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＜本年度会長テーマ＞ 『 ニューノーマル時代での奉仕 』

広島安佐ロータリークラブ

2021年9月2日(木) 第1006回

オンライン例会

12階 「ライラック」より

会長時間

本日はS.A.Aについてです。SAAというのは

Sergeant At Armsの略語であり、日本では会場

監督と訳されています。その会場をとりしきる

役職を模したものであり、例会場の秩序を保つ

ためのあらゆる権限を持つ重要な役職です。SAA

が正式な役職として定められたのは１９０６年

であり、ポールハリス、マックスウオルフ、チ

ャールスニュートンがシカゴクラブの最初のSAA

に就任しています。

審議機関としての権限しか持っていない理事会

メンバーを超越した、例会場における最高の権

限を持つ執行機関の役職です。審議系列とは一

線を画する立場上、理事会に出席する義務はあ

りませんが、もし、必要であれば、理事会に出

席して発言することが出来ます。審議機関に属

さないので、委員会の呼称をつけるのは間違い

です。最近の傾向として、SAAの任務がニコニコ

箱の集金係に化しているクラブが多いのです

が、主たる職務は、あくまでも、会場監督であ

ることを忘れてはなりません。例会場の管理権

者であることから、会長経験者およびロータリ

アンとして経験が深い会員から任命することが

望ましく、更にその役職の重要性を考えます

と、副SAAを含めて全会員の10％以上の数が望ま

しいいとされております。

具体的職務内容

◎例会の司会進行

◎例会場への入場、退場許可。例会場の開門、

閉門

◎早退、遅刻の承認や拒否

◎私語に対する警告

◎卓話の時間励行

◎その他、例会場の秩序を乱す行為に対する警

告と退場命令

◎例会場の設営、テーブルの配置、座席の指定

◎食事の献立、業者の選定等食事の手配

◎ニコニコ箱の管理とその募金状況の報告

以上SAAは重要な役職であったことを今一度ご理

解いただきたいと申し上げまして会長時間とさ

せていただきます。ありがとうございました。

岡田 哲也 会員

ご入会、おめでとうございます。



本日は例会にお呼びいただき有難うございま

す。

皆様ご無沙汰しています。

卓話と申しましても中々皆様のお役に立てるよ

うな素晴らしい話題が有りませんが、私の存じ

上げない会員様もおられますので自己紹介を兼

ね少しお話をさせて頂ければと思います。

私は長神会員の紹介で広島安佐ロータリーク

ラブにご縁を頂き、公私ともにお世話になって

いました。母校のバスケットボールクラブOB会

でもお世話になりまて訃報に接し本当にさみし

く思います。そして広島安佐ロータリークラブ

も皆様にも他クラブのメンバー様とも親睦を深

めることが出来、感謝しています。

さて、卓話の内容ですが自分の職業分類は不

動産売買ですのでコロナ禍を含み、不動産業界

の現状と将来の見通し、災害対応についてお話

をさせて頂きます。

先ずは現状景況。別途レジュメに沿ってお話

させて頂きますが全国で見ますと数字的には大

