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2021年12月2日(木) 第1015回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

12月となり令和３年もあと１か月を残すばか

りとなりました。先ずは11/28、３RC合同太田川

河川敷清掃活動にご参加いただきましてご苦労

様でした。天気に恵まれ気持ちのいい中で貴重

な体験をいたしました。11月は、複数のいいニ

ュースがございました。先ずは浮田会員の経営

される、むさし福山店のオープン、岡本会員の

新店カフェRのオープンで共に大繁盛でスタート

と聞いております。また黒田会員の快気など、

グッドニュースが多かったです。さて12月は

「疾病予防と治療月間」です。ロータリー財団

は世界各地のプロジェクトや活動に補助金を提

供しながら疾病予防と治療に力を注いでいま

す。ロータリーが疾病予防と治療のために授与

した補助金は累計で6500万ドル、ポリオ根絶活

動では発症数の減少率が99.9％まで達する成果

を出しています。その他活動例としては「きれ

いな水の提供」・「HIV感染の減少」などです。

しかしながら今はやはりコロナ感染予防です。

予防の一番は免疫力アップです。高めるための

方法としては多岐にわたります。入浴・運動・

ヨガ・料理・音楽・睡眠・気分・散歩・日光

浴、白湯を飲む・等々と様々です。これら全て

お金をかけずに実行できるにも関わらず健康維

持は予防接種、検診、投薬、食事制限に頼り病

気に罹るギリギリのボーダーライン上で日々を

過ごされているのではないでしょうか。健康を

維持していくために外的な工夫ばかりに奔走し

元々持ち得ている肉体と精神力を使うことを我

々は忘れかけているのではないでしょうか。健

康でいるためにというか、病気に罹らないため

に疾病予防と称し全て外側から整えていく発想

に至っていませんか。人が本来持ち得る免疫力

を上げていくために先ずは体を動かし筋肉を鍛

え常に体温を上げておくほうが費用も掛らず有

効的です。体温を上げることによる効果は、い

くつもあります。新陳代謝が活発化し、ガン細

胞も消えていくと聞きます。変異種のオミクロ

ン株が登場し、世界を席巻中です。身体を動か

し代謝をよくすること、もちろんマスク着用が

大の予防とお伝え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。

G6 ガバナー補佐幹事 坪内 昭吉様ご来会

2710地区G6ガバナー補佐の山坂様の代理で

「IMのご案内」のため、広島北RCの例会前に

来会されました。

お忙しい中、ありがとうございました。



会員時間：青木 幹丸会員

12月第一例会、通算第1015回例会は年次総会

となります。早いもので、道垣内年度も折り返

し地点、今総会で次年度の理事が決まります。

道垣内会長は11月を振り返り、浮田会員のむ

さしさんが福山箕島店の新規開店、岡本会員が

スイーツの新店舗HAKUSHIMA_Rを開店、病気療養

中であった黒田会員が無事退院、そして残念な

ことに、清家会員がしばらく社業に専念するた

めに退会されたことなどを報告されました。悲

喜こもごもといった感覚でしょうか。

そして、オミクロン株の懸念が取りざたされ

ていることについて、せめてもの自衛手段とし

