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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

2022年3月3日(木) 第1020回

創立23周年記念夜間例会

33階 「シャンボール」

会長時間

本日は安佐ロータリークラブ創立23周年記念

夜間例会です。短い時間ですが懇親を深めまし

ょう。さて、1月10日より再度、実施された「ま

ん延防止等重点措置」が3/6まで延長され関係者

の方々には大変苦しい期間だったことでしょ

う。いよいよ7日からは通常通り再開できます。

一日も早く活気が戻ることを願っています。遡

ること2020年1月に武漢ウイルスが日本で猛威を

振るい始め2年の歳月が経ちました。ことの始ま

りは横浜港に到着したダイヤモンドプリンセス

号乗員3700名からでした。瞬く間に全国へと拡

がりGW前、広島の歓楽街の灯が一斉に消え今日

に至るまで人流抑制を繰り返しています。度重

なる対応で我々も感染防止の学習を積み経済を

回しながらウイルスと向き合っていく生活に慣

れつつあります。人類史上稀にみる疫病と言え

る中で世界中の人が立ち向かっています。そう

こうしているうちに今度はロシアがウクライナ

への軍事侵攻を開始し既に数日が経過し世界を

混沌とさせてしまいました。互いに数千人規模

の死傷者が出ており停戦解決には程遠いい状況

であります。ウイルスと戦争、共通しているの

はどちらも共産主義国からの発端です。今後ま

た世界を翻弄する新たな問題を引き起こそうと

しているのではないかと予想しているのです

が、この予想が外れることを願いつつ会長時間

とさせていただきます。ご清聴ありがとうござ

いました。

米山奨学生 羅 書坤君

修了のご挨拶

皆さん、こんにちは。ロータリー米山奨学

金の奨学生羅 書坤です。あっという間に1年

過ぎてしまいました。

ロータリー米山奨学生としてカウンセラー

の中村様及び広島安佐ロータリークラブの皆

様と一緒に、素晴らしい一年を過ごすことが

できました。

去年、奨学生として採用された時、ちょう

どコロナ禍が2年目に入りました。感染拡大の

ため、今までの学生生活は、新型コロナウイ

ルスによって一変しました。アルバイトがな

くなり、学校には入構制限、研究調査にも行

けず、経済と学業の心配が重なり、とても心

細かったです。幸い、奨学生として採用さ

れ、ロータリー米山記念奨学会のご支援でお

金の不安が解消され、毎月安佐ロータリーク

ラブの会員の皆様とコミュニケーションをと

ることで、社会とのつながりを保つことがで

き、大きな安心感を得ることができました。

特に、安佐ロータリークラブの会員の皆様と

一緒に、家族例会でのカープ観戦、夜間例会

でのフランス料理、これらは私にとって人生

初めての経験で、今思い出してもワクワクし

ます。

ロータリー米山記念奨学会、広島安佐ロー

タリークラブの会員の皆様、カウンセラーの

中村様に、心より感謝し、お礼を申し上げま

す。これからも、ロータリークラブの友情を

大事にする精神と奉仕の精神を忘れず、日中

友好の懸け橋になるように、頑張っていきた

いと思います。



懇 親 会

3月第1例会通算第1020回例会は、依然として蔓延防止等特別措

置実施期間中ではありますが、クラブ創立23周年記念夜間例会と

して、リーガ33Fレストラン「シャンボール」を貸し切って行い

ました。

2月中の例会はすべて中止になっておりましたので、一カ月ぶ

りに合わせる懐かしい顔、かお、カオ。一週空いただけでも少し

淋しさを感じるのですから、皆さん、久しぶりの再会とクラブ再

開をとても喜んでおられました。

例会中止期間中の過ごし方を伺えば、コロナによる事業の不振

・低迷、巣籠り期間中の体調変化・病気発症など苦衷を訴えた

り、子どもさんの誕生、新事業の獲得、家の新築・移転など明る

い話題を提供する声もあります。

いずれにせよ悩みも喜びもともに分かち合えるのがわがロータ

リーの良さだと思います。皆さん、会に集う楽しさを満喫できた

ひと時ではなかったのでしょうか。

後は、いつも通り「手に手つないで」ですが、手に手をつな

がず、黙食ならぬ黙唱に徹した完全フェイクの儀式となりました

ことを申し添えます。

（会報・広報 青木 幹丸）

岡田会員

2/7にご長女紗季(さき)ちゃんが

ご誕生されました



3月3日(木) 第 1020 回

幹事報告

本日のプログラム

「創立23周年記念夜間例会」

１.BOX配布物

・ガバナー月信、とロータリーの友

・2月定例理事役員会議事録

・2月被選理事役員会議事録

・「3月11日・12日東京職場訪問例会のメーク

アップについて」

・「休会のご案内（3/24）」

・まん延防止等重点措置期間延長に伴う各在

広クラブの対応についての文書

・「抜萃のつづり」

２.例会変更

・広島西RC「創立52周年記念夜間例会」

と き：3月10日(木)18:00～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３.休会

・3月9日（水）3月23日（水）広島陵北RC

・3月22日(火)広島安芸RC・広島RC

・3月24日(木)・31日(木)広島北RC

４.お知らせ

・開催延期となっておりました「2021-22年度

グループ６・７合同インターシティーミー

ティング」が6/12（日）に開催されること

となりました。出欠等につきましては、日

程が近づき次第いたしますので、よろしく

お願いいたします。

・北上和賀RCから2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。

ニコニコ箱

￥81,000 累計￥608,420

会員記念日（2月）
☆結婚記念月おめでとうございます

・森本 真治会員(H16.2.4)

・三宅 恭次会員(S58.2.10)

・浮田 収会員(S62.2.14)

☆パートナー誕生月おめでとうございます

・野村 裕芳会員(佳恵様：5日)

・山口 洋充会員(ゆり様：8日)

・八條 範彦会員(ユカリ様：9日)

☆入会月おめでとうございます

・中村 富子会員（H29.2.2）

☆創業月おめでとうございます

・谷 勝美会員((株)谷組：S21.2.1）

・山口 洋充会員

(公認会計士･税理士事務所：H23.2.1)

会員記念日（3月）
☆会員誕生月おめでとうございます

・青木 幹丸会員(S31.3.9)

・横手 裕康会員(S53.3.29)

44才を迎えます。自分のまわり全ての方に感

謝します。

・松岡 與吉会員(S21.3.30)

☆結婚記念月おめでとうございます

・大北 茂人会員(S48.3.3)

・奥芝 隆会員(S49.3.10)

・坂井 信教会員(H12.3.11)

・中村 富子会員(H3.3.12)

☆パートナー誕生月おめでとうございます

・岡田 哲也会員(千弥美様：13日)

・青木 幹丸会員(信恵様：21日)