きな評 価減とはなっていません。但し、コロナ

の影響を昨年度から受けていますが一昨 年の資

料も内在していますので減価も必要ではありま

す。

いつも話題に乗る、賃貸派・購入派 マンシ

ョン・戸建はどちらが有利？

これについては現在結論的な回答が見出されて

いまして、賃貸も購入も現在は居住費計算では

イーブン。マンション戸建論争は出口論となっ

ています。マンションは立地を買うという言葉

がある様に利便性を購入する一面があり、セキ

ュリティも安心です。戸建は資産価値やペット

が飼える等住まい環境を醸成出来ますがどうし

ても価格が大きくなりがちで郊外の場合は低廉

な価格でないと売却出来ない事も出てきていま

す。また災害エリア指定にも注意が必要です。

＊建築

マンションも戸建も意外と堅調コロナの影響

も有るが部分的であり今後も安定成長と予測さ

れています。

補足資料はレジュメ参照

＊意外と知られていない2022年問題

生産緑地の税制優遇（相続税）の制限が1991

年に改正されていますが30年経過による開放の

年になります。広島では関東の様に大きくは有

りませんが西区や安佐南区では影響が出るかも

しれません。

＊法律改正

土砂災害危険防止法をはじめとする度重なる

災害や大雨による被害も有り、行政と宅建協会

が連携しながらいろいろな対策に乗り出してい

ます。例えば売買契約や賃貸借契約に先立ち交

付する重要事項説明書ですがこの20年位で感覚

的な感じでは3倍くらいの厚みになってきていま

す。谷筋で札うさん価格に大きな影響の有るレ

ッドゾーン・イエロー。海抜の低いエリアのブ

ルー。過去氾濫した実績のある斜線区域。

今までと呼び方が変わりました瑕疵担保責任⇒

契約不適合責任なんていうのも有ります。

また、不動産登記法の改正による所有者登記

の義務化も有ります。

皆様からは不動産業者と言えば古い体質でなか

なか進歩しないように思われていると思います

が内情では時代に即し大きく変わってきていま

す。

私は中支部の委員もさせて頂いていますが、

災害救助法に基づく「賃貸型応急住宅」事前登

録に関するご協力のお願いや宅建試験のお世話

なども行います。因みに今年はコロナの影響で

試験日程が二日に分かれるようです。

不動産職業分類の中でも売買とリフォームを

中心としており中々皆様のお役に立てることは

少ないかも知れませんが、不動産に関する事で

何かご質問やご不安点がございましたら、私ま

でお問い合わせくださいませ、精一杯の対応を

させて頂きます。

本日は有難うございました。

「来賓卓話」

～近況報告と不動産業界の現状～

(株)GOOD FRIEND 代表取締役

（元会員）石丸 博昭 様



9月2日(木) 第 1006 回

幹事報告

本日のプログラム

「来賓卓話」

～近況報告と不動産業界の現状～

(株)GOOD FRIEND 代表取締役

（元会員）石丸 博昭 様

１.BOX配布物

・ガバナー月信、とロータリーの友

２.例会変更

・広島城南RC

9月3・10日の例会は対面例会を中止し、オン

ライン配信例会。

３.休会《例会取消：メークアップ受付なし》

・9月6日(月)広島東南RC