て、自己の免疫力を高めていくことを勧められ

ました。確かに、十分な栄養と適度な休息、そ

してしっかり身体を動かすなど、すなわち規律

のある生活を送ることで他の病気にも対応出来

そうです。

会員時間は私青木の担当でした。特筆すべき

ことは言っておりませんが、ザッと三点記録し

ておきます。まず、かねてより元会員の遠藤く

んのインスタをフォローしているのですが、今

朝の更新では、温室で育てた苺を使って子ども

さんのお誕生ショートケーキを作られたそうで

す。燃料費の高騰など難しい環境の下で着々と

苺栽培の技術を高めておられるのはたいへん喜

ばしいことだと思います。しかし反面、彼が安

来にしっかり根を下ろすということは、段々と

広島からは遠くに行ってしまうようで、少し淋

しくもあります。

次に、先ほど坪内ガバナー補佐幹事が告知さ

れましたが、来年2月のIMの講師、元厚生労働事

務次官村木厚子さんの講演は是非拝聴させても

らいましょう。そう、あの冤罪事件の当事者の

方です。かつて保護司会で招聘を試みたのです

が、超多忙な方でスケジュールの調整が付きま

せんでした。私にとっては千載一遇のチャンス

と喜んでおります。

後に、今度11日土曜日20時過ぎから市内17

か所で花火が打ち上げられるそうです。中止さ

れた夏の港まつりの代替イベントらしく、冬の

夜空を彩るとか。これは昨晩の地元の社協理事

会でお話があったのですが、戸坂運動公園から

も70発の花火が打ち上るとのこと。特に、野村

さんは自宅から南東の山麓、岡田さんは会社か

ら北の方角、奥芝さんはご自宅のマンション高

層階から北西の空をご覧ください。よく見える

と思いますよ。

（広報・会報 青木）

「年次総会」
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12月2日(木) 第 1015 回

幹事報告

本日のプログラム

「年次総会」

１.BOX配布物

・ガバナー月信、とロータリーの友

・11月分定例理事役員会議事録

・在広ＲＣ年末年始例会変更

休会リストと喪中会員リスト

・第2710 地区米山学友会

「2021～2022 年度 賛助会員入会のお願い」

・本日の年次総会の次第

２.例会変更

・広島中央RC「支援学校訪問例会（地区補助金

活動）」

と き：12月6日(月)12：30～14：00

※同日変更

ところ：県立広島南特別支援学校

・広島廿日市RC「クリスマス夜間例会」

と き：12月10日(金)18：30～

※12/6(月)の例会変更

ところ：広島サンプラザ

・広島城南RC「クリスマス夜間例会」

と き：12月17日(金)18:30～20:00

※同日変更

ところ：シェラトングランドホテル広島3F

美波

３.休会

・12月8日（水）広島陵北RC

４.お知らせ

・次週（12/9）は休会で、次回例会は12/16「ク

リスマス夜間例会」となります。18：30～桜

下亭にて開催いたします。会員のみのクリス

マス例会となりますが、ご家族の方には、プ

レゼントとして、あんどう花店よりご自宅へ

鉢植えを発送させて頂きます。12/16までに届

くように手配しておりますので、よろしくお

願いいたします。

ニコニコ箱

￥33,000 累計￥515,420
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（H16.12.02）

