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会 長／道垣内 文夫 幹 事／山口 洋充 Vol.607

＜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6月2日(木) 第1029回例会

3階 安芸の間

会長時間

4月28日(木)に開催された「ロータリー奉仕

デーinマツダスタジアム」について、国際ロー

タリー 第2710地区公共イメージ委員会が作成

されました動画を流しました。

2021～22年度も早いもので 終月を迎えまし

た。クールビズ、ノーネクタイの普及で、冬場

でも立場上許されるならばネクタイを着けない

会員さんもいらっしゃいますが、やはり衣替え

となりますと、例会場ではジャケットは明るく

軽くなって、自然とこれから訪れる夏を想い起

こしてくれます。

さて第1029回例会は、卓話者に広島修道大学

国際コミュニティ学部地域行政学科准教授の木

原一郎様と学部2年生の佐藤爽香様をお迎えし、

人口減少に悩む「安芸太田町での取り組み」に

ついてSDGｓとの関連でお話いただきます。

会長時間で道垣内会長は、出席会員諸氏との

情報共有のために、4月28日に行われた第2710地

区ロータリーデー行事、MAZDA ZOOMZOOM スタジ

アム周辺に於けるポリオ撲滅とウクライナ支援

のための募金活動の映像を紹介されました。ロ

ータリアンのほか、IACの生徒、一般学生、ウク

ライナ関係者など、およそ350名の参加者で繰り

広げられたとか。メディアクリップで各放送局

の報道が視聴できるQRコードが配布されました

が、特に現ガバナーっぽいお仕事とお見受けし

ました。

あと残すところ3例会ですが、クラブを出来る

だけ良い形で次年度岡本会長にお渡しするよ

う、会員一丸となって臨みたいものです。

（会報・広報 青木 幹丸）



「来賓卓話」

～安芸太田町での学生の活動

-SDGsに寄せて-～

広島修道大学 国際コミュニティ学部

地域行政学科

准教授 木原 一郎様

2年 佐藤 爽香様

佐藤さんをはじめとする広島修道大学国際

コミュニティ学部地域行政学科の２年次生

（活動当時は１年次）６名は、安芸太田町で

空き家対策に取り組みました。６名中３人が

安芸太田町と縁があり、以前から安芸太田町

の役に立ちたいという想いを持っていたこと

からスタートしました。実際に安芸太田町を

訪れて、役場職員さんや地元で商売を営む店

主さんなどにヒアリング等を行い、安芸太田

町の現状を改めて理解しました。また初めて

安芸太田町に足を踏み入れた学生も含めてデ

ィスカッションをし、今後の活動の仮説を立

てました。高校生との座談会やオンライン・

対面の両方で地域の方に相談しながら、立案

した仮説を改めて地域の色々な方に話し、ブ

ラッシュアップしていきました。

一連の活動で分かったことは、安芸太田町

がされている空き家対策は単純に空き家を減

らすことではなく、人口減少対策の一環（UI

ターンの促進）も兼ねていることがわかり、

自分たちの活動にその観点を持つことができ

ました。

それを踏まえて出てきた仮説が「空き家カ

フェ」です。空き家を活用する例の一つを提

示するとともに、UIターンするきっかけとな

る地域コミュニティを形成していく必要があ

るのではないかと考えました。

今年度はこの仮説の検証を中心に活動して

おり、空き家の条件整理と物件探し、カフェ

でのコミュニティ醸成のプロセス検討、カフ

ェで提供予定の商品開発を進めています。

このように地域課題は色々な課題が複雑に絡

み合っています。どこの点の解決に着手すれば

大きな効果が得られるのか全体を俯瞰する目も

必要だと感じました。また課題解決では間に合

わない場合もあると思います。その際はSDGsは

あくまでゴールですので、バックキャスティン

グを意識して取り組んでいく必要があると考え

ます。

活動目的

安芸高田町の現状と課

題について実際に安芸

太田町に足を運んで地

域の方々と交流しなが

ら学んでいく



～提案～

空き家を活用したカフェを作り

コミュニティの場を提供す

来年度以降安芸太田町で空き家

を利用したプロジェクトを行う

6月2日(木) 第 1029 回

幹事報告

「来賓卓話」

～安芸太田町での学生の活動

-SDGsに寄せて-～

広島修道大学 国際コミュニティ学部

地域行政学科

准教授 木原 一郎様

2年 佐藤 爽香様

１.BOX配布物

・ガバナー月信、ロータリーの友

・5月分被選理事役員会議事録

・「夏の家族会」についてのご案内

・米山学友会会報

２.例会変更

・広島陵北RC「職場訪問例会」

と き：6月8日(水)12：30～14：00※同日変更

ところ：国際会議場・原爆資料館

・広島南RC「職場訪問例会」※同日変更

と き：6月10日(金)12：00～

ところ：おりづるタワー



ニコニコ箱

￥6,000 累計￥762,420
会員記念日（6月）
☆結婚記念月おめでとうございます

・道垣内 文夫会員(H1.6.11)

・谷 勝美会員(S48.6.15)