・9月7日(火)広島RC

・9月14日(火)広島RC

・9月21日(火)広島RC・広島西南RC・広島安芸RC

・9月8日・15日・22日(水)広島陵北RC

・9月8日・22日(水)広島東RC

・9月24日(金)広島城南RC

４.お知らせ

・次週9月9日は休会となっております。次回例

会は、9月16日です。現在、通常例会としてお

りますので、よろしくお願いいたします。

今日は、岡田哲也さんの入会式も行いまし

た。山岡稔会員のご紹介です。これで会員増強

にも弾みがつくかも知れませんね。岡田会員、

心から歓迎します。一緒に汗を流しましょう。

卓話ゲストには石丸博昭元会員をお迎えし、

近況のご報告と不動産業界の現況を語っていた

だきました。煙草をきっぱりと止め体重もうま

くコントロールしていらっしゃるご様子で、と

ても健康そうにお見受けしました。この調子な

らばクラブ復帰もそう遠くないのでは。今回改

訂し後に理事会でもご承認いただいた職業分類

表でも、不動産仲介の欄を空けてお待ちしてお

ります。

今回のオンライン例会では、例会場からの主

音声が聞き取りにくいところがあるという改良

点が浮き彫りになりました。一つひとつ改善し

より良い例会となるよう工夫してゆきましょ

う。 （広報・会報 青木 幹丸）

青木氏からの景色

緊急事態宣言発令下、クラブ史上初めての本

格的オンライン例会を行いました。会長・幹事

さんを始め最小限の会員・関係者さんだけが例

会場に集まり、その他の会員さんは、職場、出

張先、自宅などでPCやスマホを使って参加しま

す。時流からすればすでに一周遅れの感も無き

にしもあらずですが、これからも試行錯誤しな

がらわがクラブのスタンダードを確立してゆき

たいものです。

道垣内会長は会長時間でＳＡＡについて触れ

られました。ＳＡＡとは、Sergeant-at-Armsの

略称で会場監督（直訳すれば鉄砲を持った軍

曹）と呼ばれます。本来とても権威ある役職

で、クラブでも重鎮の会員さんがその任に当た

るべきなのですが、現況どうかと言えば、お祝

い会員の紹介やニコニコの披露など、もともと

副次的な役目を本業と見做されているところが

実に嘆かわしいとか。なるほど勉強になりまし

た。

ニコニコ箱

￥2,000 累計￥321,000

会員記念日（9月）
☆結婚記念日おめでとうございます

・山岡 稔会員(S62.9.20)

結婚して34年になります。時が経つのは早い

ものです。

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・山岡 稔会員(11日：知枝様)

若い頃は、妻の誕生日がなかなか覚えられな

かったのですが、アメリカのテロ事件が9.11

だったので覚えられるようになりました。

・大北 茂人会員(12日：妙子様)

・道垣内 文夫会員(19日：聡子様)

・三宅 恭次会員(27日：文枝様)

☆入会月おめでとうございます

・岡本 忠文会員（H23.9.1）

☆創業月おめでとうございます

・松岡 與吉会員

((株)兼正冷熱工業：S51.9.1）

・大北 茂人会員

((株)チョーミ：S22.9.22)



