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＜本年度会長テーマ＞ 『 みんなで創りみんなで味合うロータリーの愉悦（よろこび） 』

広島安佐ロータリークラブ

2020年12月3日(木) 第985回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

皆さんこんにちは。二週間のご無沙汰でした

が、その間に月が替わり、早いもので師走の訪

れとなりました。

この間、新型コロナウイルス感染者の数、特に

重症患者数が増加傾向で、これから年末に向け

深刻な事態が予測されます。せいぜい個々人が

罹患しないように予防に努めなければならない

わけですが、専門家に言わせると、「もう状況

は個人の用心でどうこう出来る段階を越えてい

る」のだそうです。

それを発言されたのが新型コロナウイルス感染

症対策分科会の尾身茂会長です。尾身さんの業

績の一つは、西太平洋地域においてポリオの根

絶を達成されたことが挙げられます。この功績

により、1998年の世界保健機構（WHO)西太平洋

地域事務局長選挙に日本政府から擁立されて当

選、その後再選され、10年間務められたのでし

た。かつてはポリオ撲滅に向けてロータリーと

ともに戦って下さった盟友なのです。8月には、

アフリカ地域で野生株のポリオが根絶されたと

報告がありましたが、こうした輝かしい成果の

裏には本当に地道なワクチン投与の営みがあっ

たことを忘れてはなりません。

今月はロータリーの疾病予防と治療月間に当た

っております。それにしっかり対応されたのか

どうかは分かりませんが、国際ロータリーの日

本事務局はは、今月一杯、職員さんが全員在宅

勤務に切り替えられたそうで、六つの重点項目

やグローバル補助金の資料だけが転送されてき

ました。当クラブでは新しい事業を開始する環

境にあるのか、後のフォーラムの議題に挙げて

おりますが、当面ポリオの寄付と崇徳高校にお

けるがん予防の講話開催には力を傾注したいと

考えます。

今日書いてまいりました言葉は、「幸せのはひ

ふへほ」ということで、『は』半分でいい

『ひ』人並みでいい『ふ』普通でいい『へ』平

凡でいい『ほ』ほどほどでいいと、何事も突

出、極端な片寄りを避け、中庸を目指した方が

好ましいという教示だと思います。仏教にも中

道の教えがありますが、その理念は実生活の身

の処し方として一理あるのではないでしょう

か。今からのフォーラムでのご意見をこじつけ

で強引に集約しているようで恐縮なのですが。

そして12月5日は、今年度幹事さんとして、まさ

に八面六臂、東奔西走の活躍をしておられる山

口会員の結婚記念日です。忘れもしない2013年

12月5日やはり土曜日、山口氏の披露宴がここリ

ーガで行われている時、同時進行で鹿嶋スタジ

アムにおいてサンフレッチェ広島は鹿島アント

ラーズと対戦しておりました。サンフレが2－0
で勝ち、引き分けでも良かった、一歩先を行く

マリノスが今年優勝した川崎に敗れたものです

から、広島の2連覇が達成されたのでした。感動

的な披露宴お開きの頃、不謹慎なことにわたし

は、サンフレの優勝の感激にも浸っていたので

す。従って、あの日、あの披露宴のことは一生

