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＜本年度会長テーマ＞ 『 皆で手を取り合おう、ＤＥＩの下で 』

広島安佐ロータリークラブ

2022年12月1日(木) 第1048回例会

3階 安芸の間

会長時間

本日は12月1日いよいよ師走です。別名「春待ち

月」とも言われ、立春（2月4日）を待つ月とも言わ

れております。そして、早くも今日は年次総会で

す。次月には、被選理事会のスタートが切られ、来

年度7月からは新体制となり、次年度に向けての

「イマジン」が始まる訳です。副会長、幹事そして

会長エレクトという大役を熟しておられる横手時代

の幕開けです。

尚、本日ゲストにRI2710地区グループ6ガバナー

補佐古谷幸一様、ガバナー補佐付幹事村上知史様を

お迎えしております。後程IMのご案内をして頂く事

になっておりますので、宜しくお願い致します。

さて、12月は、ＲＩ財団7つの重点分野の中の、

特別月間「疾病予防と治療月間( D i s e a s e

Prevention and Treatment Month)」です。 これは

2014年10月RI理事会で決定されましたことで、対処

すべき項目としては、①地域社会の医療従事者の能

力向上②伝染病伝播の食い止め③非伝染病と、それ

による合併症を減らすための疾病予防プログラム④

地域社会の医療インフラの改善と、疾病の蔓延を

防止することを目的とした地域住民への教育および

地域動員⑤ 疾病またはケガによって引き起こされ

る身体障害の予防⑥疾病予防と治療に関連した仕事

に従事することを目指す専門職業人のための奨学金

支援を強調する。となっております。

具体的には、薬物中毒防止 、アルツハイマーと認

知症、失明予防 、献血、 糖尿病 対策、

家族の健康／エイズ予防 、保健教育と福祉 、聴覚

支援、肝炎の根絶 、マラリアへの対応、

メンタルヘルス・イニシアチブ 、多発性硬化症 、

ポリオサバイバー等々です。

特筆すべきは、パンデミック、コロナに負けない活

動です。その為に、世界各地のクラブが立ち上がり

行動をしています。従前『Rotary』誌 でも自身へ

の健康リスクをも顧みず、支援や癒しを与えるため

に世界の最前線で積極的に活動する 10 人（ロータ

リアン 9 人、ローターアクター1 人）のストーリ

ーが紹介されていました。その多くがロータリー財

団の補助金を得て進められています。昨年6 月の時

点で、2,700 万ドルを超えるグローバル補助金が新

型コロナウイルス対応の活動に充てられ、さらに災

害救援補助金からも約 800 万ドルが充てられまし

た。 今後ともロータリーのオーガニゼーション

で、私たちで何ができるか「イマジン」していく事

が大変大切なことだと思います。コロナ禍で停滞す

るのは経済的側面ばかりではありません。特にパキ

スタンやアフガニスタンといった重要な地域でポリ

オ根絶と小児予防接種の取り組みが脅かされてお

り、ほかの多くの国でも小児予防接種率が低下して

います。そのような状況の中で、ロータリーとパー

トナー団体が各国政府と連携し、休止されていた予

防接種を再開するための活動を行い、その成果が現

れ始めている現実を私たちは真摯に捉えるべきだと

思います。

以上で会長時間を終わります。



表 彰

連続100％出席5年

道垣内 文夫会員

連続100％出席3年

山口 洋充会員

「年次総会」

広島安佐ロータリークラブ
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会 長 横手 裕康

会長エレクト

副会長・クラブ管理運営 中村 富子
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幹 事 中村 富子
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副幹事 岡田 哲也

会 計 山口 洋充

S.A.A. 坂井 信教
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￥33,000 累計￥269,000

会員記念日（11・12月）
☆お誕生月おめでとうございます

・奥芝 隆会員（S22.11.4.）

・坂井 信教会員（S47.11.11.）

☆結婚記念月おめでとうございます

・岡本 忠文会員(S58.11.3.)