何とか二人元気で頑張っています。

☆道垣内 文夫会員

本日ご来賓で、お越しの木原様、佐藤様

ごゆっくりお過ごし下さい。

会員数 19名 出 席 率 94.74％

出 席 16名 ご 来 賓 1名

欠 席 3名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1027回 5月12日

2022年6月9日(木) 第1030回例会

3階 安芸の間

会長時間

こんにちは。先週はいかがお過ごしだったで

しょうか。私は金土と連日のゴルフコンペがご

ざいましてどちらも東広島市ということでホテ

ル泊にして挑みました。金曜は運よく優勝させ

ていただきましてホテルで一人祝杯を挙げるの

でした。温泉につかり、さあカープはと・・

ん？なにやらお腹の具合が、何かにあたったの

だろうと軽く考えていると数時間後には我慢で

きなくなりまして救急車を呼ぶなら早い方が他

の宿泊客に迷惑にならないだろうと判断し呼ん

でもらいました。結果から申し上げますと急性

虫垂炎いわゆる盲腸です。この度入院していろ

いろと考える時間がありました。人生何が起き

るか全く予想が付かないこと。家族の大切さ、

自分ファーストで過ごしていないか、会社等

々、良いタイミングでの疾病だったと思ってい

ます。また医療機関で従事されておられる方々

のご苦労、病院の経営、バランスの取れた雇

用、病院を中心としたビジネス環境ほか、ロー

タリーでいう職場訪問ですかね。入院して初め

て見れたように思いました。医療現場もコンビ

ニ同様に365日24時間休みなしの営業です。私な

りに貴重な体験をさせていただいた数日間でし

た。三宅会員が1週間ほど入院なさるようです。

大事でなければ良いのですが、お大事になさっ

てください。以上をを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。

「理事・委員長退任挨拶」

一昨年からのコロナ禍で昨年も従来から我が

安佐ロータリークラブで継続して行って来た奉

仕活動の多くが残念ながらかなり縮小となりま

した。

全国男子駅伝広島チーム応援等が代表例です

が、そうした中、職業奉仕関係では、原則毎例

会4つのテストの唱和を全員で行いました。

11月11日には、財団月間でも有り、地区補助

金を活用し、広島市こども療育センター山彦園

を訪問例会とし、子ども達に運動器具を直接送

ることが出来、子ども達の元気な笑顔に接する

ことが出来ました。

今年度RI会長シェカール・メータ氏の提唱す

る「ロータリー奉仕デー」のイベントとして、

広島北・広島陵北・安佐3クラブ共催で11月28

日、一般市民、会員事業所の協力も得て総勢260

名で太田川河川敷の清掃活動を行いました。

3月11日～12日に職場訪問例会として、国会

議事堂、防衛省見学、皇居参観、迎賓館見学、

奉仕理事・クラブ研修リーダー長

谷 勝美



築地本願寺お参り等々、森本会員、青木会員の

ご尽力をいただき、大変貴重な体験をさせてい

ただきました。

4月23日には、恒例の比治山公園清掃をコロ

ナ禍で3年ぶりに規模を縮小して、会員、事務局

員、家族、崇徳高校IACの総勢27名の参加でいつ

も通り松岡会員のリードのもと、天候にも恵ま

れ、公園の美化に努めました。

例年行っていましたがん予防推進での講演会

はコロナの関係で本年は中止とさせていただき

ました。

コロナ禍で本年も大変な1年でしたが各担当長

のご尽力と会員各位のご理解とご協力をいただ

き年度を終えることが出来ました。有難うござ

いました。

職業奉仕担当長・プログラム委員長

八條 範彦

5年前の北米視察の途上、国連で聞いたSDGsに

個人的関心を持ち、いち早く市長の賛同を得て

議会で質問をされたとのこと。今回、広島修道

大学の学生さんの取り組みを紹介するプログラ

ムを提供してくださいました。

（会報・広報 青木 幹丸）

社会奉仕担当長・監査委員長

松岡 與吉

ロータリーと公衆トイレは切っても切れない

関係にあることを歴史的に説明されました。

1907年、シカゴロータリークラブのポール・ハ

リスらが市内2か所に公衆トイレの設置を計画し

たのがロータリーの社会奉仕の始まりとされま

す。当時、クラブ内では、ロータリーは相互扶

助の親睦主体で良いのだとする、いわばクラブ

奉仕派から猛反対を受けたそうです。そして、

これはなるほど、と思ったのですが、公衆トイ

レには酒屋さん（パブやバー）と百貨店も反対

したとか。男性はパブで一杯注文しそこでトイ

レを借りるのが当たり前で、女性はデパートで

化粧品を買うついでに化粧室を使うのが普通だ

ったのです。したがってそれらが公衆トイレに

流れてしまえば、売り上げが減るという理屈で

す。「風が吹けば桶屋が儲かる」の簡略版の図

式、もし本当ならば「なるほど、合点」！で

す。

（会報・広報 青木 幹丸）

青少年奉仕担当長

大北 茂人

野村会員のリーフラスと協働でなにかできな

いか模索したけれども、残念ながら実現には至

っていないそうです。次年度以降に期待を寄せ

ておられました。

（会報・広報 青木 幹丸）

会員増強理事

奥芝 隆

当初は1名の会員純増の⽬標を⽴てて、何とか
3名の⽅にお会いしたものの、現実は結果無しで
⼤変申し訳なく思っております。また、会⻑幹
事からの退会者の卓話を通じて、もう⼀度お願
いして下さい！との使命を受けたのですが、こ
れも成果無しでした。
これから会員として増強には⼒を注いで参り