記憶に留まることでしょう。

その山口幹事ご執心のB1ドラゴンフライズで

すが、どうやら来年4月に試合を観戦できるよう

です。かつて社長さんに卓話に来ていただきま

したが、念願の1部昇格を果たされ今季まずまず

の熱戦を繰り広げておられる様子です。今から

細部を詰めますので乞うご期待！



「クラブフォーラム」

アフターコロナにおける奉仕活動について

～改めるべき活動と新たに始めるべき活動～

～内容～

新型コロナウイルスの影響で我々の生活様式は大きく

様変わりしました。当クラブの今後の奉仕活動につい

て、議論しましょう。

①当クラブの現状の奉仕活動について、改めるべき点

②当クラブの現状の奉仕活動につき、新たに始めるべき

活動について

Aテーブル ①について意見

山彦園への寄贈

・財政事情が許す限り、支援を続けたい。

・地区補助金もあり、効果も大きいものなので継続

したい。

比治山清掃活動

・ギリギリまでコロナ状況を基本に鑑みた上、段原

中学校の回答を待って実施したい。

・行うことを前提に進める。

・学生の動向については、４月ギリギリでも良い。

・会員だけでも実施しても良い。

インターアクト

・現地点で、困難なし。継続。

都道府県対抗男子駅伝

・今年度は中止、以降は安佐RC単独で支援継続。

Bテーブル ②について意見

コロナの終息時期

見解は様々

期待を込めて４月頃に終息を予測

オリンピック開催までに各国が協力して対応し、

2021年5～6月には終息

いつ終息するかは予測がつかない

新たに始めるべき活動

従来の奉仕活動の理念を考慮しつつ、活動を考え

たい

お金よりも、職業奉仕がロータリーの主であり、

「集まる」ということが重要である

リモートツールを活用して、崇徳高校などの学生

と交流を提案したい



12月3日(木) 第 985 回

本日のプログラム

「クラブフォーラム」

アフターコロナにおける奉仕活動について

～改めるべき活動と新たに始めるべき活動～

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友

・「第2710地区米山学友会賛助会員入会のお願

い」

・在広ＲＣ年末年始例会変更・休会リストと喪

中会員リスト

２.例会変更

・広島城南RC「クリスマス夜間例会」

と き：12月18日（金）（昼→夜の変更）

ところ：シェラトングランドホテル広島

３.休会

・12月3日（木）例会取消 広島北RC・広島西RC

・12月7日（月）例会取消 広島廿日市RC

・12月9日（水）23日（水）広島陵北RC

４.お知らせ

・次週（12/10）は、年次総会となっておりま

す。ご出席の程、よろしくお願いいたしま

す。

ニコニコ箱

￥22,000 累計￥355,340
会員記念日（12月）
☆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(2004.12.02)

・野村 裕芳会員(2017.12.14)

☆創業月おめでとうございます

・三宅 恭次会員((株)バルコム：S42.12.14)

・奥芝 隆会員(三吉屋食品(株)：S40.12.01)

55周年、ありがたい事です。感謝、感謝です

・山岡 稔会員((株)おかえり：H23.12.01)