☆入会月おめでとうございます

・浮田 収会員（H11.3.4）

・谷 勝美会員（H11.3.4）

・八條 範彦会員（H11.3.4）

・青木 幹丸会員（H11.3.4）

☆道垣内 文夫会員

みなさん、お久し振りです。お元気で何より

です。いつの間にか暖かくなった気がいたし

ます。次は、花粉。まだまだマスク着用が続

きます。

会員数 19名 出 席 率 78.95％

出 席 14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 1名

出席報告 第1018回 1月6日

崇徳学園ＩＡＣ募金

2月分
松岡 與吉･奥芝 隆・岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 51,000円



2022年3月11日(金) 第1021回

職場訪問例会in東京

会長時間

今日は職場訪問例会ということで森本会員、

秘書の八木橋様には多大なご配慮を戴き、正に

森本会員の職場であります国会議事堂、議員宿

舎への訪問（見学）となりました。コロナ感染

状況次第ということもあり坂井会員には訪問日

直前まで気を揉ませてしまいましたが無事開催

するに至りました。当クラブでは国会議事堂は2

度目の訪問となります。前回は日本銀行本店と

のセットでしたが今回は国会議事堂、防衛省、

皇居、迎賓館、築地本願寺となります。我々広

島県民としては地元からの総理大臣というタイ

ミングでもあり、強く記憶に残る例会になるで

しょう。政治に関しての新しい記憶では河井夫

妻から端を発した大規模買収事件がありまし

た。またここにきて政治の流れが大きく変わる

やもしれません。政治・経済の良くも悪くもが

集まる中心であることを頭において見学するの

も良いかと思います。森本会員と八木橋様の益

々のご活躍と御礼を述べまして会長時間とさせ

て頂きます。

とても良い天気に

恵まれました。

（車窓より）

国会議事堂 見学

森本議員事務所にて



防衛省 見学

3月11日・12日の二日間、2015年以来7年ぶり

の東京への職場訪問を森本真治会員のお世話で

行いました。八木橋秘書の周到な手配のお蔭

で、前回以上の濃密な時を過ごせたような気が

します。感謝の気持ちを込めて、行動の軌跡を

記します。

11日は第1021回例会として、まず森本会員の

ホームグランド参議院を見学します。当日上京

組と前泊組が永田町の参議院議員会館で合流

し、午前中開かれた参議院予算委員会を傍聴し

ました。そこでは、理事としてご活躍の森本会

員のいつもに増して凛々しい姿を垣間見たこと

です。

国会内の議員食堂で昼食を摂り、その後参議院

の衛視さんの案内で議事堂内を視察しました。

日本各地の貴重な資材を集め伝統技術の粋を凝

らして建築された堂内の意匠には目を見張るも

のがあります。中央広間の四隅に置かれた台座

から睥睨する伊藤博文、大隈重信、板垣退助に

続く、四番目の空座に乗るべき人材の出現こ

そ、将来の日本を救うかも。それは、もり・

・、おっとっと。

次に向かったのは市ヶ谷の防衛省です。平成

12年に六本木の現在東京ミッドタウンのあると

ころからこちらへ引っ越してきました。もとも

とここには陸上自衛隊東部方面総監部などがあ

りました。三島事件が起こったのもここです。

まずはヘルメットを装着し地底探検です。連れ

て行かれた場所は、第二次世界大戦時に掘られ

た大きな地下防空壕でした。地上から巧みにカ

モフラージュされた換気口を備え、籠城にも耐

えうる 小限のインフラが整備されたまさに

後の砦となります。

熱弁を振るわれる案内係の方に促され次に大講

堂へと向かいます。まさに三島事件の舞台で

す。戦後、極東軍事裁判が開かれた場所でもあ

り、そうした歴史の重みと、現に1年365日明か

りの消えない本庁舎の緊張感をともに味合える

有意義なひと時となりました。

その後、近くの日本料理で会食しその日一日

の成果を交歓するとともに、翌日の第1022回例

会へ向けての鋭気を養う安佐ロータリークラブ

の面々でした。この日は坂井会員ゆかりの阪急

グループ、阪急アワーズ・イン大井町に投宿し

ました。

参加会員 道垣内会長 山口幹事 谷会員

