のように人が戻って

参りました。さて、梅雨の天気に気が晴れない

方もいらっしゃるかもしれませんが、この時期

にしか味わえない風情もあります。それは、梅

雨の時期に咲く美しい花々です。雨の中で咲き

誇る花の姿は、他の季節とは一風変わった美し

さや味わいがあります。日本人は、古来よりそ

の姿に心を動かされ、俳句や文学作品の中でも

表現されてきました。梅雨の花と聞いて多くの

方が連想されるのが紫陽花（あじさい）ではな

いでしょうか。雨に濡れた赤、白、青、紫色の

美しさは昔から日本人の心をつかんできまし

た。松尾芭蕉の句で「紫陽花や 帷子時（かた

びらとき）の 薄浅黄（うすあさぎ）」や「紫

陽花や 藪を小庭の 別座舗（べつざしき）」そ

して明治の俳人正岡子規の「紫陽花や 昨日の

誠 今日の嘘」これは少しずつ変化する紫陽花

の様子を擬人化して表現しています。同時に人

の心も花の色のように移ろいやすいもの、とい

う気持ちも込められています。白の花びらと甘

い香りが特徴的な梔子（くちなし）の花も、梅

雨を代表する花の1つです。「薄月夜 花くちな

しの 匂いけり」これも正岡子規の一句です。

雨雲が多く月も薄れてしまう夜に、ふと梔子

（くちなし）の花の香りを感じたという意味で

す。花の姿ではなく、匂いに季節を感じたとこ

ろに、情感があふれています。紫陽花や梔子

（くちなし）の他にも、花菖蒲（はなあやめ）

や栗の花、金糸梅（きんしばい）などの梅雨に

咲く花も夏の季語に分類されています。「世の

人の 見付（みつけ）ぬ花や 軒の栗」松尾芭蕉

の句です。栗の花はあまり世間から注目されな

いものだ。栗の花をそばに咲かせている家の主

人もまた、人からは注目されなくても、奥ゆか

しい人ではないだろうか、という意味です。花

も人も、目立つものだけがすべてではないとい

う、芭蕉の穏やかな視線を感じられます。「金

糸梅（きんしばい） 水のひかりを ためらは

ず」最後にご紹介する梅雨の俳句は、鮮やかな

黄色が美しい金糸梅を詠（うた）った一句で

す。六角文夫が詠んだ現代の俳句です。雨に濡

れても、その水滴すらも輝かせ、黄色く誇らし

げに咲く金糸梅の姿が浮かびます。光を放つの

でも、跳ね返すのでもなく、「ためらはず」と

いう言葉に、雨の中でも凛として咲く花の美し

さが表現されています。はるか昔から現代に至

るまで、日本人は花の美しさに感動し、俳句の

中で表現してきました。一句一句に込められた

想いや情景とともに、花の美しさを楽しめるく

らいの気持ちの余裕が欲しいものです。以上で

会長時間を終わります。ご清聴ありがとうござ

いました。

本日の食事は100万$のメニューで大好きなカ

レーでした。例会でいただく食事もコロナ禍で

以前より少し様子が変わりました。通常メニュ

ーはお重形式で、配膳の際に人と人が接する機

会を極力減らしています。カレーはこれまでテ

ーブル毎に置かれていた薬味が、ひとりひとり

小皿で配られました。ちょっとしたことにもコ

ロナの影響は出ているようです。

そして、本日は卓話ではなく「クラブフォー

ラム」を行いました。

次年度会長 青木さんの挨拶の後、次年度幹

事 山口さんがクラブ協議会のテーマを説明

し、A・B ２つのグループに分かれテーブルに

就きました。Aテーブルは青木次年度会長、Bテ

ーブルは道垣内会長の司会で始まり、各テーブ

ルともクラブ協議会のテーマ「会員基盤の強化

について」「新型コロナウイルスに対するクラ

ブ運営の在り方について」「ロータリー財団寄



付について」の3つの議題について協議しまし

た。

フォーラムはベテラン会員から新入会員まで

全員が発言し忌憚なく意見を交わしました。そ

の中で通常の例会ではなかなか聞くことができ

ない貴重な話を聞くことができ、また、会員増

強やwithコロナのクラブ運営に関しても様々な

意見が出ました。その後、横手会員と湯本会員

が各テーブルで議論された内容を発表し終了し

ました。

広島安佐ロータリークラブはこれまで、クラ

ブフォーラムをあまり行っていませんでした

が、

こうして皆さんの意見を聞くことはとても大切

で、より良いクラブ運営にも必ずプラスになる