おかげさまで、創業9年になります。これもひ

とえに皆様のおかげと感謝の気持ちで一杯で

す。

☆青木 幹丸会員

今回は、2回目(ガバナー公式訪問を含めると3

回目)のクラブフォーラムです。半期を振り返

り、半期を展望する皆さんの貴重なご意見を

期待しております。

☆浮田 収会員

本日報道のニトリ(ミトリ)事件、お気をつけ

下さい。元広島西RC羽井紀行様、ご冥福をお

祈りします。ありがとうございました。

会員数 21名 出 席 率 80.00％

出 席 14名 ご 来 賓 1名

欠 席 7名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第983回 11月12日

幸せのはひふへほ『は』半分でいい

『ひ』人並みでいい

『ふ』普通でいい

『へ』平凡でいい

『ほ』ほどほどでいい

2020年12月10日(木) 第986回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

皆さんこんにちは。コロナ禍の広島でも、クラ

スターばかりではなく市中感染、家庭内感染で

感染者の数が増加しております中、ようこそお

集まりくださいました。

臨時国会会期末で地元に帰られた森本会員、お

久し振りです。広島3区のこともいろいろ大変で



すが、「元気、もりもり」で頑張ってくださ

い。

今日は、野村会員が3年間例会連続出席を達成

されましたので、記念品を贈りお慶びを申し上

げたいと思います。野村さんは、お仕事で広範

な中・四国エリアを担当しておられますし、幼

児・児童を対象にしていらっしゃることから、

コロナの問題で今年は特にロータリー例会の出

席は控えるべしとの指針が提示された中、Eクラ

ブなどいろいろなメーク・アップの工夫で今に

至っておられます。そのご努力に心より敬意を

表します。

今日は年次総会ということで、2021～22年度の

新しい役員さんを決めていただきます。そこで

用意して参りましたのは、「平歩青霄（へいほ

せいしょう）」です。禅宗系の言葉らしいので

すが、青く澄み渡った大空を軽々と歩いてゆく

ような心構えを言うそうです。これから半年は

経過しておりますが、おそらく未だ油断は禁物

の状態が続く中、次年度役員の皆さまには、経

済的な困難や閉塞感が強い状況下でも、出来る

だけのびのびとした歩みを進めていただきたい

との願いを込めました。

次週、年末の夜間例会は既に中止とさせていた

だきました。今例会で、ワイン（大北会員扱

い）や子どもさんのおられるご家庭にはお菓子

（岡本会員扱い）をおことづけいたしますし、

追って清家会員のところから鉢植えをお届けし

ます。どうかお身体を大切に、ステイホーム

で、ご家族の皆様と温かい一家団欒のひと時を

過ごされますよう念願しております。

広島安佐ロータリークラブ

2021-2022年度 理事名簿

会長 道垣内 文夫

会長エレクト

副会長・クラブ管理運営 岡本 忠文

直前会長 青木 幹丸

会員増強 奥芝 隆

広報・会報 青木 幹丸

奉仕 谷 勝美

財団 鈴木 毅

幹事 山口 洋充

副幹事 野村 裕芳

副幹事 湯本 隼士

会計 横手 裕康

SAA 山岡 稔

「年次総会」

12月10日（木）例会を開催いたしました。

本日は年次総会でした。

青木会長の開会の挨拶の後、次年度 会長エレ

クト、副会長・クラブ管理運営の岡本会員から

次年度理事の紹介がありました。次年度会長

は、前年度に続き2度目の就任となる道垣内会員

が選出されました。そして、青木直前会長始

め、会員増強の奥芝会員、奉仕の谷会員、幹事

の山口会員等、今年度からの留任と財団の鈴木

会員、SAAの山岡会員等初選出もあり、安心感と

新しい風のとても素晴らしい理事選出となりま

した。

次年度理事の皆さん、半年後からですが1年間

よろしくお願いします。そして、私たちの広島

安佐ロータリークラブを引っ張って行ってくだ

さい。

年次総会が少し早く閉会したので、久しぶり

に例会に出席された森本会員に近況報告等少し

お話していただきました。森本会員は広島県選

挙区の参議院議員で、忙しい中、地元広島に戻

って来た際は例会に出席されています。今回も

国会が閉会したので時間をつくって久しぶりに

帰れたそうです。今はコロナ禍のため、どの事

業所も大変で支援が必要。そのために国会閉会

中は委員会を開き私たち国民のために日々動か

れています。

後になりましたが、今年はこのような状況の

ため、恒例のクリスマス家族例会が中止となり

ました。毎年、子どもさんやパートナーの皆さ

んとともに楽しい時を過ごさせていただいてい

ました。その代わりと言いますか、ワインとお

花、お子さんにはお菓子が贈られました。来年

は再び賑やかにクリスマス家族例会が催せるこ

とを願って、今年はステイホームでクリスマス

を楽しみましょう。 （広報・会報委員）



12月10日(木) 第 986 回

本日のプログラム

「年次総会」

幹事報告

１.BOX配布物

・ロータリーカレンダー

・12月定例理事役員会議事録

・11月分の個人別出席一覧

・休会のご案内(1月14日)