たいと思っておりますし、クラブ全体としても
取り組み、何とか体制を整えたいと願います。



体調を崩したり事故に遭ったりで思い通りに

活動できなかった忸怩たる心中を語られまし

た。

（会報・広報 青木 幹丸）

財団理事

黒田 七郎

入会2年目から3年目にかけ、ロータリー活動

をより深めることができたとのこと。

（会報・広報 青木 幹丸）

S.A.A.理事

山岡 稔

副会長・会長エレクト理事

インターアクト委員長

岡本 忠文

次年度の展望を交えてお話されました。ガバ

ナー公式訪問は、安佐RC主導で陵北とのフォー

ラムを行うそうです。比治山清掃にも陵北さん

が参加される予定で、次年度はわがクラブのイ

ニシアティヴがより発揮されそうです。崇徳高

校のインターアクトクラブも会員数が増え順調

な成長を遂げていることを踏まえて、次年度は

状況さえ許せば、韓国第3690地区との交流や、

構想はあっても実現していないテーブルマナー

教室など何か具体化させたいとの抱負を語って

くださいました。

（会報・広報 青木 幹丸）

先に関東甲信越地方が梅雨入りし、西日本は

置いてきぼりを喰っておりますが、活動するに

は晴天に越したことはありません。フルパワー

で例会を！といきたいところですが、休会、検

査入院ほか、欠席会員もいらっしゃり、ソーシ

ャル・ディスタンスは十分すぎる少し淋しい会

合になりました。

今例会と次週は、理事・委員長退任挨拶とい

うことで、併せ、次年度への申し送りを兼ねて

おります。コロナ禍で活動に制約がある中、各

担当役員さんはどのようなご苦労をなさったの

でしょうか。

その前に会長時間ですが、道垣内会長は、先

週末、ご自身の身に起こった重大な事件を取り

上げて、職業倫理観に新しい視座を見出された

体験を述べられました。それと言うのも、先週

金曜日、日中あったゴルフコンペで優勝し、翌

日連チャンのコンペに備えて投宿した東広島の

ホテルで夜半、急に腹部が痛みだしとうとう救

急車を呼んで病院まで搬送されたのだとか。診

断は「急性虫垂炎」で、今週火曜日まで入院な

さったとのこと。そこで会長はご自身の毎日が

いかに自分中心のものであったのかに思い当た

られ、支えとなっておられる奥様を始め家族の

方、会社のことなどに改めて思いを巡らされた

そうです。そして、病院のベッドから垣間見る

医療関係者の方々の自己犠牲的献身に目から

鱗、極めて高い倫理性を感じられたことをしみ

じみ述懐されました。まさに「転んでもタダで

は起きない」貴重な体験談、心して承りまし

た。 （会報・広報 青木 幹丸）

6月9日(木) 第 1030 回

幹事報告

「理事・委員長退任挨拶」

１.BOX配布物

・6月分定例理事役員会議事録

２.休会

・6月16日(木)広島北RC

３.お知らせ

・6月12日(日)のIMにご出席の方は、ANAクラウンプ

ラザホテルにて13：30から受付開始となっており

ますので、よろしくお願いいたし ます。



ニコニコ箱

￥6,000 累計￥838,420
☆道垣内 文夫会員

三宅さんの入院が心配です。お大事になさっ

て下さい。

☆青木 幹丸会員

今日は孫 恵蓮(えれん)の2歳の誕生日です。

わが家では、部屋を飾り付けたり、ケーキを

作ったり、朝からたいへんです。

会員数 19名 出 席 率 94.74％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1028回 5月19日

