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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

2021年3月4日(木)

創立22周年記念夜間例会

3階「宮島の間」

会長時間

皆さんこんばんは。3月になりだいぶ日が長く

なってきましたね。空模様は曇りから雨に向か

っているようで、お天気の移り変わりが目まぐ

るしいのも春が近いあかしではないかと感じる

今日この頃です。

広島安佐ロータリークラブ創立22周年おめで

とうございます。22歳と言えば、わたしたちの

人生に当てはめると一般的には大学卒業年齢に

相当するわけです。今般のコロナ禍の中、この1

日から大学新4年生の就職活動が解禁になったと

聞きます。4月からは、手探りの中で就活しやっ

とめぐり会えた就職先に入社する新社会人もい

ます。人生には多くの節目がありますが、この

22歳という年齢はその中でも大きなターニング

ポイントではないでしょうか。

1999年3月4日、RI第2710地区仁田一也ガバナ

ーをお迎えし、二宮義人特別代表のもと、わた

したちのクラブは創立総会を行い国際ロータリ

ー加盟の手続きに入りました。爾来22年、浮き

沈みの激しい経済・社会情勢の中で、スポンサ

ークラブ広島陵北ロータリークラブを始め先輩

諸クラブのご支援やわがクラブ会員諸氏のご努

力をもって、何とか活動を続けてまいりまし

た。わたしの会長年度中には、その例会回数も

1000回を越えます。奉仕の理想を掲げながら今

後ますます重大な責任を負うことに自覚を新た

にするところです。

本来ならば、広島北ロータリークラブ、広島

陵北ロータリークラブ様から来賓をお迎えして

ささやかなりとも祝宴を催すところではありま

すが、このご時勢に鑑み、ひっそりと会員のみ

で自祝する集いといたしました。創立記念日を

迎えるたびに、そのすべてに大なり小なり係わ

ってきた者として感無量の思いがこみ上げてま

いります。しかし、あまり上の方が重たくなっ

て蓋をしてしまうのもいかがなものかとも感じ

ております。幸いにもこのクラブには、お若く

てかつ有能な会員さんが多くいらっしゃいま

す。そうした方々のお力も得て、クラブがさら

に発展してまいりますことを念じつつ会長時間

のスピーチとさせていただきます。

懇親会

3月4日（木）例会を開催いたしました。

本日は広島安佐ロータリークラブ創立22周年

記念夜間例会でした。

通常であれば、親クラブの広島陵北ロータリ

ークラブ様、広島北ロータリークラブ様から会

長・幹事をお迎えして賑やかにお祝いするとこ

ろですが、コロナ禍のため感染対策をした上

で、安佐RCのメンバーのみで執り行いました。



初めに例会を行い、青木会長の会長談話をい

ただきました。青木会長は谷会員、浮田会員、

本日ご欠席の八條会員とともに創立時より入会

されたチャーターメンバーです。安佐RCは1999

年3月4日に創立しました。初代会長は名誉会員

となられた佐藤さんで、当時では数少ない女性

会長の誕生でもありました。今週の青木会長の

お言葉は、その佐藤名誉会員が創立時に掲げら

れた「リズム・メロディ・ハーモニー」をアル

ファベットで表現されたものでした。筆で英文

字を書くとどんな感じになるかという好奇心も

あったのだそうです。いつも達筆で素晴らしい

文字を書かれるのですが、今週の「Rhythm,

melody, harmony」はいつにも増して素敵でし

た。この言葉も音楽家の佐藤名誉会員らしい洒

落たメッセージです。

例会に続き懇親会を開催しました。懇親会と

言っても、クラブメンバーのみで、アトラクシ

ョンもない変わりに、会員一人一人が登壇し

「コロナ禍の過ごし方」等をスピーチしまし

た。やはり皆さんこの1年は仕事面で大変ご苦労

されたようで、今年は少しでも明るい方向に進

んで行けることを願うばかりです。そんな中で

も嬉しい報告もいくつか聞かれました。子ども

さんが誕生した、新居を構えた等、未来に繋が

る明るいニュースがあったことを皆で喜びまし

た。

そして、22本のロウソクを点したバースデー

ケーキの登場で懇親会もクライマックスに！！

