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2021年4月1日(木)

お花見夜間例会

風車

会長時間

4月1日（木）例会を開催いたしました。

本日は、お花見夜間例会でした。勿論、感染

対策を充分に取り静かに行いました。

始めに例会を開催し、青木会長の会長談話を

いただいた後、本日、広島安佐ロータリークラ

ブに入会された坂井信教さんの入会式を行いま

した。

坂井さんは、阪急交通社広島支店 支店長で前

任の鈴木さんの引き継ぎで入会されました。岐

阜出身の坂井さんは元々ドラゴンズファンだっ

たそうですが、昨年、広島に赴任してからはカ

ープを応援し、対中日戦は2：1でカープ勝利！

が理想的なパターンだそうです。（笑）坂井さ

んの挨拶の後、ロータリーバッジと会員証の授

与式が行われ、晴れて坂井さんを安佐ロータリ

ークラブの新メンバーとして迎えることができ

ました。

続いて、山口幹事の乾杯の発声で懇親会が始

まりました。例年は皆でわいわい盛り上がると

ころですが、今年は節度を持って静かに…がル

ールです。皆様それぞれ予防に尽力し、こうし

て集まれることに感謝の気持ちでいっぱいにな

りました。一日も早く、大きな声で笑い、心か

ら盛り上がれる日が来ることを願います。

そして、会場を提供してくださった奥芝会員

にも感謝いたします。お料理も品数が多くとて

も美味しかったです。

4月に入り、新しい年度がスタートしました。

（ロータリークラブの新年度は7月からですが）

今年は、桜の開花が早く、既に満開を過ぎ散り

始めているところもあります。桜が早く開花す

るのは嬉しいのですが、環境のことを考えると

手放しでは喜べません。私たち一人一人が地球

環境を守るために、できることをコツコツと積

み重ねる。それが、地球の未来へ繋がるのだと

はかない桜を通して考えさせられる今日この頃

です。

（広報・会報委員）

坂井 信教 会員

ご入会、おめでとうございます



4月1日(木) 第 992 回

本日のプログラム

「お花見夜間例会」

幹事報告

１.お知らせ

・次週例会は、例会変更で4/10(土)「春の家族

会：広島ドラゴンフライズ観戦」となってお

ります。13：10から広島サンプラザにて開催

いたします。必ずバーコードの入ったチケッ

ト用紙を忘れないよう、ご確認ください。

会員数 21名 出 席 率 85％

出 席 16名 ご 来 賓 1名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 2名

出席報告 第990回 3月11日

2021年4月10日(木) 第993回例会

春の家族例会

広島ドラゴンフライズ観戦

広島サンプラザ

4月10日（土）本日は「春の家族会」で、B1リ

ーグ観戦に行きました。

試合は、我らが「広島ドラゴンフライズ」VS

「京都ハンナリーズ」！！席はお弁当付きのBOX

席。ゴールの真後ろで迫力満点でした。試合は

残念ながら負けましたが、会員のお子さんたち

もたくさん参加して、みなさん楽しく観戦して

くださいました。

個人的にはB1リーグ（プロバスケットボー

ル）観戦は初体験だったのでとても楽しみでし

た。会場内は入場制限中とはいえ熱気にあふ

れ、DJによる実況、チアリーダーのダンス、フ

ットサルチームのプロモーション等々、たくさ

んのパフォーマンスがあり、観る人を飽きさせ

ない仕掛けが盛り沢山で試合以外でも楽しめま

した。

私たちの広島は、野球、サッカー、バレーボ

ール、そしてバスケットボール等々、たくさん

のプロスポーツチームがあります。歴史的には

やはり野球（カープ）が一番盛り上がります

が、どのスポーツもリアルに目の前で試合を観

戦すると、迫力がありとてもワクワクします。

広島ドラゴンフライズと安佐RCは、以前、浦

伸嘉社長（広島ドラゴンフライズ）に、ゲスト

卓話にお越いただいて以来のご縁です。本日

も、わざわざ私たちの席までご挨拶に来てくだ

さいました。

これを機に、B1リーグが盛り上がるよう、広

島ドラゴンフライズをもっともっと応援してい

きたいと思います。そして、次回はぜひ、勝ち

試合が観たいです！！

（広報・会報委員）



4月10日(木) 第 993 回

本日のプログラム

「春の家族例会：バスケットボール観戦」
広島ドラゴンフライズVS京都ハンナリーズ