・岡田 哲也会員(H25.11.4.)

長いようであっという間に9年たちました。毎日5

人の子育てに頑張ってくれてありがとうございま

す。これからもよろしくお願いいたします。

・山口 洋充会員(H25.12.7.)

☆パートナー誕生月おめでとうございます

・坂井 信教会員（美香様：11月25日）

☆入会月おめでとうございます

・黒田 七郎会員(R1.11.14.)

・森本 真治会員(H16.12.2.)

・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㈱：S40.12.1.)

・山岡 稔会員(㈱おかえり：H23.12.1.)

☆古谷幸一ガバナー補佐様

村上知史ガバナー補佐幹事様

本日はお世話になります。IMに多数のご参加をお

待ちしております。



12月1日(木) 第 1048 回

本日のプログラム

「年次総会」

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信11・12月号

ロータリーの友11・12月号

・ロータリーカレンダー

・11月分定例理事役員会議事録

・「2022-2023年度 国際ロータリー第2710地区

ｸﾞﾙｰﾌﾟ6･7合同ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞ開催のご案内」

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

・在広ＲＣ年末年始例会変更

休会リストと喪中会員リスト

・本日の年次総会の次第

２.例会変更

・広島廿日市RC「クリスマス家族同伴夜間例会」

ところ：12月9日(金)18：30～※12/5(月)の変更

と き：リーガロイヤルホテル広島

・広島城南RC「クリスマス夜間例会」

と き：12月16日(金)18:30～20:30※同日変更

ところ：シェラトングランドホテル広島3F美波

３.休会

・12月2日(金)広島南RC※メークアップ受付有

・12月26日(月)広島廿日市RC※メークアップ受付有

・12月30日(金)広島南RC※メークアップ受付有

４.お知らせ

・次週12/8は休会です。次回例会は、12/15となり

ますので、お間違えのないようお願いいたしま

す。

・第2710地区米山学友会22-23年度賛助会員のお願

いが届いております。1口3,000円です。回覧にて

ご回答ください。よろしくお願いいたします。

出席報告 第1045回 10月27日

会員数 19名(内免除1名) 出席率88.89％

出 席 15名 ご来賓 2名

欠 席 4名 ご来客 1名

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 1名 ゲスト 0名

12月1（木）。

今日から12月。気がつくと今年も残り1ヶ月とな

りました。毎年思うことですが、1年が経つのが本

当に早いです。1日1日、1年1年を大切に過ごさなく

てはと思います。

さて、本日はたくさんのゲストにお越しいただき

ました。

2022-2023年度 国際ロータリー第2710地区グルー

プ6・7合同インターシティミーティングのご案内

で、国際ロータリー第2710地区グループ6 ガバナー

補佐 古谷幸一様、そしてグループ6 ガバナー補佐

幹事 村上知史様。

さらに、新規会員入会者候補として女性のゲスト

にもお越しいただきました。

皆さまありがとうございました。

そして、本日は2022-2023年度 年次総会を開催し

ました。

主な議題は次年度の会長はじめ、理事候補の承認

でした。私も次年度は重責を担うこととなります。

まだまだ若輩者ですが頑張ります。

最後に、本日は表彰もありました。

道垣内会員の5年間100%出席と山口会員の3年間

100%出席です。お二人とも素晴らしい表彰、おめで