残念ながらロウソクを吹き消すことはできませ

んでしたが、22本のロウソクが点るケーキはと

ても豪華で綺麗で美味しかったです。

最後に「手に手つないで」を手を繋がずに間

隔を空けて歌い会は終了しました。

私たちの広島安佐ロータリークラブはとても

小さなクラブですが、活動内容は大きなクラブ

に引けを取らないものだと自負しています。

「安佐ロータリーは、人数が少ないのによーが

んばっとる！」と、どなたかにお褒めをいただ

いたそうです。人数が少ないと一人一人の負担

は大きくなりますが、それでもチャーターメン

バーをはじめ、歴代会員の皆さんが受け継いで

来た志しを大切に、これからも皆で手に手を取

って進んで行きたいと思います。

（広報・会報委員）



3月4日(木) 第 989 回

本日のプログラム

「創立22周年記念夜間例会」

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友

会員数 21名 出 席 率 85％

出 席 16名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第987回 2月18日

Rhythm,
melody,
harmony

2021年3月11日(木) 第990回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

皆さんこんにちは。お客様もようこそお越しく

ださいました。お彼岸や東大寺二月堂のお水取

り（修二会）が寒さの節目だとよく言われます

が、昨日などは本当に春らしいうららかなお天

気でした。そのお天気を味方につけたのでしょ

うか、昨晩サンフレッチェ広島は北海道コンサ

ドーレ札幌に勝ちまして、今シーズン三戦目に

して初勝利をあげました。今日はサンフレッチ

ェの代表取締役仙田信吾様に卓話をお願いして

おりますが、その良い露払いになったのではな

いでしょうか。9日には広島東洋カープのチケッ

トの売り出しも始まったようですし、まさに球

春到来ですね。このコロナ禍で皆さんがたいへ

んご苦労をされている中、興行としてのスポー

ツ観戦が出来る喜びはほんとうに有難いことで

す。

先日、中国新聞セレクトに興味深い記事が載

っていました。それは元上智大学教授の三田千

代子女史の「日本人とマスクの親和性」につい

ての論考でした。日本人はどれほどマスクと馴

染みがあるのかという点で、先生は社会人類学

のお立場から、この一年来のコロナ禍における

各国のマスク受容の違いに着目されたわけで

す。

昨年、各国は感染対策でマスク着用の義務化

に乗り出しましたが、フランスやドイツでは自

由の侵害とデモが発生したり、アメリカのトラ

ンプ元大統領はマスク嫌いで知られていまし

た。それに対して日本では、マスクをしない人

を非難するマスク警察まで登場したのです。



そもそも日本人がマスクを着用し始めたのは

100年前のスペイン風邪の流行がきっかけだった

と言います。また戦前まで亡国病と恐れられた

結核の蔓延も影響しているようです。確かにマ

スクに親しんだ歴史はあるのですが、海外でも

スペイン風邪や結核は流行していたはずですの

で、それだけでは日本人とマスクの親和性は説

明できません。

そこで女史が注目されたのは、日本の言葉や

コミュニケーションの特徴でした。まず日本語

は母音・子音の数が西洋の言語より圧倒的に少

なく、アルファベットがBとV、RとLなどの発音

を明確に区別しないと誤解を受けるのに対し

て、マスクの下でこもった不明瞭な音を発して

もさらっと通じてしまうということがありま

す。

また、古来から日本語のやり取りには、口元

を重視しないコミュニケーションの特徴があり

ます。逆に欧米人は口、表情、身体全体を使っ

て自分の意志を伝えようとしますし、どうもマ

スクをすると表情が見えず不気味とさえ感じる

ようです。

ことほど左様に、こうした歴史や文化の違い

が、マスク着用という生活様式にも表れるのか

と妙に納得をした次第です。かつては少し意味

は違いますが、アベノマスクなどと揶揄もされ

ました。しかしその実効性は、未知なるものか

ら少しづつ積み重ねられた経験則によって実証