２.休会

・12月15日(火)広島安芸RC例会取消

・12月16日(水)広島東RC例会取

・12月16日(水)1月6日(水)広島陵北RC例会取消

・12月17日(木)広島西RC夜間例会並びに家族同

伴懇親会からの取消

・12月21日(月)広島東南RCクリスマス夜間例会

・懇親会からの取消

・12月22日(火)広島西南RC例会取消

・12月25日(金)広島城南RC

・12月28日(月)広島東南RC・広島中央RC・

広島廿日市RC

・12月29日(火)広島RC・広島西南RC・

広島安芸RC

・12月31日(木)広島北RC・広島西RC

３・お知らせ

・次週（12/17）は、「クリスマス夜間例会」

は、コロナウィルス感染防止のため、中止と

いたします。例会取消といたしますので、よ

ろしくお願いいたします。尚、例会時に贈呈

予定としておりました、ワインとお菓子を本

日お渡しいたします。欠席の方には、郵送い

たします。

清家会員のあんどう花店よりご自宅へ鉢植え

の発送もしております。12/17までに届くよう

に手配しております。

ニコニコ箱

￥22,000 累計￥355,340
☆青木 幹丸会員

今日の年次総会、宜しくお願い致します。皆

さんには馴染みが薄いかも知れませんが、

「Very（ｳﾞｪﾘｰ）というアラサー向けの月刊誌

の 新号に、東京の長女夫婦が1/2ページ掲載

されました。昔は、読者モデルで毎月のよう

に出ていたのですが、久し振りです。年末の

帰省は出来そうもありません。今日、１時過

ぎに退出します。申し訳ありません。

会員数 21名 出 席 率 90.00％

出 席 17名 ご 来 賓 3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984回 11月19日

（へいほせいしょう）

平 歩 青 霄



2020年12月24日(木)

例会取消

会長時間

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 37,000円

皆さんこんにちは。広島市における新型コロナ

ウイルス感染者数増加にともない、持ち回りの

緊急理事会で、12月24日、1月7日の例会取り止

めと三戸事務局員の自宅勤務を早々に決議した

ために、年末、年始のご挨拶をface to faceで

行うことが出来なくなりました。とても残念に

思います。

すでにご承知の通り今年一年を表す漢字は

「密」となりました。確かに三密を避けるとい

うのは現時点でも日常生活の基本となっており

ますので、むべなるかなと感じます。

ただそれにともなって、自主的な奉仕団体であ

るこのロータリークラブに、会員減、すなわち

「疎」の状態が広がらなかったことは、これ偏

に会員諸氏が日夜、真摯にお仕事に取り組ま

れ、会社や雇用を守ってこられた賜物と深く敬

意を表するところです。

しかしこれを書いている間にも、前会長予定者O

氏は事業と業界のために身を粉にしていらっし

ゃる筈ですし、重い病気にもかかわらず休会の

形でクラブに在籍し続けて下さっているC氏は、

その病と闘っておられることを思えば、とても

胸が痛みます。

8月6日の例会の会長時間で少し触れております

が、いま中国新聞セレクトで、わがクラブ創立

時の特別代表故二宮義人氏の回顧録「生きて」

が再録されています。そこに、玖村（安佐北区

落合）の病院での、氏が「 初の恩人」と称さ

れた老女とのやり取りが語られます。

「玖村(安佐北区）の病院で出会った、胃を悪

くして戻っていたハワイ移民のおばあちゃんと

一緒になった。 初の恩人です。なぜなら閉ざ

していた私の心を開かせてくれた。

おばあちゃんが『食べてごらん』と差し出し

た食べ物を、『わしの気持ちを知りもせず何を

言いやがる』と毒づき、何度もはねつけた。お

ばあちゃんが涙を流してこう諭す。『人間にと

ってみじめな、悲しいことは笑顔がないこと。

だまされたと思って、ニコッと笑ってごら

ん』。その真摯な言葉に打たれた。

夜に裏山に向かってワハハと声を上げると、

笑い声がこだまする。返って来る声を聞くう

ち、わし自身が寂しいんじゃない、皆に寂しい

思いをさせているんじゃ、人間として立ち直ら

んといけん。まじめにやろうと初めて思いまし

た。」

絶対無関係者であっても仕方のない、赤の他人

の若造に涙を流すこの老女は、氏のご母堂さま

の情念の仮托か、それとも観世音菩薩の化現

か。他者のために同慈・同悲するなど、言葉で

言うほど簡単ではありません。とても人間の業

とは思えないのです。何度か聞いたり見たりす

るたびに感動を覚えたこの逸話に久しぶりに接

し、再びここに記しておきました。

「楽しくなければロータリーではない。」脇ガ

バナー提唱のモットーに則り、ひたすら駆け抜

けてきた半年でした。皆さんはともに悦んでい

ただけたでしょうか。厳しい状況のもと、あと

半年あります。どうか今後とも宜しくお願いい

たします。

後に、闘病中の先述のCさんがクラブにニコニ

コを届けて下さっております。深甚の感謝を捧

げつつ年末のご挨拶とさせていただきます。

来年が少しでも良い年でありますように。