とうございます。余談ですが、道垣内会員は、先

日、ゴルフコンペで見事優勝したそうです。これま

たおめでとうございます！！

12月の訪れとともに、急に寒くなりました。コロ

ナ感染者も増えてきています。皆さんもどうかお身

体に気をつけて、元気に師走を乗り切りましょ

う！！ （広報・会報理事 中村 富子）

☆岡本 忠文会員・横手 裕康会員

ガバナー補佐古谷様、ガバナー補佐幹事村上様、

ゲストの新堀様、本日はようこそいらっしゃいま

した。会員一同、心より歓迎いたします。本日は

総会となっております。皆様よろしくお願いいた

します。

☆道垣内 文夫会員

去る11/3文化の日、広島C.C.にて、恒例の「秋の

グッドウェル」コンペに参加したところ、運良く

優勝をいただきましたので、気持ちばかりですが

出宝いたします。

ニコニコ箱



2022年12月15日(木) 第1049回例会

3階 安芸の間

会長時間

「来賓卓話」

～ペンの力～

(株)ガリバープロダクツ

代表取締役 通谷 章 様

今年も早いもので、本日は12月第３週目の例

会となりました。

本日のゲスト卓話は、広島中央ロータリークラ

ブ所属の㈱ガリバープロダクツ代表、また、

「日本ペンクラブ」並びに「広島ペンクラブ」

会員の、通谷 章様をお迎えしております。紹介

者は、三宅会員です。後程詳細を含めご紹介頂

きたく思います。

さて、本日は一年を少し振り返り、私が捉え

た今年の重大ニュースを拾ってみたいと思いま

す。

１月、箱根駅伝で青山学院大学が大会新記録で

綜合優勝。

２月、「ロシアのウクライナ侵略」開始。

３月、米国アカデミー賞で広島が舞台に成った

「ドライブ・マイ・カー」が13年ぶりに国際長

編映画賞を受賞。

４月、改正民法により、成人年齢１８才に。

５月、沖縄返還から５０年。

６月、堀江謙一さん最高齢（８３才）で太平洋

横断。

７月、８日安部元首相奈良で銃撃され死亡。

８月、MLB大谷翔平がベーブルース以来１０４年

ぶり「二桁勝利、二桁本塁打」。

９月、８日英国エリザベス女王が９６才で死

去。英君主在籍最長の７０年。

10月、プロ野球ヤクルト村上が５６号本塁打を

放ち王貞治越え。史上最年少の三冠王に輝く。

１１月、セブン＆アイ・ホールディングス傘下

の「そごう・西部」を米投資ファンドに売却を

発表。

12月、流行語大賞は「村神様」が年間大賞。今

年の世相を表す漢字は「戦」２００１年以来２

度目。人間の悪業（カルマ）を除いた「戦」で

あって欲しい。

因みに、今年ヒットしたものは、電化商品では

コスパ＆タイパ(値上げ対抗商品)。映画はトッ

プガンマーヴェリック。自動車部門では日産自

動車「サクラ」。ストレス緩和を謳った「ヤク

ルト１０００」。３００円ショップ。ジブリパ

ークも開園早々チケット完売。また旅行市場も

３年ぶりに本格始動しています。

私たちもあやかりたいものです。

以上で会長時間を終わります。

～最大の対話者は己の心～

文字は伝達手段の一つである。文字が重なっ

て文章になり、文章が重なって本となる。

本は概ね二種類に分けられる。読んでために

なる本とそうでない本である。ためになる本は

退屈であり苦痛でもある。教科書、参考書、思

想書、哲学書、宗教本…自身を強制しないと読

破に至らない。一方、ためにならない本は熱中

したり何度も読み返したりする。俗にいう悪

書。親に隠れてこっそり読んだりする類がそ

れ。誰にも覚えがあろう。不可思議である。己

のためになる本はなかなか読む気にならないの

に、悪書は進んで読んでしまう人の心である。

悪書とて排斥する必要はまったくない。良書で

あれ、悪書であれ、本を読む行為は「対話」で

ある。生涯を通じてもっとも多く対話するのは

己の心。その最大のきっかけを作ってくれるの

が本。文字や文章に触発されると声なき声で心