済です。もう少し気長にお付き合いしていかな

ければなりませんね。今日はいつもの新聞拾い

読みでマスクのお話をしてみました。

コロナ禍で生活が苦しいのに、サッカーの存在

価値はあるのか、真剣に悩みました。これに全

国のサンフレッチェ・ファミリーが明確な答え

を下さいました。必須の希望だと。

昨年、コロナの中断からリーグが再開しても、

最初は無観客、さらに収容数限定です。個人特

定も必要で、年間指定席の事前購入者に払い戻

しをすることになりました。ここで顔から火が

出るようなお願いをしたのです。払い戻し相当

分を、危急存亡にあるクラブに寄付して頂きた

いと。これに、なんと6割の皆様が、5万円にも

なるのに応じて頂いたのです。Ｊリーグ平均が

３割で、広島は凄いと言われました。

昨年末には、クラウドファンディングを実施し

ました。目標をはるかに超える8800万円が集ま

りました。現役を引退した森崎和幸がクラブ強

化費、育成などへの寄付を呼びかけ、限定品や

グッヅを返礼品にあてました。ここに寄せられ

たメッセージには、紫の戦士が生きがい、宝、

生活の一部、希望などとあり、中には試合に感

動して自殺を思いとどまった体験談までありま

した。この仕組みは、お客様の生の声が聞けて

勇気を頂きました。

フロントは「SAVEひろしま」を掲げてキャン

ペーンをスタートさせ、いっぽう広告は数字を

大きく伸ばしました。Jリーグ加盟56社で、広告

費を増やしたのは私たちだけです。

これこそが、広島がサッカー王国たるゆえんで

す。

被爆の2年後、広島高等師範学校付属中学校が

全国蹴球大会で優勝します。校舎は倒壊、校庭

は芋畑になっていたのを整地し直し、ボールは

たった1個という環境での「勇気の記録」です。

実は広島のチームだけが左右両足でボールを操

れ、戦前から最強だったのです。第一次世界大

戦のドイツ軍捕虜が似島に収容され、彼らから

独式サッカーを本格的に学んだ伝統がありまし

た。戦後、高校サッカーは全国優勝を続け、東

洋工業サッカー部が前人未到の4年連続優勝、さ

らに1968年、メキシコ五輪で銅メダルを獲得し

た18人中の7人が、長沼健監督はじめ広島県関係

者でした。故長沼さんも、4連覇の下村幸男監督

も被爆者です。サッカーは生きる希望だったと

吐露されました。

この広島サッカーの歴史があるからこそ、私

たちは支えていただいたのです。2012年、2013
年、2015年とＪ１で優勝を飾り、当時の森保一

監督は今、ワールドカップ、東京オリンピック

両方の日本代表監督です。

「サッカーは広島の希望でした」

(株)サンフレッチェ広島

代表取締役社長 仙田 信吾 様



私たちは日本一の育成型と言われます。発足

時から、寮生活で県立吉田高校に通いプロを目

指すユースを立ち上げました。さらに、中学生

のジュニアユース、ジュニア、そして県内外で

展開する多くのサッカースクールがあります。

今年、第二の創業といってよい新たな大きな

動きをいたします。女子サッカープロリーグ

「WEリーグ」への参入です。なでしこチャレン

ジリーグには、既にアンジュビオレ広島さんが

おられ、横川地区を中心に手弁当でボランティ

アの皆様が支えてこられています。その皆さん

から、プロに手を挙げてほしいとの依頼も受け

ました。熊野町には、ディアボロッソもありま

す。難しい決断でしたが、エディオン久保会長

とご相談して、オリジナルにこだわろうと決

め、中四国九州で唯一の女子プロチームが誕生

しました。ゼロからのスタートですが、近賀ゆ

かり、福元美穂という２０１１年ワールドカッ

プ優勝メンバーも加入してくれました。国民栄

誉賞受賞選手です。練習場も広島経済大学を使

わせていただけます。

広島県内２３市町に、男女のプロ選手を広報大

使として張り付けるプランも進行中です。

2024年開幕に合わせて、全国初、市街地中心

部に位置するサッカースタジアムが完成しま

す。平和資料館、原爆死没者慰霊碑、原爆ドー

ムと並ぶ南北一直線上に、先達の夢も背負っ

て、平和と復興を象徴する施設に歓声がこだま

します。広島商工会議所を中心に民間からの募

金に力を入れていただいています。心強い限り

です。