会員数 21名 出 席 率 85％

出 席 16名 ご 来 賓 1名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 2名

出席報告 第991回 3月18日



2021年4月15日(木) 第994回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

皆さんこんにちは。清々しい良い時候になりま

した。相変わらず浮かぬご時勢ではあります

が、ロータリーの方では、これから年度末に向

けて精一杯仕上げを図っていきたいと思いま

す。

先日家族会には、マツダZOOM‐ZOOMスタジア

ムでは広島・巨人戦が、エディオンスタジアム

では広島・湘南戦が同一時間帯に行われている

にもかかわらず、まげて、わざわざサンプラザ

のB-1リーグ広島・京都戦にお運びをいただき誠

に有難うございました。

朝山選手のインタビューが翌日の新聞に載っ

ておりましたが、どうも、チーム内に新型コロ

ナウイルスの感染者が出て2週間くらい対外試合

が行えず、選手も2日前にようやく身体を動かし

始めたメンバーがいるくらい調整不足で、果た

して試合をやるべきだったのかというようなニ

ュアンスが語られていたようです。ダブルスコ

アまでは届きませんが大差で敗れ、にもかかわ

らず選手を鼓舞する演出はど派手で少し疲れま

した。ところが、チームがきちんと整えばかな

りの部分で戦えるということは、やなり敗れは

しましたが次の日の試合で善戦できたことが証

明していると思います。どうしても過密日程と

ある程度チケットが売れているという興行上の

理由からの強行だったかも知れません。大人の

事情もはたらきます。ドラゴンフライズさんに

は来シーズンに向けより戦力強化に努めていた

だきたいものです。

続いてもスポーツの話題ですが、先週末松山

英樹選手がマスターズ制覇という偉業を成し遂

げました。日曜、月曜と早朝から起床してＴＶ

観戦をしましたが、寝ぼけ眼を瞠目させてくれ

るような快挙でした。年初から噛み合わないゴ

ルフで、滅多にない予選落ちも経験しほぼ無印

からの優勝だったと思います。感極まって、Ｔ

ＢＳ実況のアナウンサーさんも解説の中嶋常幸

プロも絶句、涙声に、こちらもジーンときても

らい泣きするような、やはり歳を取ったせいで

しょうかね。運を味方につけ、追いかける選手

も不運があったりスコアが伸びず、最後はバタ

バタのホールアウトでしたが、結局グリーンジ

ャケットを着るに値するものを松山選手は「も

ってた」ということでしょう。ただ「もって

る」ためには、日々の精進によって養われた技

術と培われた経験が不可欠なのは言うまでもあ

りません。

ご紹介が遅くなりましたが、今日は野球解説

者の山崎隆造さまにお越しいただいておりま

す。山崎さまご自身も野球人として輝かしいア

スリート人生を歩んでこられました。プロ野球

も開幕し、ちょうど対戦が一巡した時点での今

シーズンの展望をお話下さるのではないかと期

待いたします。開幕ダッシュに成功したチー

ム、出遅れたチーム、使える選手、使えない選

手の見極めなどいろいろあります。それらを踏

まえて長いペナントレースを占っていただきま

す。

山崎さまを含めてプロのアスリートの人達の

ことをあれこれ勝手にお話をしておりますが、

これも軽々しく口に出すのはおこがましい限り

と前置きをして、敢えて、「Growth always

comes with pain.」（成長には痛みが伴う）を

締めくくりとして会長時間を終わります。

⽶⼭奨学⽣のご紹介
羅 書坤（ラショクン）君
（広島修道⼤学 商学博⼠課程）

カウンセラー：中村 富⼦会員



「今年のカープ」

(株)中国放送 RCC

プロ野球解説者

山崎 隆造 様

4月15日（木）例会を開催いたしました。

本日のゲスト卓話は、山﨑隆造様にお越しい

ただきました。

山﨑様は、ご存知のように、広島東洋カープ

の黄金期チームのリードオフマンを務めた名選

手で、現在はRCC野球解説者としてテレビ・ラジ

オに出演の他、ワイドショーやバラエティ番組

でも活躍されています。

高校時代は、地元 宗徳高校で広島県代表とし

て春の選抜高校野球に出場し、みごと優勝した

輝かしい功績を残されています。

山﨑様には、昨年、ゲスト卓話を依頼してい

たのですが、1年前の今頃はコロナで自粛、しか

