
　ロータリーレートが３月から１ドル106円（２

　月まで104円）に変更になりました。

　例会終了後、４階「カメリア」において３月定

　例理事会を開催いたしますので、理事会メンバー

　は出席願います。

　　　　　　　　　　皆様ご無沙汰しております。

　　　　　　　　　まずもって広島西ロータリー

　　　　　　　　　クラブ創立51周年誠におめで

　　　　　　　　　とうございます。本日は年次

　　　　　　　　　総会が開催されました12月10

　　　　　　　　　日から教えますと84日目、12

週間振りの皆様との感激の再会という記念すべき

日でもあります。色々と積る話もございますが、

皆様お元気そうでなによりでございます。

　新型コロナウイルスによる非常事態も幾分緩和

されて参ったようですが、リバウンドの恐れもあり

懇親会はアルコール抜きでお昼にさせていただく

という異例の形をとらせていただいております。後

ほど懇親会の中で会長時間を設定させていただき

ましたので、よろしくお願い申し上げます。

　　広島東南ロータリークラブ　林 良一（はやし

　りょういち）会員（㈱研創 代表取締役会長）が

　12月22日㈫にご逝去されましたので、謹んで

　お知らせいたします。（享年63歳）

　　広島西南ロータリークラブ　三好 清隆（みよし

　きよたか）会員（㈱ミヨシ 代表取締役社長）が

　１月４日㈪にご逝去されましたので、謹んでお

　知らせいたします。（享年87歳）

　　広島安芸ロータリークラブ　野間 昇司（のま

　しょうじ）会員（㈱ふたば興産 代表取締役）が

　１月24日㈰にご逝去されましたので、謹んでお

　知らせいたします。（享年76歳）
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2021年３月４日　第2432回例会
2019年3月14日　３月第１例会

◆  会 長 時 間  ◆

RIテーマ  ROTARY：ROTARY OPENS OPPORTUNITIES

「ロータリーは機会の扉を開く」 「ロータリーを心地よく」

本年度会長テーマ

No.
2456

Club of Hiroshima West

浜田会長

「 水 と 衛 生 月 間 」

物故会員に黙祷

米山記念奨学会特別寄付金の累計額が44，

688，750円となりましたので、米山功労

クラブとして感謝状が届きました（100万

円毎　第44回）

原　幹事会務報告

本　日（3月4日・木曜日）

　会員数　89名　　出席者　82名

　欠席者　 7名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 0名

　　　　　　　　　　 計　　82名

　　2020年11月12日・木曜日

　　　　　出席率　100％

荒谷君出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告
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１月 会員記念日