会員数 20名 出 席 率 100％

出 席 19名 ご 来 賓 4名

欠 席 1名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第1004回 8月19日

ニコニコ箱

☆道垣内 文夫会員

石丸様、ようこそお越し下さいました。オン

ライン例会で勝手が違いますが、ごゆっくり

お過ごし下さい。岡田様、9月よりご入会お

めでとうございます。今後もよろしくお願い

いたします。

☆石丸 博昭様

本日はお招き頂きありがとうございます。少

しばかり、不動産の取り組みについてお話し

させて頂きます。宜しくお願い申し上げま

す。

2021年9月16日(木) 第1007回例会

ハイブリッド例会

3階 「瀬戸の間」

会長時間

表 彰

10年連続100％出席

岡本 忠文 会員

本日は世界の識字率についてと題しましてお

時間を頂戴いたします。９月８日は国際識字デ

ーです。識字の重要性を訴えかける日として

1965年にユネスコが制定した国際デーです。ユ

ネスコに同調してロータリークラブも9月を基本

的教育と識字率向上月間としています。我々日

本人にとっては、識字というとピンとこないで

しょう。RIとしては世界的な視野でこの問題を

捉え向上に努めることが世界の平和に通じる、

としているのではないでしょうか。その世界の

識字率ですがアフリカの識字率が全体的に低く

比較的高いアジアの中でも例のアフガニスタン

は非常に低い国です。読み書きできないこと

で、得られる情報が不足し、書面での意思表示

ができず、社会的な権利が大きく制約されてし

まい、国や地域の発展においても不利益になっ

てしまいます。生活にはどんな影響がでるので

しょうか。文字が読めないと様々な選択が不可

能です。手に取った物も判別できません。知識

が身につかない。教育が受けられない。収入が

得られない。病気にかかっても満足な治療が受

けられない。等、貧困の悪循環に陥りやすくな

ります。

今年度の活動テーマの一つのSDGｓでも識字の重

要性が強調されています。教育分野に関する目

標４「質の高い教育をみんなに」には「2030年

までにすべての青年と大多数の成人が識字と簡

単な計算ができるようにする」という目標が定

められています。平和から遠い国は貧困がはび

こり人への投資も進みません。先述のアフガン

では教育を受けられず仕事に就けない若者がタ

リバンに吸い寄せられて勢力を伸ばしたといい

ます。

米国はアフガンやイラクでの戦闘任務を終え他

国を作り変える軍事作戦の時代は終わったと宣

言しました。20年の結果を見てもわかるように

武力では決して平和は作れない、平和を手に入

れる最良の手段は識字率の向上にあるのではと

考えてみてください。

以上で会長時間とさせていただきます。ありが

とうございました。



「来賓卓話」

～これけからの社会～

夕焼けぽっぽ食堂

初谷 レイコ 様

会員時間：大北 茂人会員

朝晩徐々に秋らしくなってきました。緊急事態

宣言延長の下、本日の例会は例会場の実例会と

リモートによる視聴とのハイブリッドになりま

す。わたしを含め5名の会員が外部からPCを利用

して参加しました。

前回、音声が小さかったり途切れたりで、オ

ンラインの環境は十分ではなかったのですが、

今日の例会はその不具合が見事に克服されて、

とても快適な視聴が出来ました。樹野氏、会長

・幹事さん、事務局さん、そしてリーガ関係者

の方々のご尽力に敬意を表します。

例会はいつも通り「四つのテスト」の唱和か

ら始まります。谷会員がよくリードしてくださ

います。

道垣内会長の会長時間は、9月の識字率向上月

間にちなんだお話でした。文字が読めること

は、知識を身につけ技能を習得する基本であ

り、そこから貧困を脱却し引いては平和を構築

してゆく礎になると。

それから、岡本会員10年連続100％出席おめで

とうございます。

また、姉妹クラブの北上和賀RCさんより災害

お見舞金として30,000円が届きました。とりあ

えずニコニコ箱に入れさせていただきます。有

難うございました。

今日の会員時間は大北会員の担当です。昨年

70歳（古希）を迎えられた大北さんは、最近常

々奥さまと、「80歳までお互いに元気でおろう