3月11日（木）例会を開催いたしました。

本日はたくさんのゲストにお越しいただきま

した。

ゲスト卓話者の株式会社 サンフレッチェ広島

代表取締役社長 仙田信吾様、同じく株式会社

サンフレッチェ広島 地域ビジネス部 悦喜 裕

也様、第一電設株式会社 代表取締役 岡田哲也

様、そして、株式会社 阪急交通社広島支店 坂

井信教様。坂井様は4月から、鈴木会員の引き継

ぎで入会されます。

鈴木会員は4月から東京支社へ移動のため、本

日の例会が最後となりました。鈴木会員は1年

前、前任の幣さんの引き継ぎで入会されたので

すが、入会後すぐにコロナで自粛に。安佐RCも

休会が続き、さらに年間行事も中止と、コミュ

ニケーションが取りにくい中、熱心に出席され

ました。そして、次年度からは理事就任が決ま

っており「さあ、これから！」と思っていた矢

先の移動だったそうで、私たちもとても残念な

気持ちでいっぱいです。

鈴木さん、1年間ありがとうございました。東

京でのご活躍をお祈りしています。

そして改めて、本日のゲスト卓話は、サンフ

レッチェ広島 代表取締役社長 仙田信吾様にお

越しいただきました。紹介者の青木会長はサン

フレッチェ応援大使として、個人的にサンフレ

ッチェをサポートされているそうです。青木会

長の本日のお言葉は「積 攻 共 感」とサンフレ

ッチェにちなんだお言葉で、（サンフレッチェ

の）ユニホーム持参の熱烈歓迎ぶりでした。

仙田様は元々サッカーには全くご縁がなかっ

たそうですが、現在の地位に就かれてからは、

元テレビ局マンらしい戦略で、コロナ禍の苦境

を乗り越えて来られたそうです。さらに、ロー

タリークラブは経営者が多いということで、サ

ンフレッチェの経営状態や戦略なども詳細に語

ってくださいました。仙田様のお話はとてもテ

ンポ良くグイグイ引き込まれ、30分があっと言

う間でした。

2024年には新スタジアムが完成、今秋からは

日本女子プロサッカーリーグの開幕とサンフレ

ッチェとその周辺が活気づいて来ます。私たち

も地元サポーターとして青木会長に続き、これ

まで以上に応援していきたいと思います。

仙田様、本日は貴重なお話を有り難うござい

ました。

（広報・会報委員）



3月11日(木) 第 990 回

本日のプログラム

「サッカーは広島の希望でした」

(株)サンフレッチェ広島

代表取締役社長 仙田 信吾 様

幹事報告

１.BOX配布物

・地区大会本登録のご案内とプログラム

・2月分の個人別出席一覧

２.休会

・3月15日(月)広島廿日市RC

・3月16日(火)広島安芸RC

・3月17日(水)広島陵北RC

・3月18日(木)広島北RC

（全てﾒｰｸｱｯﾌﾟ受付なし）

会員数 21名 出 席 率 90％

出 席 16名 ご 来 賓 1名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第988回 2月25日

積 功

共 感

ニコニコ箱

￥49,000 累計￥505,340

会員記念日（3月）
☆お誕生日おめでとうございます

・青木 幹丸会員(S31.3.9)

誰も知らない、サンフレッチェ広島のエゼギ

エウ選手と同じ誕生日です。

・横手 裕康会員(S53.3.29）

・松岡 與吉会員(S21.3.30)

☆結婚記念日おめでとうございます

・大北 茂人会員(S48.3.3)

あと、2年で50年になります。迎えられると良

いのですが？

・奥芝 隆(S49.3.10)

昨日でした。47年、ようがんばったものだ！

感謝しかないです。

・中村 富子会員(H3.3.12)

今日気づきました。今年で結婚30年のようで

す。これからもこの調子でやっていきます。

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・青木 幹丸会員 (信恵様：21日)

誰も知らない、サンフレッチェ広島監督 城

福浩さんと同じ誕生日です。

☆入会月おめでとうございます

・青木 幹丸会員(1999年3月4日)

23年目に入ります。宜しくお願いいたしま

す。

・谷 勝美会員(1999年3月4日)

引き続きよろしくお願いします。

・浮田 収会員(1999年3月4日)