2022年6月16日(木) 第1031回例会

3階 安芸の間

会長時間

先ずは6/12の第2710地区グループ6,7合同イン

ターシティミーティングにご参加いただきあり

がとうございました。基調講演では2009年郵便

不正事件で冤罪を着せられた元厚生労働事務次

官の村木厚子氏による「女性が活躍できる多様

性ある社会、組織をどう作るか」というテーマ

で90分のお話を拝聴しました。村木さんが37年

前に厚生労働省に着任した際には女性というこ

とで朝昼のお茶くみを日課としてやらされてい

たそうです。時代は変わり、こんにちではそれ

も無くなり男尊女卑の時代から随分変わりまし

て、現在の政府や役所は男女分け隔てなく採用

されているようで、その理由の一つには少子化

問題にあるようです、とも。バブル崩壊後の平

成2年から財政赤字が毎年拡大していく中で行っ

た政策が消費税5%から10％に引き上げました

が、これでも財源は不足しており知恵を絞った

挙句、女性にも活躍してもらおうとなったよう

です。そうすると更に少子化に拍車がかかって

しまいました。しかし海外に目を向けると逆に

女性が活躍すると子供が増える傾向にあるよう

です。なぜか・・・日本の家庭と違い、海外で

は2人で働き2人で家事育児をしている。働き方

についても様々な形であって、その働き方をフ

ェアに評価するしくみがある。村木さん曰く男

性に働き方改革をもっと考えて欲しい。そして

注意して欲しいのは、男性は歳を重ねるごとに

友達がいなくなり、自殺する傾向が高いですの

で気つけてくださいと警鐘なさっていました。

講演の内容で、いくつかの言葉が私の腹に落ち

ました。冤罪で逮捕され拘留中に何度となく挫

折しかけた際に「誰かのためなら自分は頑張れ

る」ことに気づき自分の信念を貫き通すことが

出来た。そして日々頑張るために大事なのは好

奇心、経験、気分転換、十分な睡眠だそうで

す。また、これから変化のスピードの速い時代

になりますので必要なこととしては「学び続け

る」「異なるものと繋がる」の2点の能力につい

ての解説でした。非常に得るものの多い1日を過

ごさせていただきましたことに感謝しつつ、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。

「理事・委員長退任挨拶」

広報・会報理事

青木 幹丸

週報・月報のアップについては、事務局の迅

速な対応をいただいて遅滞なく行いました。

ただ、コロナ禍のためクラブの活動が制限さ

れたこともあって、特筆すべき記事が少なく、

報告自体がマンネリ化してしまっている傾向が

感じられます。

それも、今後新しい活動が出来るようになり、

担当者が変わったりして自ずから刷新され



る部分もあることでしょう。それに加えて、

ＨＰの体裁などはこれからの検討課題だと思い

ます。

次年度は何か「ロータリーの友」に掲載して

もらえるような事業が出来るよう念願しており

ます。

副幹事・米山記念奨学担当長

中村 富子

本年度は、会計を担当させていただきまし

た。数字に強いわけではなかったため、幹事の

山口さんにご指南いただきながらなんとか１年

行ってこれたかなというところです。

コロナ影響により、大きな活動はできなかっ

たところではありますが、当会は会長の強い意

志により例会について、できる限り開催してこ

れました。こういった状況におきまして、皆様

からお預かりしている大事な会費について、会

員連帯活動費として特別会計を設け、少ないな

がらも非常に苦しんでおられる飲食事業を行わ

れてる会員のお店で使用させていただき、有意

義な時間を過ごさせていただいたことは有効な

活動であったとし、少数で活動している当会の

強みでもあると思います。

次年度は幹事を仰せつかっております。

我々が活動していくには、お金が必要ですし、

その収入源は会費でしかありません。

さらに魅力あるクラブへとするべく、皆様のご

協力を得て盛り上げていきたいと思います。

引き続き、よろしくお願いします。

会計理事

横手 裕康
2021-22年度 米山奨学生カウンセラーと副幹

事を務めさせていただきました。

副幹事は、湯本さんの退会に伴い後任として

半年間努めました。副幹事は2度目ですが、久し

ぶりだったせいか司会がおぼつかないところも

ありご迷惑をおかけしました。それでも、皆さ

んには“ご愛嬌”で温かく見守っていただき救

われました。もしも、3度目があったら、もう少

し上手くできるよう努力します。

米山奨学生カウンセラーは初めてで、任命さ

れた当初は私にできるか自信がありませんでし

たが、事務局の三戸さんをはじめ皆さんのお力

添えで1年間務めることができました。

何よりも奨学生の羅 書坤さんが素晴らしい方

で、日本語が達者な上、とても真面目で私の方