岡野君　　　石山君　　　荒谷君

金本君　　　垣見君　　　諏訪（昭登）君

井原君

（ 7 名）

１月お誕生日おめでとうございます。祝祝

連続出席記念品贈呈

10年　柴田　脩司 君

坂田君（37年）　　　加藤君（14年）

柴田君（10年）　　　片山君（09年）

松岡（幹）君（09年）　　中岡君（08年）

連続出席100％（ ６名 ）祝祝

片山君　 中村（光）君　 上田君　 中岡君

西原君　 田島君　 上野（彰）君　 前橋君

ご結婚記念日おめでとうございます。

（８名）

（４名）

創業月おめでとうございます。

荒谷君  荒谷建設コンサルタント㈱

児玉君  （医・社）仁和会児玉病院

小田君  広島総合法律会計事務所

武田君  戸田建設㈱ 広島支店

坂田君（Ｓ59年）　　　荒谷君（Ｈ03年）

井原君（Ｈ04年）　　　加藤君（Ｈ19年）

片山君（Ｈ24年）

（５名）

ご入会記念月おめでとうございます。

奥様お誕生日おめでとうございます。

（９名）
川西君　　　　　　文江夫人

川村君　　　　　　朋子夫人

隅田君　　　　　　英美夫人

諏訪（昭登）君　　　博子夫人

平原君　　　　　　佳代夫人

中村（光）君　　　　めぐみ夫人

武田君　　　　　　敬子夫人

石山君　　　　　　園子夫人

前橋君　　　　　　宏子夫人

12月決算月おめでとうございます。

（13名）

大谷君　　　　  税理士法人児玉会計

田島君　　　　  広島アルミニウム工業㈱

大地君　　　　  ANAクラウンプラザホテル広島

田川君　　　　  田川司法書士事務所

上野（純）君　　㈲石亭

福田君　　　　  （医・社）メリィホスピタル

日域君　　　　  （医）日域医院

金本君　　　　  金本公認会計士事務所

大本君　　　　  大本・三宝・桑原法律事務所

木村君　　　　  木村公認会計士・税理士事務所

香川（浩）君　　㈲ヒロウェル

大植君　　　　  大植法律事務所

片山君　　　　  ㈱コマップス

中村（哲）君　　 刀禰君　　　　森信君

片山君　　　　小宇羅君　　　上田君

松田君　　　　山縣君

（ 8 名）

2月お誕生日おめでとうございます。祝祝

（５名）

創業月おめでとうございます。

上野（純）君  ㈲石亭　　　古本君  ㈱古本建築設計

片山君  ㈱コマップス　　 新本君  ㈱ウィズソル

熊本君  ㈱仁未来

奥様お誕生日おめでとうございます。

（９名）
日域君　　　　　　祐子夫人

坂田君　　　　　　玲子夫人

寺岡君　　　　　　浩美夫人

小橋君　　　　　　裕子夫人

上田君　　　　　　美智子夫人

大植君　　　　　　香代子夫人

井下君　　　　　　由紀子夫人

垣見君　　　　　　加代子夫人

山木君　　　　　　路子夫人

２月 会員記念日



　広島西ロータリークラブは中国新聞社９Ｆで、

26名のチャーターメンバーにより開催されました

設立総会をもって誕生いたしました。その日から

一週間後、大阪の千里丘陵で大阪万国博覧会が大々

的に開催されるという昭和45年３月７日のことで

す。

　その日から51年。こうして創立51周年記念例

会を皆様とともにお祝いすることができますこと

は慶賀の至りであります。

　ご案内の通り、本来であれば夜間記念例会を開

催して皆様で盛大にお祝いの宴を催したいところ

ですが、新型コロナウイルスが終息に至っており

ませんことに鑑み、アルコール抜きのお昼の例会

とさせていただきました。担当の親睦活動委員会

のご配慮で、豪華な食事での記念例会懇親会とい

たしました。ご出席いただき誠にありがとうござ

います。

　アルコールは出ない、出し物は無い、隣同士で

の会話は出来るだけお控えください、と全く懇親

会らしくない設営のうえに、滑舌の悪い私の声が

お食事中のバックグランドミュージックという前

代未聞の創立記念例会でありますが、全て新型コ

ロナウイルスのせいでございます。

　出し物で思い出しますのが、毎年恒例になって

おりました「うを久」を会場として年度替わりに
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３月 会員記念日