仙田社長、サンフレッチェ活躍、優勝祈念で

す。

☆谷 勝美会員

野村さん、広島経済レポート2/18号でスポー

ツ応援談の記事で子ども達へのスポーツに対

する熱い思いを強く感じました。

☆奥芝 隆会員

仙田様、本当にお疲れ様です。でも楽しみで

もありますね。優勝を祈っております。秋に

は仙田さんの熱いコメントを今から楽しみに

しております。

☆三宅 恭次会員

仙田社長さまのお話、楽しみにしています。

☆野村 裕芳会員

仙田社長、悦喜様、本日はありがとうござい

ます。本日をとても楽しみにしており、昨日

の初勝利おめでとうございます。逃げ切れ、

逃げ切れと祈りつつ、藤井選手、柏選手のホ

ットラインからのボール、１人で盛り上がっ

ていました。



清家 俊一会員

古希、おめでとうございます。

（2021年3月30日）

2021年3月18日(木) 第991回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

みなさん、ご記憶されていらっしゃいますか？

2015年9月28日、森本会員の計らいにより日本銀

行本店、国会議事堂、議員会館と屋形船での食

事会という職場訪問例会が思い出されます。あ

れから６年の歳月が流れました。また青木会長

は本日、日本銀行本店の近くにいらっしゃると

のことでお金の匂いがプンプンする一日になり

そうです。ロータリーの話題に移りますが今月

は水と衛生月間ということでロータリーの友3月

号を思い出していただきたいと思います。水資

源ということでダム特集でした。令和2年3月末

時点で国内には国土交通省管理分だけでダムが

128か所設置されております。それ以外のダムを

含めると日本国内には3,000近くあるようです。

ここで問題です。日本で一番大きなダムは何処

にあるでしょうか？答えは岐阜県にある徳山ダ

ムです。総貯水容量は6億６千万㎡となり、124

万㎡の東京ドームが530個分です。世界で一番大

きなダムはジンバブエのカリバダムが1806億㎡

でドーム14万個です。大きさでは世界に及びま

せんが我が国には名水百選という言葉があるよ

うに美しい水があります。世界で水道水をその

まま飲める国は日本を含めわずか12か国です。

ですが水道水をそのまま飲んでいる人がどれく

らいいるでしょうか？浄水器協会の調査により

ますと主要7都市（広島県は入ってない）普及率

はなんと47％ほどでした。この数字でみなさん

は何を想像しますか？

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。

「広島県経済の動向等について」

日本銀行 広島支店

支店長 森 成城 様

只今ご紹介を頂きました日本銀行広島支店長

の森でございます。この度は、歴史と伝統のあ

る広島安佐ロータリークラブの例会において卓

話の機会を賜り、誠にありがとうございます。

本日は、広島県経済の足もとの動向についてご

説明した後、今後の課題について私見を述べた

いと思います。新型コロナウイルス感染症のも

とでの経済動向の特徴を一言で申せば、感染状

況による不確実性が大きく、業種によって影響

が不均一ということになります。



広島県の景気は、感染症の影響から、依然と

して厳しい状態ですが、持ち直しの動きが続い

ています。広島支店短観の業況判断ＤＩは、総

括判断と整合的な動きとなりました。需要項目

別では、公共投資は、高水準で推移していま

す。輸出や生産は持ち直しています。個人消費

は持ち直しの動きが続いていますが、感染症の

影響が残るもとで、一部に足踏み感がみられま

す。住宅投資や設備投資は緩やかに減少してい

ます。この間、労働需給、雇用者所得ともに弱

めの動きがみられています。製造業の生産はは

っきり持ち直している一方、飲食や宿泊など対

面型サービス業は厳しい状態が続いており、対

照的な動きとなっています。

続いて、人口動態と労働生産性の観点から、

広島県経済の課題について私見を述べます。広

島県の人口は近年、死亡数が出生数を上回る自

然減少の加速や、転出数が転入数を上回る社会

減少から、全国平均より速いペースで減少して

います。年齢層や要因別では、15～19歳が就学

目的、20～24歳が就職目的で県外転出超過が続

いています。人口減少は、少子高齢化と相まっ

て、労働力人口の減少を通じて経済成長率を下

押しします。労働力人口の減少ペースは先行き

加速する見通しで、県経済の成長力の維持・向

上には労働生産性の伸び率を高めることが不可

欠です。労働生産性の上昇を産業内要因と産業

間要因に分解すると、企業・産業内の労働生産

性上昇など産業内要因が大きく、労働生産性の

高い産業への資源配分など産業間要因が小さい

ことがわかります。創業支援や本社機能の移転

促進といった県内での取組みを通じ、経済全体

の労働生産性を高めつつ、就業地としての魅力