三宅会員 松岡会員 山岡会員

森本会員 青木会員

（会報・広報 青木 幹丸）

2022年3月12日(土) 第1022回

職場訪問例会in東京

会長時間

職場訪問例会二日目です。昨日の予算委員会

見学、防衛省市ヶ谷記念館見学に大いに刺激を

戴き本日は皇居、迎賓館、締めの地として青木

会員の計らいで築地本願寺お参りとなります。

政治、国家、天皇、国交、そして宗教という一

連の流れで行われた実に充実した職場訪問例会

です。何事も現地に出向き見聞してこそ自身に

入ってくるものであると再認識致します。現代

はネット、SNS等で自室に居ながらにして世界の



新状況を知ることが可能ですが、あえて現地

に出向き同じ空気を味わいながら深い話を聞く

ことも重要です。体験することで鮮明に記憶に

残り、後日再考することを促してくれます。二

日間という短いながらでも内容の濃い職場訪問

例会でした。森本会員、八木橋様、築地本願寺

副宗務長教務所長の尾井様、他関係者の皆様あ

りがとうございました。

皇居 見学

迎賓館赤坂離宮 見学

築地本願寺 見学

翌12日は前日以上の好天気に恵まれました。

午後からの築地本願寺訪問に向けての一日のス

ケジュールが始まります。

まず皇居の見学ツアーに参加します。現在は

コロナ禍とあって、午前・午後それぞれ70名の

受付だそうです。もちろん（てか、なんと）無

料。八木橋秘書の手回しで、一行が集合場所桔

梗門前に到着した時には受付が済んでおりまし

た。1時間強のツアーの案内は宮内庁の職員さん

でした。調子はまさに序破急、終わりが近づく

につれて冗談も出て、さながら爽快感を手土産

に頂いたようでした。ここでは、一般参賀の時

の宮殿前広場、二重橋、宮内庁庁舎周辺などを

散策しました。

昨夜の名言 「お母ちゃん（伴侶）を大事に

せんにゃいけんよ。その両親も大切にせんとい

けん。大切にすりゃ、お母ちゃんもうれしいん

じゃけ、僕を大切にしてくれる。敵を作っちゃ

あダメよ、味方を増やさんにゃ。社員でも一

緒。親に向けて『ようやってくれますよ』と言

うとったら、親も会社を応援してくれるんじゃ

けぇね」by 松岡與吉

この言葉に感化啓蒙を受け、山岡会員は皇居の

売店で、奥様のために箸をお買い求めになった

とか。なんと微笑ましい。ここで、松岡会員は

一足先に帰広されることになり、青木も私用で

しばらく本隊を離れましたので、道垣内会長、

山口幹事、三宅会員、山岡会員、森本会員、八

木橋秘書が、次の目的地迎賓館に向かいまし

た。

午後3時、中央区築地の築地本願寺で青木は再

び本隊に合流しました。森本会員は、浄土真宗

本願寺派門徒の国会議員組織「築地聞真会」の

会員さんで、青木自身は本願寺派寺院の住職

で、かつて46年前、早大3年時に1年間仏教の勉

強に通った思い出の地でもあります。8年前には

長女の結婚式、2年前には初孫の初参式もここで

行いました。



本堂の中で副宗務長さんのご挨拶を頂き、職員

さんから寺の沿革や現状の説明を受けました。

締めくくりはパイプオルガンで「恩徳讃」。個

人的には、時間帯にもよるのでしょうが、引っ

切りなしに訪れる一般参拝者の姿に首都圏にお

けるこの寺院の持つポテンシャルの高さを感じ

たのでした。

行程の締めくくりにこのような荘厳なひと時

を共有できたことは、会員諸氏も異口同音に感

動を口にしておられたことです。次に東京に来

る機会があればどこへ行こうか。「首相官

邸！」、「そりゃあ、岸田さんに頼まんにゃ

あ」。軽口が叩けるのも、今回の企画が充実し

ていた証と受け止めましょう。

寺の説明にあった架空の生き物「グロテスク」

はどこにあるのか？ 後にそれを確認して、名

残り惜しくはありますが2日間の安佐ロータリー

クラブ東京職場訪問ツアーは終わったのでし

た。

参加会員 道垣内会長 山口幹事 三宅会員

松岡会員（中途まで）森本会員

青木会員（中抜け）

（会報・広報 青木 幹丸）

会員数 19名 出 席 率 100％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 4名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1019回 1月20日