と対話を続け、生み出された対話の時間が人間

の心を進化させていく。ここに文章の存在意義

と揺るぎない価値が認められるに違いない。

福沢諭吉の書に「学者は社会の奴雁(どきん)た



☆岡本 忠文会員・横手 裕康会員

通谷様、本日はようこそお越し頂きました。卓話

楽しみにしています。よろしくお願いします。

☆三宅 恭次会員

通谷様、卓話ゲストとしてご来会、ありがとうご

ざいます。メイクアップの上原様、ありがとうご

ざいます。

ニコニコ箱

12月15日（木）。

今日のゲスト卓話は、株式会社ガリバープロ

ダクツ 代表取締役で広島中央ロータリークラブ

所属の通谷 章様にお越しいただきました。ガリ

バープロダクツは、自社出版物の発行をはじ

め、機関誌やパンフレットなどの企画・編集・

製作の会社で、通谷様は、代表取締役であり、

執筆業や編集者として自らの自伝的小説（上下

巻）も出版されているそうです。

今日は、通谷様と同じ広島中央ロータリーク

ラブからもうお一方、画家の上原悠爾様が通谷

様の卓話を聞くためにお越しくださいました。

上原様ありがとうございます。

通谷様の卓話は、原稿はなくマイク片手に、

右へ左へ前へ後ろへと歩きながら、ゆらゆらと

喋られました。お話の内容は、ご自身のプロフ

ィールから出版界の裏話、誰もが知る文豪の内

緒の話、夜の街の一コマなどとても興味深いも

ので、通谷様流（勝手にそう感じました）の語

り口調にグイグイ引き込まれ、あっと言う間の

30分でした。

こんなに笑いがあふれる卓話は初めてで、と

ても楽しかったです。もちろん、笑いだけでな

く「なるほど～」と思うことも多々ありまし

た。

上原様がわざわざ聞きに来られた理由が分か

ったような気がします。

私も人前でプレゼンをする機会があります

が、通谷様のように人を引きつけるお喋りがで

きると百人力なのに･･･と思いました。（頑張り

ます！）

通谷様本日はありがとうございました。

さて、今年の例会も残すところあと1回です。

来週はクリスマス夜会家族例会。今年は久しぶ

りに会員のご家族も参加してくださいます。寒

い日が続きますが、元気にクリスマスが迎えら

れるよう皆さん体調管理を万全にお願いしま

す！！ （広報・会報理事 中村 富子）

れ」という言葉がある。餌を啄むのに忙しい群

れの中にあって、唯一すくって首を立てて冷静

に周囲を見渡す一羽＝学者になれというもの。

つまり読書を重ね、目の前の現象に流されない

人間を目指しなさい――を意味するものだった

と思う。

書物から得られた刺激や栄養素はいつしか体

内に吸収され、その人を形成していく。読書量

に比例して味のある人間、深みのある人間を形

作っていく。要は人間らしくなっていくことで

ある。

社会は成熟したが、人間の本質は原始そのも

の。立ち遅れたまま成熟はしていない。現在の

社会情勢、世界情勢等に対処する、すべてにお

いてである。私たちはまだまだ己の心と対話す

る時間が少なすぎる気がしてならない。そこに

諸々の課題を解決する正解が横たわっているの

に。



３.お知らせ

・次週の例会（12/22）は「クリスマス家族夜

間例会」となっております。18：30から、リ

ーガロイヤルホテル広島32階です。お間違え

のないよう、よろしくお願いいたします。

・北上和賀RCより11月の会報が届いておりま

す。回覧いたしますのでご一読下さい。

・広島RCの「創立90周年記念誌」を回覧いたし

ますので、ご覧下さい。

出席報告 第1046回 11月10日

会員数 19名(内免除1名) 出席率88.89％

出 席 13名 ご来賓 0名

欠 席 6名 ご来客 0名

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 3名 ゲスト 0名

12月20日(火)