も（コロナとは関係なく）体調を崩されていた

ため、残念ながらキャンセルとなりました。そ

のリベンジで今年こそは！！と意気込んでお越

しくださいました。

卓話の内容は、勿論、我らがカープの今年の

予想と裏話。昨年はコロナのため開幕が遅れ、

選手もリズムが取りにくく乗り切れないところ

もあったようですが、今年こそはAクラス入り…

いやいや優勝目指して頑張っていただきたいと

願います。

山﨑様、貴重なお話を有り難うございまし

た。

そして、本日は、米山奨学生 羅 ショクンさ

んを初めてお迎えしました。羅さんは、中華人

民共和国からの留学生で、現在、広島修道大学

大学院商学研究科博士後期課程において「農家

の農産物販路決定要因の分析」をテーマに研究

をされています。羅さんが勉学に打ち込めるよ

う、私たち広島安佐RCでお世話させていただき

ます。1年間、よろしくお願いします。

今年はプロ野球も無事 開幕し、新たな年度も

始まりました。スポーツでは、水泳の池江璃花

子選手やゴルフの松山英樹選手などの素晴らし

い活躍に日本中が感動しました。コロナ禍でま

だまだ先が見えない日々が続きますが、明るい

ニュースもあります。頑張って参りましょ

う！！

（広報・会報委員）

山崎様、本日がお誕生日でした！



4月15日(木) 第 994 回

本日のプログラム

「今年のカープ」

(株)中国放送 プロ野球解説者

山崎 隆造 様

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友

・2021-22年度の会員名簿に伴う「名簿記載事項

の確認」

・3月被選理事役員会議事録、4月定例理事役員

会議事録

・3月分の個人別出席一覧を

・休会のご案内(4月29日・5月6日・27日)

・最終夜間例会のご案内（6月24日：むさし）

・理事・委員長の方に、退任挨拶のご依頼文書

・4/25(日)ZOOMでの「地区研修・協議会」資料

２.例会変更

・広島北RC

「創立52周年記念例会＆懇親昼食会」

と き：2021年4月24日(土)12：30～

※4/22の例会変更

ところ：ホテルグランヴィア広島4F「悠久」

３.休会

・4月26日(月) 広島廿日市RC

・4月27日(火) 広島RC・広島安芸RC

・4月28日(水) 広島陵北RC

・4月30日(金) 広島南RC・広島城南RC

４.お知らせ

・メークアップについて

今現在、他の在広RCは出席免除となってお

り、メークアップは実施されておりません。

当クラブは、通常通り例会を開催しておりま

すので、①他の在広RCにてサインのみのメー

キャップ（食事なし）、②当クラブ例会に係

るHPの感想文提出、③eクラブのいずれかによ

りメーキャップをお願い致します。

ニコニコ箱

￥23,000 累計￥554,340

会員記念日（4月）
☆お誕生日おめでとうございます

・大北 茂人会員(S25.4.9)

・中村 富子会員(S38.4.16）

誕生日を忘れるくらい、何十回も迎えます。

とりあえず元気でいられることに感謝です。

・野村 裕芳会員(S59.4.17)

☆結婚記念日おめでとうございます

・青木 幹丸会員(S63.4.2)

33年経ちました。パートナーに感謝です。

・八條 範彦(S57.4.11)

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・岡本 忠文会員 (珠様：23日)

☆入会月おめでとうございます

・山岡 稔会員(2020.4.2)

早いもので入会して1年が過ぎました。まだま

だわからないことばかりですので、これから

もよろしくお願いいたします。

☆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：S43.4.1)

・清家 俊一会員(㈲安藤花店花店：S26.4.1)

☆三宅 恭次会員

カープ好調へ、山崎さん、この好調が続くの

か…。解説楽しみです。

☆小川 嘉彦様（広島陵北RC）

久しぶりにメークアップに来ました。よろし

くお願いします。

会員数 21名 出 席 率 90％

出 席 15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992回 4月1日

Growth always comes with pain.