ので、これからも行うべきだと思います。

（広報・会報委員）

｢クラブフォーラム｣
クラブ協議会・G公式訪問に向けて

「会員基盤の強化について」

「新型コロナウィルスに対応する

クラブ経営の在り方について」

「ロータリー財団寄付について」

例会の在り方、会費につい

て、クラブの雰囲気作り、会

員相互の親睦等、世代を超え

て様々な意見の交換をいたし

ました



本日のプログラム

6月18日(木) 第 968 回

幹事報告

｢クラブフォーラム｣

クラブ協議会・G公式訪問に向けて

１.BOX配布物

・本日のプログラム、クラブフォーラムの資料

を配付しております。ご確認下さい。13：00

前には、添付しております配席図にしたがっ

て、席のご移動をお願いいたします。

・6月被選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.お知らせ

・来週の例会（6/25）は、最終夜間例会となっ

ております。18時30分より｢むさし土橋店｣に

て行いますので、お間違えのないようお願い

致します。

ニコニコ箱

☆道垣内 文夫会員

午後から広島は騒がしくなりそうです。全国

的にも。

☆青木 幹丸会員

今日は、貴重な年度末の例会の一コマを次年

度のガバナー公式訪問に向けての準備に使わ

せていただきます。宜しくお願いいたしま

す。

￥2,000 累計￥917,９４2

会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第966回 6月4日

会長時間

2020年6月25日(木)第969回

最終夜間例会

むさし 土橋店

2019-2020年度の最終例会となりました。1年

間みなさんのご指導ご鞭撻そして寛容なるご配

慮により無事本日を迎えられることとなり心よ

り感謝申し上げます。会長という役目を頂戴

し、様々な場面で力不足を露呈しながらではご

ざいましたが、会長をやればこその貴重な経験

も多数ございました。この経験をこれからも安

佐ロータリーの発展に向けて出し惜しみするこ

となく活動していきたいと思います。7月から

青木会長年度のスタートで更に楽しい安佐ロー

タリークラブになることを祈念いたしまして会

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。



崇徳学園ＩＡＣ募金

６月分
松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 49,000円

会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第967回 6月11日

6月25日（木）例会を開催いたしました。

本日は、2019年度 最後の例会で、道垣内会

長の慰労を兼ねた夜間例会でした。

会場は浮田会員の「むさし土橋店」2階宴会

場で、広いスペースに蜜にならないようゆった

り着席しました。お料理も鍋の予定を変更して

和洋折衷のコース料理をご用意いただきまし

た。

道垣内会長の点鐘で、最後の例会が始まりま

した。道垣内会長の会長談話も今日が最後。こ

の1年、様々ないいお話を聞かせていただきあ

りがとうございました。何でも道垣内会長は、

会長談話に備えてボイストレーニングを受講さ

れたそうで、その熱意に改めて敬服します。

最後の例会はと何処おおりなく終わり、野村

幹事の乾杯の音頭で懇親会が始まりました。

本日、体調不良で残念ながら欠席の長神会員

から、「森伊蔵」の差し入れがありました。長

神会員ありがとうございます。一日も早い回復

を皆で待ってます！！

広島安佐ロータリークラブは少人数のクラブ

ですが、それだけに和気あいあいとして空気感

が良く、懇親会は毎回とても楽しく盛上りま

す。

会が進み、指名された人は壇上でスピーチを

し、1年間の活動を振り返ったり、道垣内会長

はじめ皆さんの労をねぎらいました。中でも三

宅会員の、退会した会員への思いは心に刺さり

ました。そして、安佐ロータリークラブに残る

決意をしてくださったことをとても嬉しく思い

ます。

来年度からは、会員の“増”はもちろん“強”