・野村 裕芳会員（H29.12.14）

☆創業月おめでとうございます

・奥芝 隆会員（三吉屋食品(株)：S40.12.01）

56年間、ありがたいことです。

・三宅 恭次会員（(株)バルコム：S42.12.14）

・山岡 稔会員（(株)おかえり：H23.12.01）

☆G6ガバナー補佐山坂様・補佐幹事坪内様

本日は例会に出席出来ず申し訳ございませ

ん。２月に行われる、インターシティーミー

ティングには多数のご参加をお願いします。

☆道垣内 文夫会員

ガバナー補佐幹事坪内昭吉様、ニコニコ箱へ

の５千円のご出宝頂きありがとうございまし

た。

☆青木 幹丸会員

12月11日、市内17カ所から花火が打ち上がる

そうですが、戸坂からも、戸坂運動公園より

打ち上げられるようです。8時から戸坂の方を

見て下さい。

☆浮田 収会員

道垣内会長、弊社福山箕島店開店告知、あり

がとうございます。11/1月曜日開店、順調で

したが11/15から店内食事をお休みさせていた

だきます。有難いことに、混雑し過ぎで年明

け2～3月再出発予定です。申し訳ございませ

ん。

会員数 20名 出 席 率 70％

出 席 11名 ご 来 賓 0名

欠 席 9名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1013回 11月11日



2021年12月16日(木) 第1016回

クリスマス夜間例会

桜下亭

会長時間

コロナ第6派が目前に迫りつつあり政府は感染

の抑え込みに全力を注いでいますが邦人の帰国

を容認する限り感染拡大は必然ではないでしょ

うか。首都圏では日毎に人流も増えクリスマ

ス、年末と嫌が追うにも集う機会が増えます。

我々も何かと移動が多くなるので細心の対策を

講じて日常を楽しみたいものです。

ロータリーではポリオ菌ですが、3400年前の

古代エジプトの壁画にも描かれています。これ

だけ長い歳月をもってしても根絶には至ってお

らず人間を苦しめています。この世で唯一根絶

したのは天然痘のたった一つです。ポリオ根絶

はそれに続く残り1%まで達成しており、残すと

ころアフガニスタン・パキスタン・ナイジェリ

アの3か国のみです。ご存じのとおり政治が不安

定でポリオワクチンを接種すると不妊症になる

というデマからなのか女性が接種を拒むケース

が多いようで、現在のコロナワクチンを拒む女

性が多いのと状況が同じです。コロナウイルス

も根絶まで1000年とは考え難いと思いますが幸

い世界で共有できる現代科学や高度治療がござ

いますので数年で根絶させてくれると信じるし

かありませんが 終的には自己防衛です。とお

伝え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。

羅 書坤くん(米山奨学生) 12月分奨学金授与

山下達郎「クリスマス・イヴ」、『雨は夜更

け過ぎに雪へと変わ、わ、』らんかったんじゃ

ー、コノヤロー！あいにくの雨模様、夕刻に

は、だんだん雨脚が強くなってきましたその中

を、『きっと、キミは来ない』どころか、みん

な集まってまいりましたよ。ここは、安佐南区

長束、岡本会員の「桜下亭」です。

今年も押し詰まってきました。今例会は夜間

に変更し、冬の家族会を催しました。とは言

え、世相を鑑みて、ご家族にはシクラメンの鉢

植えとワインのお土産、そして子どもさんたち

へは心ばかりのプレゼントを贈らせてもらい、

会員だけが集合したのでした。

しっかりソーシャル・ディスタンスは取って

ありますが、やはり顔と顔を突き合わせて喋る

のは楽しい。ブルゴーニュのなんちゃら、とい

う岡本さん吟味のワインも美味しいらしく（済

みません、飲めないもので）、自然に話が弾み

ます。また、ロータリー・ファミリーという、

ロータリー活動の醍醐味の一つを堪能しまし

た。

堪能と言えば、料理もとても素晴らしいもの

でした。牡蠣、南瓜、寒鰆、鴨の胸肉・・・。

食材の良さに加え、亭主自ら事前に味見をされ

るそうで。「絶対に恥ずかしいものは出さな

い」。当然のこととは言いながら、岡本氏のこ

だわりを垣間見せてもらいました。



来週は昼間にもう一回例会がありますよ。会

員さんには、もう半年終わったような気分にな

ってもらっては困ります。しかし、道垣内会長

・山口幹事には、クラブのかじ取り本当にご苦

労さまでした。心より感謝します。

（会報・広報 青木）

12月16日(木) 第 1016 回

幹事報告

本日のプログラム

「クリスマス夜間例会」

１.例会変更につきましては、前例会時に配布いた

しました「2021-22年度 在広ＲＣ年末年始 例会

変更・休会リスト」に記載しておりますので、ご

報告いたしません。ご確認下さい。

２.お知らせ

次回例会（12/23）を持ちまして、今年の例会最

後となります。12/30は休会ですので、お間違え

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 1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1014回 11月18日