2022年3月31日(木) 第1023回例会

3階 「安芸の間」

会長時間

久しぶりのみなさんとの例会ですね。２月は

例会が無く、クラブ創立23周年記念夜間例会と

東京での職場訪問例会とで通常の例会、３月度

は本日だけです。職場例会では訪問先を企画し

てくださった青木会員と森本会員にはこの場を

お借りして厚く御礼申し上げます。広島県の感

染者数は依然として高止まり状態ですが、今後

はまん延防止等重点措置も出さないと聞きつけ

ておりますので広島経済全体の早期の回復を願

うばかりです。

さて、今月は「水と衛生月間」ですので本日

は世界の水事情を簡単にお話致します。日々我

々は無料で飲めるもの「水」という感覚で水道

水を飲用していますがユニセフとWHOの調査では

世界で23億人が水と石鹸で手を洗えない。3人に

1人しか安全な水を飲めない、42億人が安全に管

理された衛生施設（トイレ）を使うことが出来

ない状態です。幸い幼い頃から水で不便した記

憶もない我々ですがそろそろツケが回ってきそ

うです。というのも日本では水道管の老朽化問

題があります。現在日本では老朽化した水道管

は12万キロ超です。因みに水道管1キロを取替え

る工費は約2億円かかるとされています。当然水

漏れも発生します。人海戦術での調査費用も莫

大ですが、現在ではこの水漏れ箇所は人工衛星

を使った技術で発見できます。また人工知能AI

で劣化度合いが分かる仕組みもあり各自治体も

採り入れているようです。年数だけでの交換を

せず悪いものから補修することも可能です。こ

うした次世代の技術が水道の危機を救う糸口に

なって欲しいものですね。とお伝えして会長時

間を終わります。ご清聴ありがとうございまし

た。

会員時間：黒田 七郎会員

～クラブ活性化についての提言(メークアップ)～

出席することが楽しい、明るいクラブづくりを目指す

こと！



「新入会員卓話」

～わたしについて～

岡田 哲也会員

桜が満開です。季節はまさに春、第1023回例

会はリーガでは4週間ぶりの開催となりました。

今例会には、当第2710地区グループ６次年度

ガバナー補佐古谷幸一様と幹事村上知史様がご

挨拶にお越しくださいました。蔓延防止等特別

措置実施期間中、クラブを休会にしておりまし

たら、時は流れいつの間にやら年度末が見通せ

る時期にまでさしかかったことに気が付きま

す。次年度はまた何かとご指導を仰がなければ

なりません。

道垣内会長は、先日11日・12日の東京職場訪

問例会の充実ぶりを回想し、裏方で準備を整え

てくださった森本事務所八木橋秘書に謝意を述

べられました。本当に事務方のご支援あったれ

ばこそでしたね。政治、防衛、国家、外交、宗

教のそれぞれ粋を集めたものになりました。

また水と衛生月間に寄せて、日本では潤沢な水

資源に苦労することはあまりないのですが、そ

れを支える水道管の老朽化を指摘されました。

これから12万kmに及ぶ水道管の交換が必要にな

り、1kmにつき経費が2億円かかるとのこと。単

純に24兆円・・・。たいへんです。

また黒田七郎会員は、会員時間で「クラブ活

性化への提言」として持論を展開されました。

約まるところ、「お金はちょっとかかる分、そ

れ以上に楽しいよ」。それがあれば、人を誘い

やすいのだと。けだし、正論だと思います。

今日の卓話は、新入会員卓話として岡田哲也

会員が担当されました。

職歴：今まで旅行会社2年、ドアメーカー10年、

サッシメーカー5年と、異業種の営業を担当し、

実家の第一電設には都合13年携わっておられる