崇徳高校IACが校内献血活

動を実施いたしました。

当クラブから、恒例のパン

の寄付をいたしました。

幹事報告

12月15日(木) 第 1049 回

本日のプログラム

「来賓卓話」

～ペンの力～

（株）ガリバープロダクツ

代表取締役 通谷 章様

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

・「3RC合同夜間例会ならびに懇親会」

・国際ロータリー第2710地区21-22年度

地区活動報告書

２.例会変更

・広島西南RC「クリスマス家族例会」

と き：12月20日(火)18：30～※同日変更

ところ：ANAクラウンプラザホテル3F

・広島安芸RC

「夜間例会並びにクリスマス家族会」

と き：12月20日（火）18:30～※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

※メークアップ受付あり

・広島東RC「夜間例会＆クリスマス家族会」

と き：12月21日（水）18：30～20：45

ところ：ホテルグランヴィア広島4F「悠久」

※メークアップ受付あり

・広島陵北RC「家族同伴クリスマス夜間例会」

と き：12月21日（水）18：30～※同日変更

ところ：ヒルトン広島2階「太田川」

・広島北RC

「夜間例会並びにクリスマス家族会」

と き：12月22日（木）18：00～※同日変更

※メークアップ受付あり

・広島西RC「夜間例会並びに家族同伴懇親会」

と き：12月22日（木）18:00～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

※メークアップ受付あり

・広島中央RC

「夜間例会及びクリスマス家族会」

と き：12月24日(土)18：00～

※12月26日(月)の例会変更

ところ：グランドプリンスホテル広島

※メークアップ受付あり

・広島東南RC「クリスマス家族例会・懇親会」

と き：12月26日（月）18：30～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島



懇親会

本日の司会は

山岡会員です！

2022年12月22日(木) 第1050回

クリスマス家族夜間例会

リーガロイヤルホテル広島32階

「ダイヤモンドルーム」

会長時間

素敵な夜景と共に

スタートです！

会長の乾杯挨拶

皆様今晩は、本日はクリスマス家族例会で

す。ファミリーでご参加の会員の皆様、是非楽

しい一時をお過ごし下さいませ。

さて、今年は1月6日に発出された「新型コロ

ナまん延防止等重点措置」が3月6日の解除迄、

非常に長い間の行動制限が行われ、大変厳しい

新年のスタートとなりました。

2月の行動制限期間中には「ロシアのウクライ

ナ侵略」が始まり、経済環境が過敏に反応し

「株安、円安、物価高」と市場環境は極めて劣

悪の状態になっていきました。特にエネルギー

事情は即原油が急騰し、一気にWTI先物価格が7

年7ヶ月ぶりに100ドル/１バレルを突破。３月に

は１２０ドル台に突入し、光熱費の暴騰が始ま

りました。

加えてパンデミック関連では「オミクロン

株」が流行。1日10万人の感染は普通に推移し、

負のスパイラルへと駒が進められました。冬季

北京オリンピックが感動的に開催された一方

で、東京オリンピック汚職の摘発という負の連

鎖が続いており、最近の黒田日銀総裁の動きも

怪しさが漂っている感があります。

市場経済はさておき、スポーツ界において

は、記憶に新しい侍ブルーの熱き戦い、そして

大変感動的な決勝選のアルゼンチン対フランス

戦。そして来年3月8日には大谷翔平やダルビッ

シュが出場予定のWBCが開催されます。今夜は、

これらの楽しいイベントに想いを馳せ、クリス

マスの奇跡をイマジンしていきたいと思ってお

ります。

本日のクリスマス家族例会、特にアトラクショ

ン「Iris」の手配をお世話頂きました、横手幹

事を始め、岡田親睦委員長の皆様には大変感謝

申し上げます。今年も、皆様に楽しんで頂ける

企画が用意されておりますので、大いにご期待

ください。

挨拶も長くなりましたら顰蹙を買いそうです。

それでは締めくらさせて頂きます。