にも力を注ごうと改めて決意しました。

お料理は、普段むさしさんでは見たことない

ようなイタリアンテイストのものもあり、どれ

も美味しくいただきました。締めは勿論むす

び！！いつもながら絶品でした。そして、むさ

し様からも日本酒の差し入れをいただきまし

た。重ねてお礼申し上げます。

楽しいひとときはあっという間に過ぎるもの

で、最後に全員で記念撮影をし、2019年度の全

ての例会と行事を終了しました。

道垣内会長はじめ、皆さん1年間おつかれ様

でした。このようなご時世ですが、次年度も皆

で手を取り合って頑張って行きましょう。

(広報・会報委員)



新会員紹介コーナー

氏名 生年月日 1961年5月26日

職業・役職

趣味

生い立ち

ロータリークラブで積極的に
取組みたい活動

メンバー全員の顔と名前を覚え少しでも安佐ローターリの奉仕活動に役に立てばと考えてます。

みなさん親しみやすく温もりのあるクラブだと感じてます。

少人数で家庭的な雰囲気で親しみやすい

好意と友情を深めるように

黒田さんからのお誘いを受け、以前より知人でもあった道垣内さんも入会されてるのを聞いて入会させていただきました。

自分の中でのロータリーの
位置付け

入会前にロータリークラブのことを
知っていましたか

介護施設の運営　代表取締役

ゴルフ、魚釣り、麻雀

西宮市甲子園生まれ父親の転勤で小学生の時広島へその後広島で育ち就職、サラーリマン時代は転勤で大阪、岡山等で過ごし50歳の時母親の認知
症がきっかけで脱サラで介護施設を始める

山岡　稔　(やまおか　みのる)

入会の動機・きっかけ

入会を知った家族の反応

入会当初の安佐クラブの印象

現在の安佐クラブの印象

ロータリー活動への提言

知ってました。

少しでもロータリー活動に貢献できるように、そしてメンバーの方ともっと親しくなれるように努力して参ります。

地域での奉仕活動に取り組むことができればと考えてます。

氏名 生年月日 1971年5月6日

職業・役職

趣味

生い立ち

ロータリークラブで積極的に
取組みたい活動

お互いに助け合いながら仕事やプライベートでもプラスにして行けるように提案できることは提案していきたい。

まだまだ私自身自分が出せていなく入り込めていないので早く溶け込みたい。

どこのクラブもそうかもしれませんが若い方から熟年の方まで幅広い層で又いろいろな業種の方がいて緊張しました。

単身で来ており入会した話は現在のところしておりません。

前任の支店長の転勤。

自分の中でのロータリーの
位置付け

入会前にロータリークラブのことを
知っていましたか

旅行業　：　株式会社阪急交通社　広島支店　支店長

旅行、キャンプ、ゲーム、麻雀

出生地は東京都葛飾区。男３人兄弟の長男。その後、新潟県三条市に小学５年まで過ごし、小６～中２までは鹿児島県川内市（現在の薩摩川内市）で
過ごす。中３～は埼玉県三郷市に在中し、専門学校卒業後、阪急交通社に入社、２６歳で職場の３つ先輩の方と結婚し、千葉県松戸市に。職場は転々
としたのち渋谷郊外の池尻で勤務をしておりましたが2015年4月～広島支店に転勤。今に至る。

鈴木　毅（すずき　たけし）

入会の動機・きっかけ

入会を知った家族の反応

入会当初の安佐クラブの印象

現在の安佐クラブの印象

ロータリー活動への提言

弊社歴代の支店長が入会していましたので知っておりましたが詳しい内容は聞かされておりませんでした。

自分自身も積極的に学んで視野を広げたいと思うところと会員の皆様にもお得な情報を発信していきます。

今回のコロナ禍でつくづく人とのつながりが大切なことが分かったので助け合いの精神を学んでいきたいと思います。