や！」と励まし合っていらっしゃるそうです。

振りかえってご覧になれば、仲間や友人に支え

てもらった半生であると。

広商から芦屋大学に進学され、多くの経営者

の跡継ぎさんと交流を持たれたそうです。中に

は、神戸の反社の若さんもおられたそうで、特

に昵懇でいらっしゃったとか。

帰広なさってからは、セブン・イレブンを軌

道に乗せたり、医療ビル１Fに薬剤師の息子さん

と調剤薬局を開業し、ご苦労の末、経営を安定

させたりと諸事業にも勤しまれましたが、今般

のコロナ禍による本業のチョーミさんの売上減

で、これを何とか打開したいと、波乱万丈のキ

ャリアを語り、ご自身の紹介とされました。お

互い頑張りたいですね。

卓話ゲストは、夕焼けぽっぽ食堂主宰初谷レ

イコさまです。詳しい内容は別稿で上がると思

いますので、印象に残ったことをいくつか記し

ます。

まずご本人がお料理を作るのがお好きだとい

うこと。これがこの事業への取りかかりや継続

のモチヴェーションの基礎だとお見受けしまし

た。

また、有機食材や手作り調味料に対するこだ

わりとか、それを縁としてふれあいの機会を創

出し子どもたちの横のつながりをこしらえるこ

となど。「子ども食堂の目指すところは決して

貧困対策ではなく、子ども同士を核にしたコミ

ュニティーの再生にあるのです」と言い切られ

たところに、ロータリーの理念との親近性を強

く感じました。紹介者の三宅会員、有難うござ

いました。

（会報・広報 青木 幹丸）



夕焼けぽっぽ食堂
サブタイトル

1．夕焼けぽっぽ食堂のなりたち
2018年 2月 レイコ飯スタート

①パーティ―スタイル ②プレートスタイル ③お弁当スタイル

夕焼けぽっぽ食堂
スタート

SocialBookCafe
ハチドリ舎

２０１８年１０月 ～2019
年2月

毎週木曜日１６時〜１８時

本川公園集会所に移転

２０20年6月? 再開
毎週金曜日１６時? １9時

（新型コロナウイルスの影響で
3月～5月止む無く休止）

築36年の集会所 毎回６０食

子どもたちはお絵描き大好き

活 動 ?
有機食材をメインに、

無添加調味料を使い

自然環境も大切に考えています。

安芸の山里農園はなあふさんからの
有機野菜たち 三原の自然栽培の梅林で採れた

梅シロップ作り

甲奴の自然農の形川さん家で手前味噌作り

イタリア産などの
エクストラ・バージンオイル

～活動内容～

①有機食材をメインに、無添加調味料を使い自然環

境も大切に考えています。

②味噌造り

③農家さん訪問

④4泊5日裏宮島キャンプ

⑤ＮＰＯ広島こども食堂 支援センターとの連携

広島県内のこども食堂のみなさんと２か月に1回

推進会議

みんな大好きは 月に1回開催しています

⑥運営資金 出張レイコ飯による収益

（パーティー・マルシェ）

こ れ か ら ～
本川公園集会所の改修

改修前 改修後

既存給湯室



9月16日(木) 第 1007 回

幹事報告

本日のプログラム

「来賓卓話」

～これけからの社会～

夕焼けぽっぽ食堂

初谷 レイコ 様

１.BOX配布物

・新入会員歓迎夜間例会のご案内

・9月分定例理事役員会議事録

・新職業分類表

・岡田会員の名簿記載分

２.例会変更

・広島西RC

9月16日(木)zoom配信によるWeb例会に変更

9月30日(木)夜間例会並びに会員懇親会の開催

中止

・広島東RC

9月29日(水)職場訪問例会

（予定ひろぎんホールディングス㈱本社）

なお、9月29日(水)がまだ緊急事態宣言下であ

れば、職場訪問例会は取り止め(延期)、蔓延防

止措置下であれば食事無しで実施の予定。

・広島中央RC

9月13日(月)9月27日(月)、ハイブリッド形式

で開催。

３.休会《例会取消：メークアップ受付なし》

・9月17日・24日(金)広島南RC

・9月21日・28日(火)広島RC・広島安芸RC

４.お知らせ

・次週9/23(木)は秋分の日のため休会です。次

回例会は、9/30(木)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 20名 出 席 率 90％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第1005回 8月26日