Joyeux Noël （ジョワイル ノエル）



♪Iris(イリス)♪による

ヴァイオリンと電子ピアノによる演奏

12月22日（木）。

今日は、クリスマス家族夜間例会です。

ご家族をお招きしてのクリスマス例会は3年ぶ

り。会場はリーガロイヤルホテル広島32階「ダ

イヤモンドルーム」です。窓からは広島の夜景

が一望でき、ビルの灯りや、車のライトがまる

でイルミネーションのようにキラキラで、安佐

RCのクリスマスに華を添えてくれるかのようで

す。

とても美味しいお料理でした！



そしてクリスマスを彩る余興は、バイオリン

とピアノのインストゥルメンタルユニット

「Iris（イリス）」のお二人に出演していただ

きました。イリスは広島出身の女性ユニット

で、煌びやかでとても素晴らしいパフォーマン

スを魅せてくださいました。曲目はクリスマス

ソングを中心に、山口会員のお嬢さんたちが大

好きな「アナ雪（アナと雪の女王）」のリクエ

ストにも応えてくださって、会場は「ブラボ

ー！」の声も飛ぶ盛上りで、演奏に合わせテー

ブルにあった楽器を鳴らして競演と言うシーン

もありました。この楽器は安佐RCの名物で、通

常はゲストをお迎えする際、拍手に代わって皆

で楽器を鳴らして歓迎の意を表すもので、マラ

カスやタンバリン、鈴、等々あらゆる楽器があ

ります。これは、安佐RC初代会長で現在名誉会

員の佐藤恭子先生の提案で始まったもので、と

ても素敵な慣習となりました。

さてさて、宴もたけなわではございますが・

・・ということで、楽しい時間はアッと言う間

に過ぎて行きます。最後に岡本サンタ会長から

山口ファミリーのお子さまたちにクリスマスプ

レゼントを渡してクリスマス例会はお開きとな

りました。

お越しいただいたゲストの皆さま、そしてイ

リスのお二人、本日はありがとうございまし

た。

こんなに盛り上がったクリスマス例会は久々と

会員一同喜んでいました。私もとても楽しかっ

たです。

そして、2022年の例会も今日が最後。今年は

様々なことがありました。どうか来年は争いの

ない平和な年になりますように…。

皆さま、元気に新年をお迎えください。

「Merry Christmas ＆ Happy New Year」

（広報・会報理事 中村 富子）

２.休会

・12月28日(水)広島東RC・広島陵北RC

※メークアップ受付あり

・12月29日(木)広島北RC・広島西RC

※メークアップ受付あり

・12月30日(金)広島城南RC

・1月3日(火)広島安芸RC

※メークアップ受付あり

・1月4日（水）広島東RC・広島陵北RC

※メークアップ受付あり

・1月5日(木)広島北RC・広島西RC

※メークアップ受付あり

・1月6日(金)広島城南RC

３.お知らせ

・次回例会は、年明け1月12日(木)です。12/29、

1/5が休会となりますのでお間違えのないよう、

よろしくお願いいたします。例会後、１月定例理

事役員会を13：40より風車にて開催いたしますの

で理事の皆様はよろしくお願いいたします。

・１月の会費請求は、年明け1/5発送予定となりま

すので、ご了承下さい。

出席報告 第1047回 11月17日

会員数 19名(内免除1名) 出席率77.78％

出 席 9名 ご来賓 0名

欠 席 10名 ご来客 0名

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 5名 ゲスト 0名

幹事報告

12月22日(木) 第 1050 回

本日のプログラム

「クリスマス家族夜間例会」

１.例会変更

・広島安芸RC「新年互礼会夜間例会」

と き：１月10日(火)18:30～※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

・広島陵北RC「新年夜間例会」

と き：1月11日(水)18：30～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

崇徳高校IAC募金
12月分

谷会員・松岡会員・奥芝会員・岡本会員

合計 4,000円

総額 47,000円

2022年11月度クラブ出席率

会員数19名(内免除1名)

例回数：2回

クラブ出席率：83.34％