が教えられることが多かったように思います。

羅さんを迎えての1年間は、コロナ禍で例会も

休会が多く、ままならない状況が続きました。

そんな中でも、羅さんは例会を休むことなく出

席し、数少ない行事には全て参加し、会員の皆

さんとも上手くコミュニケーションを取ってい

ました。

羅さんとは、コロナ禍という状況下、例会以

外で行動を共にすることはできなかったんです

が、例会や行事の度に電話やメールで連絡を取

り合うようにしていました。

中でも羅さんに、米山奨学会に提出するレポ

ートのチェックをして欲しいと頼まれ時は、私

自身日本語をきちんと使えているかどうか自信

が無く少し不安でした。羅さんの文章はとても

良く書けておりあまり訂正することはなかった

のですが、少しだけ赤を入れさせていただきま

した。

羅さんと知り合い、羅さんの故郷や大学、そ

して日本へ来るきっかけとなった農業制度（中

国の）の話などを聞いて、今迄上辺だけしか知

らなかった中国のことを少し深く知ることがで

きました。この1年間は、私にとっても実り多い

ものとなりました。

羅さんが日本での経験を活かし将来、日本と

中国との架け橋になってくれることを心から期

待し、またいつか羅さんと再会できることを楽

しみに、米山奨学生カウンセラーとしての1年を

終えたいと思います。

幹事

山口 洋充

今期、幹事を努めさせて頂きました山口洋充で

ございます。



この度、無事1年の任期を終え、こうして退任

のご挨拶が出来ることに感謝しています。とは

申しましても１年の間には何かと至らぬ点も多

かったと思いますし、皆様のご協力なしにはこ

の大役をまっとう出来たとは思えません。

改めて皆様に御礼を申し上げたいと思いま

す。 後に、新年度の皆様のご活躍、そして広

島安佐ロータリーの更なる発展を祈念しまして

退任の挨拶と換えさせて頂きます。

会長

道垣内 文夫

みなさん、こんにちは。一期ぶりに2021-2022

年度会長を務めさせていただきました。今とな

ってはああしておけば良かった、こうしておけ

ば、などと反省の多い1年間であったような思い

です。細かく振り返りますと就任して直ぐの8月

に杉川ガバナー公式訪問が親クラブであります

広島陵北ロータリークラブとの合同で開催され

ました。9月は元会員でした石丸様と田久保様に

卓話をお願いしました。コロナ禍によりzoom例

会となり機材設置が上手くいかず石丸様の声が

届きにくかったというトラブルもありながらの

例会でした。10月は米山奨学生の羅君の卓話、

親睦委員会主催の恒例のカープ観戦、坂井会員

の卓話と充実した月でした。11月は山彦園への

地区補助金を活用した遊具の寄付が前年同様に

実行されました。来賓卓話では県立広島叡智学

園の福嶋校長様の貴重なお話を聞くことが出来

ました。12月恒例のクリスマス例会は残念なが

ら会員のみ、アトラクションなしの寂しい家族

例会となってしまいました。また清家会員の突

然の退会はクラブ内に大きな衝撃を受けまし

た。例年より更に静かな年越し年明けを済ま

せ、1月には都道府県駅伝大会ですが今年も取り

止めとなってしまいました。コロナ第6派のまん

延で遂に2月は全て休会という状況に追い込まれ

非常に悔しい思いでした。3月は創立23周年記念

祝賀会でしたがこれも身内だけの寂しい夜間例

会でした。職場訪問例会は結果的には無事実行

されましたがギリギリまでコロナの感染状況と

の睨み合いでした。その状況の中、森本会員、

秘書の八木橋様、青木会員による段取りは内容

が実に素晴らしく大変に身になる旅行でありま

した。岡田会員による新入会員卓話はスケジュ

ール的にズレにズレてしまいご本人には大変ご

迷惑をお掛けしてしまいました。4月はお花見例

会を浮田会員のむさしさんで賑やかに行われま

した。奉仕事業としては比治山清掃活動も規模

を縮小しましたが実行出来ました。5月は元会員

の湯本様の卓話でした。1年と通じて他クラブと

の交流もほぼすべて中止となり忙しかったのか

どうなのか、ある意味気を揉むことが多かった1

年でした。一つみなさんに謝罪せねばいけない

ことがございます。任期を終える段階で会員数

を減らしてしまいましたこと。非常に悔いが残

ります。何卒ご容赦いただきますことをお願い

致します。来週は2021‐2022年度 終夜間例会

です。このメンバーで1年の思い出をしっかり語

れたらと思います。1年様々なご支援ご鞭撻を頂

戴し何とか会長を熟(こな)せましたことに感謝

を申し上げまして退任のご挨拶とさせていただ

きます。ありがとうございました。

今年度最後の

100万ドルの食事

6月16日(木) 第 1031 回

幹事報告

「理事・委員長退任挨拶」

１.BOX配布物

・6/12に開催されましたIMのプログラム(欠席者分)