連続出席記念品贈呈

15年　原　敬 君 ５年　久保　雅義 君

５年　田原　真一郎 君

大地君　　　垣見君　　　山縣君

久保君

ご結婚記念日おめでとうございます。

（４名）

梶本君（16年）　　　原　君（15年）

小田君（12年）　　　香川（浩）君（12年）

福田君（08年）　　　久保君（05年）

田原君（05年）　　　上野（寛）君（04年）

吉田（浩）君（03年）　大谷君（03年）

熊本君（03年）　　　川妻君（03年）

平原君（03年）

連続出席100％（ 13名 ）祝祝

梶本君（Ｈ17年）　　  柴田君（Ｈ18年）

原　君（Ｈ18年）　　  小田君（Ｈ21年）

香川（浩）君（Ｈ21年）   福田君（Ｈ25年）

田原君（Ｈ28年）　　  久保君（Ｈ28年）

上野（寛）君（Ｈ29年）   吉田（浩）君（Ｈ30年）

大谷君（Ｈ30年）　　 川妻君（Ｈ30年）

熊本君（Ｈ30年）　　 平原君（Ｈ30年）

（14名）

ご入会記念月おめでとうございます。

1月決算月おめでとうございます。

（５名）

笹野君　　　　  おおたけ㈱

井原君　　　　  （医）井原クリニック

中岡君　　　　  ㈱ナカオカ

久保君　　　　  ㈱サンフレッチェ広島

中村（光）君　　㈲コスモス

梶本君　　　上野（純）君　　　瀬﨑君

吉井君　　　古本君　　　　　中川君

柴田君

（ 7 名）

３月お誕生日おめでとうございます。祝祝

卓　話卓　話

創立 51周年記念例会
会長年頭挨拶

　　  浜 田  　 広 会長



行われました、夜間例会並びに会員懇親会におけ

る新会員及び執行部の出し物です。由緒正しいあ

の大広間での座敷芸は、もう二度と味わうことの

出来ない貴重な思い出となりました。上野（純）君

にお願いした「石亭」の大広間での新旧引き継

ぎを兼ねたクラブ協議会も、昨年、今年と開催

が叶いません。「石亭」からの帰り、２台のバス

で流川まで送っていただいた時のバスの中まで持

ち込んだどんちゃん騒ぎは今でいう密も密。流川

女子も参加した、さしずめ走る濃厚接触車両といっ

たところでした。

　閑話休題ですが

　広島西ロータリークラブと同じ昭和45年生まれ

の51歳の方は、会員89名の中で名簿順に石山君、

新本君、大谷君、上野（彰）君と４名おられます。

４名の方々のそれぞれの個性溢れた存在感のある

お姿を常々拝見させていただいておりますが、私

自身の51年前を振り返って思い返してみますと、

約6，400万人を数えた入場者の１人として大阪万

博会場のアメリカ館で「月の石」を見物しようと

何時間もボーと行列に並んでいた自分のことが思

い浮かびました。それから半世紀、全く成長の無

い自分自身の半生に思いが至り愕然とするととも

に呆れてしまいました。

　取り戻すことは叶いませんが、貴重なる51年

幾らか返して　お願い！といったところでしょう

か。そのまんまの丑年ですが・・・世にいう馬齢だけ

を重ね現在に至っております。

　この一年間、新型コロナウイルスに対する打つ

手も見当たらず、恐怖心から対応にただただ追い

回されていた会長であったと実感しております。

先月の理事会でも「皆様の感じておられるであろ

う不安・疑問等にもう少し丁寧な対応を考える必

要があるのではないか？」とのご指摘には、今更

ながら対応のまずさを深く反省しております。誠

に申し訳ございませんでした。

　振り返ってみますと、予定者の肩書が取れた会

長として１か月少々過ぎた８月20日のガバナー公

式訪問例会を急遽中止にした頃から、新型コロナ

ウイルスの広島市の感染者数の増減に一喜一憂す

るような日々の連続でした。８月は27日の会員組

織部門に企画していただいた「会員維持力を高め

る」といった内容の強調プログラム例会のみの開
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催でした。９月３日は予定を変更してガバナーの