（成長には痛みが伴う）



2021年4月22日(木) 第995回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

皆さんこんにちは。すでに初夏を思わせる陽気

で、身も心も軽やかに屋外に繰り出したい気持

ちですが、巷では新型コロナウイルス感染者数

増加の第4波とかで不穏な空気が漂っておりま

す。状況としては去年のこの時期と似ているの

ですが、暗中模索だった一年前に比べて今年は

身の処し方についての経験値が上がっていま

す。喜ばしいことにロータリーの例会も出来ま

す。お互いに然るべき対応を施しながら、慎重

な行動を心がけていきましょう。

早いもので今例会おいて、道垣内次年度会長

の2021～22年度クラブ運営方針の発表がござい

ます。またこれから一年以上先までご苦労して

いただきますことは本当に頭が下がる思いで

す。しかし円熟味を増した山口幹事とともに、

充実したクラブ運営が期待できる年度となる可

能性は大です。私も責任が軽くなった分、傍ら

からより一層サポートしたいと考えております

ので宜しくお願いいたします。

先日、いま自分が置かれた状況を観察する手

立てとして、こんな言葉に出会いました。それ

は、「鳥の目、魚の目、虫の目」という言葉で

す。

まず「鳥の目」とは、鳥瞰という言葉がある

ように、高いところから見下ろし物事の大枠を

把握することです。マクロ的視座とも言えま

す。これによって、いま生きている世間の概略

を認識するのです。

次に「魚の目」、うおのめ、ではありませ

ん。魚は側線という水の流れや圧力を量る器官

を持っています。いわばトレンドを計る眼で

す。それにより世の中の動きやものの価値への

荷重のかかり方などを見ていきます。

最後に「虫の目」となります。これは身近な環

境を細かく観察するミクロの見方です。すなわ

ち、世界の大局観を持ち、時代の傾向を読み取

った上で身の周りに細かい目配りをしていく、

そうすることによって、より賢明な行動の選択

が可能になるとうことでしょうか。ちょっと切

り口が面白いのでご紹介をいたしました。ただ

実際、大局を掴みトレンドを識るというのはた

いへん難儀なことですね。

まだ非公式の段階ですが、いまリモートによ

る例会開催実現の可能性について模索している

ところです。今や地区協議会も地区大会にもズ

ームによる視聴がスタンダードになっておりま

す。クラブにおいても、やる・やらないは別に

して、そのノウハウを蓄積しておくことは決し

て無駄ではありません。現時点で具体的にお知

らせするような内容はありませんが、とりあえ

ず経過のみをご報告しておきます。

「次年度会長方針」

次年度会長

道垣内 文夫 会員

「ニューノーマル時代での奉仕」

1年以上にわたり世界中の人々を苦しめている

新型コロナウイルス（COVID-19）は未だ完全終

息に至るどころか変異株が世界中に伝播し始め

各国がやっとワクチンを開発したにも関わらず



その効果が未だ不明確で、あと数年はソーシャ

ルディスタンスを継続する生活が続くのではと

案じています。そして忘れてはならない東日本

大震災から、10年という月日が流れました。未

だ4万数千人の人が避難生活を余儀なく強いられ

ているのが現状です。私たちは、放射能汚染・

汚染水処理・ウイルス根絶・ニューノーマル時

代への対応等、様々な問題を抱えています。同

時に世界で過酷な状況に置かれている人々は為

すすべなく強者のロジックに従わされていま

す。ロータリアンはその人たちのことを絶えず

考えていないといけません。2021-22年度国際ロ

ータリー会長、シェカール・メータ氏が掲げる

“Serve to Change Lives”「奉仕しよう みん

なの人生を豊かにするために」「人のために世

話をし、奉仕することが最良の生き方。なぜな

らその経験を通じて誰かの人生でなく自分の人

生を豊かに出来るのだから。」とSDGsを強く意

識され、長期的な視野でロータリアンとしてブ

レの無い活動を呼びかけられています。この想

いは個人では到底達成できないでしょう。「私

が」ではなく「私達が」そう、チームで達成し

よう、なのです。「ロータリアンはボランティ

ア。ボランティアは、何かをしたいというこ

と。頼まれて断るのはボランティアではありま

せん。個々の実績を称賛するのではなく全員で

汗をかき達成することに努力してみましょ

う。」と高らかに宣言されています。

国際ロータリー第2710地区 2021-22年度ガバ

ナー 杉川 聡氏もガバナー信条として「みん

なのためになるかどうか。未来のためになるか

どうか。」ロータリアンとしてダイバーシティ

を理解したうえでの行動を期待されておられま

す。我々広島安佐ロータリークラブも1年以上新

型コロナウイルスに翻弄され多くの会員企業は

経済低迷の中、耐え忍んで事業を営んでいま

す。そして社会全体も感染抑止から団体活動を

自粛しています。したがって私達が満足と言え

るまでの奉仕活動を望んでも実現出来ておらず

悶々とする感情を抱きながら過ごしています。

ニューノーマル時代化する社会情勢に則しなが

ら通常の活動を再考しながら新しい奉仕の仕方

を考え試行しながら奉仕活動をすることが必要

です。我々が何らかの方法で奉仕することによ

り誰かが笑顔になれる。また寄付を通じて世界