・7月の例会プログラム

・7/14(木)臨時総会のご案内

・6月被選理事役員会議事録



２.例会変更

・広島西南RC「最終夜間例会」※同日変更

と き：6月21日(火)18：30～

ところ：ANAクラウンプラザホテル3F

・広島陵北RC「最終夜間例会」

と き：6月22日(水)18：30～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

・広島東RC「本年度最終夜間例会」

と き：6月22日(水)18：30～20：30

ところ：ホテルグランヴィア広島4F「悠久」

・広島西RC「年度最終夜間例会」

と き：6月23日(木)0～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

・広島廿日市RC「最終夜間例会」

と き：6月24日(金)18：30～※ 6/20(月)の変更

ところ：広島サンプラザ

・広島城南RC「最終夜間例会」

と き：6月24日(金)18:30～※同日変更

ところ：シェラトングランドホテル広島3F美波

・広島東南RC「最終夜間例会」

と き：6月27日(月)18：30～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

・広島中央RC「最終夜間例会」

と き：6月27日(月)18：30～20：00※同日変更

ところ：グランドプリンスホテル広島

・広島北RC「最終夜間例会」

と き：2022年6月30日(木)18：00～※同日変更

３.休会

・6月27日（月）広島廿日市RC

・6月28日（火）広島西南RC・広島安芸RC

・6月29日（水）広島東RC・広島陵北RC

・6月30日（木）広島西RC

４.お知らせ

・次週例会は「最終夜間例会」となっております。

18：30から風車アクアセンター街店にて開催いた

しますので、よろしくお願いいたします。

・7/21広島陵北RC・広島安佐RC合同例会並びに合同

クラブ協議会、8/4広島陵北RC・広島安佐RC合同

ガバナー公式訪問並びに合同クラブフォーラムの

出欠を回覧しておりますので、ご回答の程、よろ

しくお願いいたします。

会員数 19名(内免除1名)出 席 率 77.78％

出 席 11名 ご 来 賓 2名

欠 席 8名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1029回 6月2日

2022年6月23日(木) 第1032回例会

最終夜間例会

風車 アクアセンター街店

本日は2021‐2022年度の 終例会となりまし

た。2度目の会長を拝命致しまして1年間を振り

返るのですが皆さんのためになったかどうか、

満足のいく例会だっただろうかと反芻する毎日

でした。また1年間を支えて頂きました山口幹事

を始め皆さんには心より御礼申し上げます。今

年度は会長時間を短縮させていただき会員時間

を設けました。出来るだけ会員の近況が全員に

伝わる様な形にしてみたいと思い、時間を創っ

て頂きました。そんな私の我儘なお願いにご賛

同いただきまして全例会を無事終えることが出

来ました。感謝です。さて、今夜は 終夜間例

会ということでお酒の強さ都道府県ランキング

が発表されていましたのでご紹介いたします。