ご家族の皆様には、シクラメンと赤

ワインをプレゼントいたしました！

米山奨学生の羅君は、

人生初のフレンチ！

堪能してくれましたでしょうか。



2021年12月23日(木) 第1017回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

会員時間：八條 範彦会員

12月23日、今日は少し暖かく感じられるお日

和となりました。やはり年の瀬でお忙しい会員

さんもおられるのでしょう、欠席も散見されま

すが、今年 後の例会を滞りなく催すことがで

きました。

卓話には、広島市都市整備局スタジアム建設

部長吉谷勝美様にお越しいただき、年明け2月に

は着工となる新サッカースタジアムのコンセプ

トとイメージについて語っていただきます。

道垣内会長は、ニコニコ箱の由来についてお

話されました。日本ロータリー独自のもので、

かつて東京ロータリークラブの会員有志が、恵

まれない子供さんたちを多摩川園に連れて行き

たいと、他の会員さん方に志を募ったのが始ま

りだとか。私たちも、毎週、なにか一つでも嬉

しいこと、良かったことが見出せるような生き

方をしなければなりません。

会員時間を担当の八條範彦会員は、三分間に

留意しながら演台に立たれました。もう副議長

も経験した市議会の重鎮さんです。コロナ禍に

あって、この1年10か月の間、公的・私的行事の

中止、延期で、まさに暦通り、奥様とともに仲

良く喧嘩しいしい（トムとジェリーのような）

生活を送ってこられたそうです。

サッカースタジアム着工や安佐市民病院移転

完成など大規模なインフラ整備のほか、広島駅

南口の開発、西広島バイパスの延長、アストラ

ムライン整備延伸など重厚な建設計画が目白押

しの状態の中、市民の代表としてきちんと市政

をチェックし、核兵器廃絶の問題や子育て支援

のソフト面でも力を注ぎたいと抱負を述べて締

めくくってくださいました。期待しております

よ。

ということで、今年はお終いです。今日初め

て「第六波」ということばがニュースの見出し

に載りました。どうか皆さんご大切に良いお年

をお迎えください。

（会報・広報 青木）

本日はニコニコ箱についての話題です。ニコ

ニコ箱は日本のロータリークラブだけの慣習の

ようで世界中どこの国にもあるというものでは

ないのです。日本でこの慣習が出来たのは昭和

10年、関東大震災の被災孤児達を東京ロータリ

ーホームという孤児院で世話をしていました。

東京ロータリークラブの人達が当時オープンし

た多摩川園という遊園地に孤児たちを連れて行

ってやろうということになりました。しかしお

金をどうしようかとなりました。会員達はお金

持ちですがクラブ自体には金はありません。そ

こで、日本橋の羅沙問屋と上村伝助商店の筆頭

番頭であった関幸重という人が一計を案じ、あ

り合わせの段ボール箱をもって、「あなたの誕

生日ですよ」とか「お嬢さんが結婚されたでし

ょう」とか色々なことを軽妙洒脱に面白く話し

ながら例会場を回ったのです。会員達が皆笑い

ながら財布の紐を解いたと言います。当時の大

学卒の初任給が60円くらいの時代に600円の金が

集まったといいますから流石は東京ロータリー

クラブです。これで孤児達多摩川園に連れてい

くことが出来たのです。それからは何かあるご

とに箱を持って回ったそうですがあまりに汚い

箱であったので三越に注文して恵比寿様の顔を

彫った箱を誂えた。これがニコニコ箱の起こり

とのことです。戦前のロータリアンはユーモラ

ラスにお金を集めましたが今日のロータリーは

それがやや乏しいですね。ニコニコ箱はあくま

でも何か喜び事があったときに会員達が記念し

て社会奉仕の浄財にと、クラブに寄託するもの

です。今一度今週何か良いことがなかったかを

思い出して許せる範囲の御出宝をお願い致しま

す。また本日は令和3年を締めくくる 終例会と

なりました。一年間大変お世話になりました。

よいお年をお迎えください。



「来賓卓話」

～サッカースタジアム建設～

広島市都市整備局

スタジアム建設部長

吉谷 勝美 様

１.設計コンセプト

① 開かれた回遊型スタジアムパーク

・3階にピッチを1周できる「メインコンコー

ス」を配置

・2階に広場エリアや太田川護岸とつながる

「パークコンコース」を配置し、南側及び東

側ペデストリアンデッキと合わせて、都心と

の回遊性を図る

② スタジアムパークがつなぐ『交歓の環』

・スタジアムと広場エリアで、スポーツやイベ

ント、憩いを通じて多様な世代の交流を促進

③ みんなのシンボルとなる『希望の翼』

・開放的は大屋根で、スタジアムを包み込む翼

のようなイメージ

２.スタジアムの特徴（基本設計）

① 多様な観客席

・試合の魅力と臨場感を伝える多様な形式の観

客席