も高めることが重要と考えます。ご清聴ありが

とうございました。

広島県の景気動向（日銀広島支店の判断）

広島（3月） 全国（1月展望レポート）

総括判断
新型コロナウイルス感染症の影響から、
依然として厳しい状態にあるが、持ち直
しの動きが続いている

内外における新型コロナウイルス感染
症の影響から引き続き厳しい状態にあ
るが、基調としては持ち直している

需
要
項
目

個人消費
持ち直しの動きが続いているが、感染症の影
響が残るもとで、一部に足踏み感がみられる

基調としては徐々に持ち直しているが、足も
とでは、飲食・宿泊等のサービス消費におい
て下押し圧力が強まっている

住宅投資 緩やかに減少している 緩やかに減少している

設備投資 緩やかに減少している
業種間のばらつきを伴いながら、全体として
は下げ止まっている

公共投資
復旧・復興需要がみられる中で、
高水準で推移している

緩やかな増加を続けている

輸出 持ち直している 増加を続けている

鉱工業生産 持ち直している 増加を続けている

雇用・所得
労働需給、雇用者所得ともに弱めの動きがみ
られている

感染症の影響から、弱い動きが続いている

3月18日（木）例会を開催いたしました。

本日は、清家会員の古希のお祝いがありまし

た。清家会員おめでとうございます。いつも素

敵なお花をいただき心が洗われています。これ

からも益々お元気でご活躍ください。

本日は青木会長が欠席のため、道垣内副会長

の会長談話がありました。主な話題は「水と衛

生」についてでした。道垣内副会長も久しぶり

の会長談話に少し緊張されていたようですが、

とても興味深いお話で楽しく拝聴しました。

そして、本日のゲスト卓話は、日本銀行広島

支店 支店長 森 成城様にお越しいただき、

「広島県経済の動向と課題」についてお話しい

ただきました。

森様は昨年4月に東京本店から広島支店に赴

任されたそうですが、コロナ禍で赴任後直に自

粛に入りご自身も広島へ来られて2週間自宅での

自主隔離生活を送られたそうです。

森様は、お父様のお仕事の関係で生後半年か

ら3歳まで、広島に住んでおられたそうですが、

当然、ご本人はその記憶が全くなく、ただ最初

に覚えた言葉が広島弁でご両親が驚かれたとい

うエピソードも聞かせてくださいました。

卓話は「広島県経済の動向と課題」を切れよ

く分かりやすくお話しくださいました。データ

に基づいた詳細な資料もご用意いただきとても

勉強になりました。



ニコニコ箱

￥6,000 累計￥531,340

会員記念日（3月）
☆お誕生日おめでとうございます

・清家 俊一会員(S26.3.30)

☆道垣内 文夫会員

お客様、ようこそお越し下さいました。

ごゆっくりお過ごし下さい。この度、当社運

営のショップで健康食品？クロレラを販売す

ることになりました。パッケージを考えてい

たところ、岡本さんからのご縁を頂いている

「NPOひゅーるぽん」さんに個性的な絵を依頼す

ることとなり、売上の1％を寄付する事になり

ました。山彦園のあとは、「ひゅーるぽん」

になれば良いと思ってます！

森様、本日はありがとうございました。

来週は休会のため、3月の例会は本日が最後に

なります。

広島は市内でも桜が咲き始めています。コロ

ナ禍となり2度目の春。こんな時でも自然は応え

てくれます。自然は凄いです。来年こそは桜や

自然を心から楽しめる春が来ることを祈りま

す。 （広報・会報委員）

3月18日(木) 第 991 回

本日のプログラム

「広島県経済の動向等について」

日本銀行 広島支店

支店長 森 成城 様

幹事報告

１.BOX配布物

・3月定例理事役員会議事録

・お花見夜間例会のご案内

・新会員候補者照会文

２.休会

・3月22日(月) 広島中央RC

・3月26日(金) 広島城南RC

・3月29日(月) 広島廿日市RC

・3月30日(火) 広島西南RC

・3月31日(水) 広島東RC・広島陵北RC

３.お知らせ

・次週3月25日(木)は、休会となっております。

よって、次回例会は、4月1日(木)18：30～

「お花見夜間例会」となっております。

場所は、風車センター街店です。

お間違えのないよう、よろしくお願いいたし

ます。

会員数 21名 出 席 率 85％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 4名 ご 来 客 1名

メーキャップ 0名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第989回 3月4日

崇徳学園ＩＡＣ募金

3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

当クラブは、月の最終例会は100ドルの食

事としております。

偶数月はカレーライス、奇数月はピラフ

です。