ニコニコ箱

☆道垣内 文夫会員

初谷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。本日の卓話、楽しみに

しております

☆三宅 恭次会員

初谷レイコさん、卓話楽しみにしています。

子ども食堂、ロータリークラブが支援すべき

テーマと思います。示唆に富んだお話をよろ

しくお願いいたします。

☆北上和賀RC（友好クラブ）より

災害御見舞金としてお心遣いを頂きました。

￥32,000 累計￥321,000

2021年9月30日(木) 第1008回例会

ハイブリッド例会

3階 「瀬戸の間」

会長時間

本日は先日頂戴しましたロータリー日本１０

０年史についてです。９月中旬の３連休はどう

過ごすか悩むぐらい時間を持て余しておりまし

た。そこで頂戴した記念誌に目を通しておこう

かと気軽に手に取ってみましたところあれよあ

れよという間にのめり込んでしまいました。本

当に無知なもので少し読んではシカゴという都

市の歴史はどうなんだろう、とかかなり脱線し

ながらの飛ばし読みでしたが。既にご存知の通

り、日本初のRCは東京RCです。創設した米山梅

吉、福島喜三次、宮岡恒次郎他の生い立ちから

ロータリーを通じて社会奉仕事業に尽力した功

績を読み進むにつれ、自分の経験の少なさ、度

量の小ささをつくづくと感じでしまいました。



会員時間：湯本 隼士会員

羅 書坤くん(米山奨学生) 9月分奨学金授与

また、改めてロータリークラブの存在価値から

再考するきっかけをいただきました。別冊の１

００人のロータリアンの中に当クラブ名誉会員

でもあります第2770地区八潮RC所属、田中作次

さんの紹介もございました。ここは是非とも皆

さんにお伝えせねばなりません。

「Peace Through Service 平和の実現に向け

て挑戦し続ける夢追い人」という見出しで始ま

ります。田中氏は国際ロータリー会長として

2013年5月16日に当クラブ例会に出席され以後名

誉会員として登録され2019年3月には安佐クラブ

創立20周年記念にもお越しいただいています。

御年82歳になられたかと思います。少しだけご

紹介いたします。田中さんは1975年に創立会員

として八潮RCを立上げ行動の原点として平素、

「すべての課題は謙虚に受け止め、寛容と忍耐

を似て解決に全力を尽くします」としていま

す。その40年後に国際ロータリー会長として広

島国際会議場でのスピーチで「平和でない状態

を考えてみると平和であることの意味が見えて

きます」奉仕を通じて達成できる目標として、

平和はロータリーにとって究極の、そして実現

可能な目的なのです。と述べられました。田中

氏をはじめとする日本のロータリーの礎となる

人を知ることもこれからのロータリー活動に重

要であると感じましたのでご紹介をさせて頂き

会長時間とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。

朝晩少し涼しくなりましたが、今日あたり日

中は気温が上がり随分蒸し暑く感じられまし

た。緊急事態宣言発令下、その最終日開催の例

会となります。今日のオンライン出席は、清家

会員と横手会員です。

道垣内会長は会長時間で、まず広島日タイ友

好協会鈴木会長のタイ国女子中学生奨学金寄付

に対する礼状を披露されました。細々と、では

ありますが、長年にわたって続けた支援事業に

より多くの女子生徒が中学校を卒業することが

出来たことは本当にご同慶の極みです。折しも

識字率向上月間に際し、その奉仕の一端を担っ

ていることに志を強くするところです。

また、ここ2週間の巣ごもりで「ロータリー日本

100年史」にすっかりはまってしまったとのこ

と。とりわけ、元RI会長、八潮ロータリークラ

ブ創立会員田中作次氏を称し、「平和の実現に

向けて挑戦し続ける夢追い人」と紹介する頁を

取り上げて、わがクラブの名誉会員としての浅

からざる因縁を改めて会員と共有されました。

それのみならず、歴史に学ぶことは多いのだ

と、云々。

今日の会員時間の担当は湯本隼士会員です。

湯本さんはしばらく起業のため退会されます。

そのご挨拶の意味も込めたスピーチとなりまし

た。

これから起業される事業承継のコンサルタン

ト業務は、ご自身がまさに事業承継途上のT社の

社長として、またM＆Aにより傘下に入った親会

社Y社との窓口として5年間積み上げた実績（成

功体験）が元になっているということです。親

会社さんのことは、「どてらい男」とアラジン

のストーブしか知りませんが、とにかく湯本さ

んは、2017年8億の売上が2021年には20億までな

るよう企業価値を高めるマネージメントをして