・ピッチと 前列観客席の距離は約8ｍ

・ホームスタンドはワンスロープ型で一体感の

ある応援

・大型ビジョンや音響設備による迫力のある演

出

② ユニバーサルデザイン

・スロープやエレベーター、車いす席や多目的

トイレを各所にバランスよく配置

・センサリールームを常設で設置

③ エコスタジアム

・ピッチは天然芝を採用

・太陽光発電、雨水再利用、屋上緑化など自然

環境に配慮

・騒音、振動、光害を抑制するなど周辺環境に

配慮

④ 防災機能

・スタジアムと芝生広場はT.P.＋4.4ｍまで盛

土、機械室等も2階以上に配置

・非常用発電設備、防災備蓄倉庫、耐震性貯水

槽、マンホールトイレ、ヘリポートの整備

３.広場エリアの特徴（事業者の提案）

① 「ニューパークライフゾーン」

・カフェ・レストラアン、アウトドアショッ

プによる賑わいの創出

② 「広島カルチャーゾーン」

・県内、県外の観光客に向けた広島クラフトマ

ーケット等による広島の魅力発信

③ 「リバーサイド＆フォレストゾーン」

・太田川への眺望を活かしたレストランによる

賑わいの創出

・河川護岸を利用したBBQ、SUP（サップ）など

のアウトドア活動のサポート

④ 「スタジアムゾーン」

・利活用を図る多目的空間の整備

⑤ 「スポーツ＆ウェルネスゾーン」

・フットサル、キッズパークの整備



12月23日(木) 第 1017 回

幹事報告

本日のプログラム

「来賓卓話」

～サッカースタジアム建設～

広島市都市整備局

スタジアム建設部長

吉谷 勝美 様

１.BOX配布物

・12月分定例理事役員会議事録

・1月の例会プログラム

・休会のご案内（1/16）

・国際ロータリー 第2710地区2020-21年度の地区活

動報告書

・「職場訪問例会（例会変更）のご案内

２.例会変更

・広島陵北RC「新年互礼夜間例会」

と き：1月5日(水)18:30～※同日変更

ところ：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島3階「宮島の間」

３.休会

・12月27日(月)広島廿日市RC

・12月28日(火)広島西南RC・広島安芸RC

・12月29日(水)広島東RC・広島陵北RC

・12月30日(木)広島北RC・広島西RC

・12月31日(金)広島南RC・広島城南RC

・1月3日(月)広島東南RC・広島中央RC

広島廿日市RC

・1月4日(火)広島西南RC・広島安芸RC

・1月5日(水)広島東RC

４.お知らせ

・次回の例会は1月6日(木)となります。プログラム

は｢会長年頭挨拶｣です。例会後、１月定例理事役

員会も13：40より風車にて開催いたしますのでよ

ろしくお願いいたします。

・北上和賀RCから11月分の会報が届いております。

回覧いたしますので、是非ご覧下さい。

会員数 19名 出 席 率 84.21％

出 席 15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 1名

出席報告 第1015回 12月2日

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 43,000円

☆例会数：2回

☆クラブ出席率：80%

☆メーキャップ対象の会合：　11/18（木）11月分定例理事会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　11/28（日）3RC合同ロータリー奉仕デー

Ｎｏ 氏　　　名 11 18 28 ％

. 青木　幹丸 ○ △ 100

2 道垣内　文夫 ○ ◎ ○ 100

3 八條　範彦 × △ ○ 50

4 黒田　七郎 △ ○ 100

5 森本　真治 × × 0

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 × ○ 50

12 岡本　忠文 ○ ◎ 100

13 坂井　信教 ○ ○ ○ 100

14 谷　　勝美 ○ ◎ ○ 100

15 浮田　収 × ○ 50

16 山口　洋充 △ ○ ○ 100

17 横手　裕康 ○ ◎ ○ 100

18 山岡　稔 ○ ◎ 100

19 岡田　哲也 × ○ ○ 50

広島安佐ロータリークラブ

2021年11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

ニコニコ箱

￥4,000 累計￥534,420
☆道垣内 文夫会員

お客様、ようこそお越しくださいました。ご

ゆっくりおくつろぎください。吉谷様、本日

の卓話楽しみです。よろしくお願いいたしま

す。

☆八條 範彦会員

吉谷さん、卓話を楽しみにしています。

☆山口 洋充会員

１年間、ありがとうございました。

☆岡田 哲也会員

NHK出演記念です。