中の支援を待っている人を笑顔にしたいもので

す。多くの支援をするには先ず我々のミッショ

ンに共感してくれる仲間を増やす努力を展開す

る必要があります。みなさんの生活の中でロー

タリアンとして相応しい友人が必ず何人かいる

はずです。ロータリー活動を通じて社会貢献し

ていく素晴らしさを伝えてください。世界中の

苦しんでいる人達を笑顔に出来る行動が永続的

に出来るのはロータリアンしかいないはずで

す。

4月22日（木）例会を開催いたしました。

今日はゲストもなく静かな例会でした。

青木会長のお言葉は「鳥の目 魚の目 虫の

目」。言葉の意味は会長談話を見ていただくと

して、とても奥深い言葉でした。青木会長 毎週

ありがとございます。

本日の卓話は、次年度会長の道垣内さんによ

る「次年度会長方針」でした。道垣内さんは昨

年度も会長を務められ、1年おいて再び会長を担

われます。私たちの広島安佐RCは人数が少ない

ので、一人当たりの役割負担が多くなります。

中でも会長は最もたいへんな仕事です。道垣内

さん、次年度会長よろしくお願いします。

そして、道垣内会長年度で大きく変わること

の1つに会長談話があるそうです。今迄は会長が

持ち時間を単独で話すのというパターンでした

が、次年度は会長談話を短縮して、残りの時間

を会員が一人ずつ週代わりで近況報告をするこ

とになるそうです。ということで新しい試みを

楽しみに期待したいと思います。

今週末は地区研修・協議会があります。初の

試みで、登録者は全員ZOOMでの参加になりま

す。ロータリークラブの運営も時代とともに変

化しています。

そして、来週末からはいよいよGWですが、東

京、大阪、京都、兵庫の4都府県に緊急事態宣言

が出されるようです。昨年に続き、GWは自粛モ

ードになりそうなので、この際、ゆっくり休養

を取るのもいいと思います。次回の例会はGW明

けです。

（広報・会報委員）



4月22日(木) 第 995 回

本日のプログラム

「次年度会長方針発表」

次年度会長

道垣内 文夫 様

幹事報告

１.BOX配布物

・4月被選理事役員会議事録

・本日の卓話資料「次年度会長方針」

２.休会

・4月26日（月）広島廿日市RC

・4月27日（火）広島RC・広島安芸RC

・4月30日(金) 広島南RC・広島城南RC

・5月6日（木） 広島北RC・広島西RC

・5月7日(金) 広島城南RC

３.お知らせ

・4月25日(日)14：00～Web（Zoom）による地区

研修・協議会が開催されます。ご登録されて

おります方は、お忘れのないようご参加下さ

い。よろしくお願いいたします。

・4月29日、5月6日と2週続けて休会となってお

ります。次回例会は、5月13日です。お間違え

ないよう、よろしくお願いいたします。

会員数 21名 出 席 率 90％

出 席 15名 ご 来 賓 10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993回 4月10日

ニコニコ箱

￥6,000 累計￥565,340

☆青木 幹丸会員

いよいよ次年度。道垣内さんの会長方針発

表！です。期待しております。

25日(日)14時からの地区協議会へのZoom参加

該当者の方、宜しくお願いします。

崇徳学園ＩＡＣ募金

4月分
松岡 與吉･奥芝 隆・岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 53,000円

鳥の目 巨視

魚の目 傾向

虫の目 微視

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。

今月はカレーライスです。



新会員紹介コーナー

氏名 生年月日 1972年11月11日

職業・役職

趣味

生い立ち

　前任の支店長・鈴木の転勤に伴い入会させていただきました。

 よろしくお願いします！！

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

　ランニング、ミニバスケットボールの指導

　出身地は岐阜県各務原市、就職と共に関西に出て参りました。現在、家族は兵庫県宝塚市に在住、私は単身赴任で中区小町に住んでいます。

坂井　信教（さかい　のぶたか）

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

　指導しているミニバスケットボールチームが宝塚市のロータリーにお世話になる機会がありました。
　ただ具体的な活動内容については詳しくは承知していませんでした。

　ロータリークラブの素晴らしい活動が、会員以外の一般の方々にも伝わるといいな、と思います。

ロータリークラブで積極的に
取組みたい活動

　新人ですので、可能な限り率先して行事に参加しなければと思っております。

　親切な方が多く恐縮してしまします。優しい雰囲気のクラブと感じております。

　幅広い年齢層で、また普段知り合いにならないような業種の方が多く、自分の見識を高めるためにも期待が高まりました。

　「へー、いいじゃん」（軽くてすみません）
　妻は知らないとばかり思っていましたが、ロータリークラブについて耳にしたことがあったようです。

　清掃活動などのボランティア活動や、他の会員の方々の職業卓話を聞き、自身の見識を深めたいです。