こられました。そうした経験を礎に、親会社・

子会社の企業風土の違いに戸惑う経営者の悩み

を解消したり、スムーズな承継への道筋を示し



「来賓卓話」

～「社員が自発的に動き成果が上がる

仕組み作り」とは～

Ｐ＆Ｃパートナー 代表

(元会員）田久保 普三 様

たりして、会社の陰の力となり計画を着実に遂

行してゆくことを今後思い描いておられるよう

です。

奥さまと3人の子どもさん、そして新築のお家。

背負うものは重たいですね。年齢的にも後がな

いチャレンジとなるのではないでしょうか。Ya

会員の「気にせずに済むのが家族なんじゃ」の

逆説に背中を押されたと仰る湯本会員ですが、

いやいや、家族を気にかけても余りある勝算を

胸に秘めたこの度の「夢追い人」（あれっ、ど

っかで使ったけな）への門出に違いないとわた

しは思いました。ご成功を願って已みません。

また近い将来、新しい名刺を携えてクラブに凱

旋なさることをこころから念願しております。

（会報・広報 青木 幹丸）

効き脳診断（ハーマンモデル）とは

それぞれのプロフィールには、

良い⇔悪い

正しい⇔間違い

優れている⇔劣っている

はありません。

ただ、「利き脳」「思考スタイル」の状態を表

しているだけなのです。



9月30日(木) 第 1008 回

幹事報告

本日のプログラム

「来賓卓話」

～「社員が自発的に動き成果が上がる

仕組み作り」とは～

Ｐ＆Ｃパートナー 代表

(元会員）田久保 普三 様

ニコニコ箱

￥5,000 累計￥398,000

会員数 21名 出 席 率 90％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第1006回 9月2日

崇徳学園ＩＡＣ募金

9月分
松岡 與吉･奥芝 隆・岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 31,000円

１.BOX配布物

・10月の例会プログラム

・前回の卓話資料。

（ZOOM配信で資料共有ができなかったので）

☆道垣内 文夫会員

田久保様、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。10月もご参加頂き

たいものですね。

☆湯本 隼士会員

本日は安佐RCの会員として例会参加は最終日

となります。約2年半、会員の皆様に色々ご指

導頂きありがとうございました。今後は独立

を予定しておりますが、事業が軌道に乗りま

したら、改めて入会させて頂ければと思いま

す。どうぞ引き続きご指導の程、宜しくお願

いいたします。

☆山口 洋充会員

湯本さん、本日でご退会のこと、お疲れ様で

した。新たなご出発を影ながら応援させて頂

きます。また、復会される日を楽しみにお待

ちしております。そして5/12卓話を楽しみに

しております。

☆奥芝 隆会員

湯本さん、ありがとう。本当にありがとう。

☆岡本 忠文会員

白島Qガーデンの裏通りに「白島R」というこ

だわりのコーヒーとスウィーツのテイクアウ

トショップを10/5にOPENします。コーヒーは

焙煎器「キーセン」という世界トップブラン

ドで焙煎したコーヒーを楽しんで下さい。ス

ウィーツは白いカスタードクリームで作る

「天使のシュークリーム」が一押しです。皆

様宜しくお願いいたします。

本年度も、「タイ女児就学支援金」を寄

付いたしました。

お礼状を、「広島日タイ友好協会」様よ

り頂きました。

☆例会数：3回

☆クラブ出席率：90%

☆メーキャップ対象の会合：　 8/4 合同クラブフォーラム

　　　　　　　　　　　　　　　 8/19　8月分定例理事会

Ｎｏ 氏　　　名 4 19 26 ％

1 青木　幹丸 ◎ ◎ ○ 100

2 道垣内　文夫 ◎ ◎ ○ 100

3 八條　範彦 ○ ○ ○ 100

4 黒田　七郎 △ ◎ ○ 100

5 森本　真治 × △ × 33

6 松岡　與吉 ◎ ○ ○ 100

7 三宅　恭次 ○ ○ ○ 100

8 中村　富子 ○ ○ ○ 100

9 野村　裕芳 △ ○ △ 100

10 奥芝　　隆 ◎ ◎ ○ 100

11 大北　茂人 × ○ ○ 66

12 岡本　忠文 ◎ ◎ ○ 100

13 清家　俊一 × ○ △ 66

14 坂井　信教 ○ ○ △ 100

15 谷　　勝美 ◎ ◎ ○ 100

16 浮田　収 × ○ × 33

17 山口　洋充 ○ ◎ ○ 100

18 横手　裕康 ◎ ◎ ○ 100

19 湯本　隼士 ◎ ◎ ○ 100

20 山岡　稔 △ ◎ ○ 100

広島安佐ロータリークラブ

2021年8月個人別出席一覧 

◎：ダブル出席者　○：ホーム出席者　△：メーキャップ　×：欠席　▲：出席免除者