これは遺伝子解析データによって３つのタイプ

が出ます。二日酔いになりにくいのがGGタイ

プ、二日酔いになりやすいのがAGタイプ、そも

そもお酒が飲めないのがAAタイプと３つに分類

されています。酒に強いGG型に該当する人の推

定比率を都道府県別に算出した結果、1位が青森

県２位沖縄県３位岩手県、４位秋田県、５位山

形県と日本酒の製造が盛んな東北勢が占めてい

ます。我、広島県はと言いますと11位です。や

はり酒処が上位に連なるようです。因みに47位

は奈良県になります。懇親の場にはなくてはな

らないお酒、広島県人は多くが飲める人ですの

で今夜を除いて明日からはお体のため、適量を

お勧め致します。今夜は大いに語りましょう。

ニコニコ箱

￥2,000 累計￥845,420
☆道垣内 文夫会員

本日、1031回例会で、この席に座らせていた

だくのも 後となりました。 終例会がありま

すが、1年間ありがとうございました。



懇親会 ニコニコ箱

￥10,000 累計￥855,420
☆三宅 恭次会員

私、肺ガン手術を経て、現在「日常」に戻る

べく日々を過ごしております。癌の疑いから

３ヶ月、悶々とした日々でした。しかし、掛

り付け医や市民病院の医師の方々、看護師、

家族、多くの友人、そして安佐クラブの皆さ

んの励ましの中、手術も無事に終わり今日を

迎えています。まさに回りのお陰で「生かさ

れている」ことを実感しています。ここに感

謝の意を込めて献金いたします。

会員数 19名(内免除1名)出 席 率 94.44％

出 席 13名 ご 来 賓 0名

欠 席 6名 ご 来 客 0名

メーキャップ 4名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第1030回 6月9日

崇徳学園ＩＡＣ募金

6月分
松岡 與吉･奥芝 隆・岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 67,000円

6月23日(木) 第 1032 回

幹事報告

「最終夜間例会」

１.お知らせ

・今年度理事委員長退任挨拶文を6月の会報に掲載

いたします。ご一読下さい。

・7月分の会費請求は、7/14の臨時総会後に発送い

たしますのでご了承下さい。

☆例会数：2回

☆クラブ出席率：94.74%

☆メーキャップ対象の会合：　5/12(木)5月分定例理事会5/19(木)5月分被選理事会

5/15地区協議会

Ｎｏ 氏　　　名 12 19 ％

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 × × 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 ○ ○ 100

12 岡本　忠文 ◎ ◎ 100

13 坂井　信教 △ ○ 100

14 谷　　勝美 ◎ ◎ 100

15 浮田　収 ○ ○ 100

16 山口　洋充 ◎ ◎ 100

17 横手　裕康 ◎ ◎ 100

18 山岡　稔 ◎ ◎ 100

19 岡田　哲也 ○ ◎ 100

広島安佐ロータリークラブ

2022年5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