そうです。その内7年は山口営業所に勤務し、代

表になられて3年経つとのこと。

家族：奥さまと子どもさんが5人。7歳を頭に5

歳、4歳、1歳が男の子、そして待ち望んだ0歳が

女の子。奥さまは19歳年下（罪作りなこと

で）、しかし家庭内での立ち位置は対等、もし

くは上位だそう。男の子は喧嘩ばかりですが、

自分にとって家庭は癒しと励みの源泉と仰いま

した。

仕事：電化リフォーム工事として専門の給湯器

やＩHヒーターばかりでなく、バス・トイレ、シ

ステムキッチン、バリアフリー化など広範囲に

受注、施工しておられます。コロナ禍で展示会

が持てないため、新規顧客が見込めないことが

現在のお悩みですが、今後、ロータリアンとし

て言動を慎み、日々精進したいと決意を語られ

ました。

（会報・広報 青木 幹丸）

次年度G6ガバナー補佐

古谷幸一様

補佐幹事

村上知史様

がお越し下さいました。

東京職場訪問での様子を、

参加された会員さんにそれ

ぞれ発表して頂きました。



3月31日(木) 第 1023 回

幹事報告

「新入会員卓話」

～わたしについて～

岡田 哲也会員

１.BOX配布物

・次年度の所属委員会表

・各委員会の活動内容について

・2022-23年度の会員名簿に伴う「名簿記載事項の

確認」

・3月分定例理事役員会議事録

・3月22日臨時被選理事役員会議事録

・4月の例会プログラム

・国際ロータリー第2710地区2021-22年度地区大会

記念チャリティーゴルフのご案内

２.例会変更

・広島南RC

「創立66周年記念例会並びに婦人同伴晩餐会」

と き：4月8日（金）18：00～

ところ：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島4Fｸﾘｽﾀﾙﾙｰﾑ

３.休会

・4月1日(金)広島城南RC

・4月4日(月)広島廿日市RC

４.お知らせ

・ウクライナへの支援金は、有志の皆様から

123,000円集まりましたので、まとめて寄付

いたしました。

ご協力ありがとうございました。

ニコニコ箱

￥32,000 累計￥650,420
会員記念日（3月）
☆会員誕生月おめでとうございます

・青木 幹丸会員(S31.3.9)

身体に気をつけて頑張ります。充実した東京

遠征参加の皆さん、ありがとうございまし

た。

☆パートナー誕生月おめでとうございます

・青木 幹丸会員(信恵様：21日)

これからも末永くお世話になります。クラブ

からの鉢植えの贈り物、ありがとうごうざい

ました。

☆入会月おめでとうございます

・青木 幹丸会員（H11.3.4）

24年目に入りました。宜しくお願いします。

☆道垣内 文夫会員

陵北RC古谷様、村上様、ようこそお越し下さ

いました。ごゆっくりお寛ぎください。岡田

さん、卓話楽しみにしております。

☆三宅 恭次会員

先日の東京訪問例会、森本事務所八木橋秘書

の綿密なスケジューリング、訪問先との打ち

合せ･･･お陰で日頃見ることも足を踏み入れる

ことも出来ないところへ行くことが出来まし

た。改めて感謝です。

会員数 19名 出 席 率 100％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 4名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1019回 1月20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 55,000円