公式訪問中止に伴う「ガバナーからのビデオメッ

セージ」を放映する例会を開催。10月１日からは

アクリル板衝立を例会場に設置し、感染防止も含

めて一息つけた思いがしました。10月29日、広

島市都市整備局の城戸部長様に本年度初めての外

部卓話をしていただき、これから何事もなく平常

の運営が出来るようになるのではないかとホッと

した覚えがあります。

　12月に入りまたまた雲行きが怪しくなり、12

月３日の例会は中止にいたしました。「新型コロナ

ウイルス対策」の卓話をしていただくはずでした

福田君、申し訳ございませんでした。12月10日

の年次総会は次年度会長予定者の梶本君の日頃の

行いの良さと彼の強運のお陰かでしょうか、何事

もなく開催されましたが、17日の夜間家族例会は

中止しました。恒例の鉢花の配布を含めて企画し

ていただいておりました親睦活動委員会の皆様に

はご迷惑をお掛けしました。12月24日はコア・

コーディネーター　五郡 秀臣（ごぐん ひでおみ）

様の「足指が変わると歯並びが変わる！」と題し

た外部卓話の例会を企画しておりましたが、やは

り中止。

　今年に入り予定していました恒例の１月７日・

14日の年男・年女放談、１月21日は会員の長谷

川（行）君にお願いして「命」との表題での会員卓

話、２月４日の長谷川（剛）君、村重君の新会員卓

話、18日大植君の「私が仕事で心がけている事」

との表題での会員卓話、２月25日は広島市西部こ

ども療養センター　坪倉 ひふみ所長様による「寄

贈品の活用状況」との表題の外部卓話と計画して

おりました全ての例会予定は中止または延期となっ

てしまいました。計画をしていただきましたプロ

グラム・出席委員会の皆様及び卓話の依頼をお引

き受けいただきました皆様に心よりお詫び申し上

げます。

　私も過去、プログラム・出席委員会の担当であっ

た時、会員のご推薦で「お香の話」という卓話の

企画をしました。お美しいであろうお香の先生の

経営されておられますスタンドバーに、打ち合わ

せとやらで夜な夜な通わせていただき、卓話当日

は先生のマンションの部屋の中までお邪魔して、

お香の道具やらなにやらかなりの数を１人で運ば

・ ・ ・ ・



なければならず、汗をかきかきANAクラウンプ

ラザホテル広島との数度の往復をしたのを懐かし

く思い出しました。外部卓話をお願いする時は「30

分の時間厳守です。そして卓話内容の会報用原稿

を当日持参してください。講師料は税引きで１万

円です。それと申し訳ありませんが、かなりの方

が卓話中うとうとされるかもしれませんし、途中

退場される方もおられますがお許しください」と

遠慮がちに、それにしてはしつこく念押しさせて

いただいたのを思い出します。

　先月２月５日に郵送させていただきました皆様

への便りの中でもご紹介しましたが、先月の理事

会では例会の再開を巡って議論伯仲となりました。

広島市の新型コロナウイルス感染者は一時３桁に

届くような勢いでしたが１桁まで下がり、所謂ス

テージ３か４からステージ２程度に落ち着いてき

たという時でありました。会員皆様の社会におけ

るお立場上、落ち着いてきたのですぐ再開という

のは如何なものかということと、もう少し様子を

見ようということで２月の例会は全て休会とさせ

ていただきました。創立51周年記念例会の本日か

ら、新型コロナウイルス対策に細心の注意を払っ

た上で、何とか普通の例会運営に戻そうという結

論に至りました。皆様にはそれぞれ事情、お考え

がおありでしょうから当分の間は出席に関しては

各自のご判断にお任せし、メークアップは不要と

しております。

　これから新型コロナウイルス対応のワクチン接

種が始まります。充分に行き渡り、人類が新型コ

ロナウイルスに打ち勝つことが出来るようになる

のか、それともインフルエンザのように毎年のワ

クチン接種が必要になるのか不明ですが、いずれ

にしましても細心の注意を払いつつ、広島西ロー

タリークラブの活動は続けていかなければなりま

せん。

　次年度の会長テーマは「新しい風と微笑みを」

ということで、先月２月には理事会・クラブ協議

会も開催され、春の芽生えとともに新しい風が吹

いてきた様子です。引き続き、52年、53年と創

立記念例会が絶えることなく開催されますことを

祈念しまして、長々とお時間をいただき失礼いた

しました。まだまだごゆっくりお召し上がりくだ

さいませ。ありがとうございました。
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日 時 テ　　ー　　マ

3/18㈭
年 男 ・ 年 女 放 談
　  　　 諏訪　昭浩君、川妻　利絵君

卓話予告



例会日・木曜日  12:30〜13:30

例会場・ANAクラウンプラザホテル広島

会　長　浜田　　広

幹　事　原　　　敬

事務所・〒730-0011  広島市中区基町6-78
　　　　リーガロイヤルホテル広島13F
　　　　TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
　　　　E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作　成・会報雑誌・広報委員会

広島西ＲＣ 検索

１．真実かどうか？
２．みんなに公平か？
３．好意と友情を深めるか？
４．みんなのためになるかどうか？


