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【本日の例会 第２４３７回例会】
２０２０年８月２０日（木） １２：３０～
【例会プログラム】
点鐘
連続出席表彰
会長時間
幹事報告
委員会報告
同好会報告
ニコニコ箱の時間
卓話時間
『コロナに負けない！Part2』
点鐘

前回例会報告
第２４３６回例会
２０２０年８月６日（木） １２：３０～
黙とう －原爆投下による死没者及び戦没者追悼のため－
点鐘
誕生会員お祝い
会長時間
幹事報告
委員会報告
同好会報告
ニコニコ箱の時間
ニコニコ委員会
卓話時間
『誕生月会員スピーチ』
『コロナに負けない！Part1』
点鐘
【出席報告】 クラブ総務委員会
２０２０年８月６日（木） 会員総数 １０２名
出席 ７７名 欠席 ２５名 ゲスト１名
【来客紹介】 親睦委員会
邵 有芸 君（米山奨学生）

例会ではマスク着用を義務としています。
アルコール消毒もお忘れなく！
例会前後の会員同士の接触距離や時間の短縮
など、例会に出席する会員全員で気をつけていき
ましょう！

誕生月会員お祝い
８月生まれの皆様、おめでとうございます！
越智健剛会員・久保雅史会員・深川泰志会員・中尾建三会員・石田平二会員
丸本佳生会員・畑 秀樹会員・川上 武会員・迫 慎二会員・土井洋二会員
赤木寛紀会員・林谷浩二会員・三宅孝直会員・宮本伸久会員
会長時間

会長

久保 豊年

本日は広島が被爆して７５年目の日になります。
亡くなられた先人の方々、そのご遺族の皆さまに心よりの哀悼の意を表したいと思います。
そして、先日広島地裁でいわゆる黒い雨訴訟の判決が下されました。７５年たっても未だ
その後遺症に苦しまれている方々の苦しみを思うとき、心が痛みます。「平和と紛争予防」
はﾛｰﾀﾘｰの重要なﾃｰﾏでもあります。
さて、今月は、会員増強・新ｸﾗﾌﾞ結成促進月間です。そこで、我がクラブの会員数の推
移について調べてみました。調べたのは創立５０周年記念誌の資料編に棒グラフが掲載
されていてとても分かりやすいので一度ご覧ください。
我がクラブは１９６９年に創設されて、チャーターメンバーは２１名、その内現在も在籍され
ているのは中川良男会員ただお一人です。その後会員数は増加して１９７２年には倍増
以上の４８名になっています。その後も増え続け、１９９２年には最高の１０８名を記録し
ています。その後は徐々に減少していって２０１１年には７７名という最小人数になりました。
その後また徐々に増加していって現在は１０２名となっています。つまりあと６名増えれば
過去最高会員数に並ぶということになります。
ｸﾗﾌﾞ交流委員会の皆さまには、ｺﾛﾅ禍ではありますが、宜しくお願い致します。
ちなみに全世界のﾛｰﾀﾘｱﾝは約１２１万人で、我々が属するｿﾞｰﾝ３は約３４,０００人、２
７１０地区は３,１６０名、ｸﾞﾙｰﾌﾟ６は４６８名です。男女比ですが、全世界的には男性３
対女性１という比率ですが、我がクラブは今まで女性会員が入会したことが一度もありま
せん。ただ、特に男性会員に限定するような規則があるわけではないです。この点も会員
増強の一つのﾃｰﾏになりそうです。
幹事報告

幹事

下前 嘉彦

《BOX 配布物》
・ガバナー月信
委員会報告
職業奉仕社会奉仕委員会 桑原副委員長
熊本県人吉市に送る支援物資の第２便の物資が本日揃いましたので、２７２０地区が
開設した「街なか支援物資拠点」
に届けてもらいます。 支援物資に
シールを貼る作業をしますで、委員
会の方は例会終了後、お手伝いを
お願いします。
今回の物資（消毒用アルコール＆
スプレーボトル）は、秋山会員にご
用意頂きました。また、輸送は迫会
員が引き受けてくれています。あり
がとうございました。
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クラブ総務委員会 宮本委員長
*例会終了後、委員会を開催します。

卓話時間
『コロナに負けない！Part１』

同好会報告
ゴルフ同好会 竹本会員
今週の土曜日（８/８）に多打喜会の８月例会を開催いたします。
参加ﾒﾝﾊﾞｰの皆様、よろしくお願いいたします。
もう一点、吉良会員が先日ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝを達成されました。７月８
日７番ﾎｰﾙでしたので、８月例会の賞品として、７位にＢＭＷの
キャディバック、８位に白州を協賛いただきました。
その他記念品として、ｺﾞﾙﾌﾎﾞｰﾙとﾎﾞｰﾙﾏｰｶｰもご用意頂いてお
ります。参加ﾒﾝﾊﾞｰの皆様、楽しみにしてください。

☺ニコニコ箱☺

三保 二郎 会員
㈱かなわ
今日はこの様な時間をいただきあり
がとうございます。
そして、会員の皆様には「また来る
券」やお弁当の購入、店のご利用
等たくさん応援いただき感謝申し上げます。ありがとうございます。
当クラブ会員の飲食業に携わっている者を始め全ての飲食業界、旅
行観光業界は新型コロナの再拡大で壊滅的な状況になるのではな
いかと危惧しております。
その様な中で上野会員に教えてもらった「空振りは何度しても良い、
しかし見逃しは絶対するな」と言う言葉を聞きまして考えられる事は
全て止まる事無くやるという方針を立て弊社も色々始めております。
その中の一つ、ＥＣサイトの拡充等も図っております。そして新しく今
日リリースします「お家で料亭コース」と言う商品をご紹介させていただ
きます。
この商品はコロナ禍で外食を控えていらっしゃる方の為にご自宅で料
亭の味を楽しんで貰えるものです。家から出られない方やご家族がお
揃いの晴れの日や遠くにお住まいのご両親へのプレゼントなどにも使
えるものと考えております。
そして、オーダーメイドのお食事券、これはお世話になった方や遠くの
ご両親などにその方の好みに合ったテーラーメイドでコースやお祝いの
設営等もさせていただくプランです。
また、EC サイト内ではご自宅でかなわの味をいつでも簡単に温めるだ
け楽しめる形になっています。最後に山内会員の所のつばめトラベル
と連携しまして広島県誘客キャンペーンを利用した大変お得なプラン
をご紹介します。これは１万円で２万円分、１万５千円で３万円分の
内容となっており充実した料理とお帰りのタクシーがセットになったプラ
ンです。予算に達成次第終了となりますので早めのご予約をお願い
します。
以上ご案内いたしましたが、詳しい内容はお手元のチラｼかＷｅｂ、又
は直接お問い合わせ下さい。
私共も店は接待を伴わない店ですので安心してご利用下さい。

ニコニコ委員会

【会員出宝】
久保豊年 会員・塩本会員・下前会員・濵本会員・渡部会員
８月６日は広島平和記念日です。原爆死没者に哀悼の意を
表し、併せて世界恒久平和の実現をお祈りします。
三保会員 今日は店の宣伝をしっかりさせていただきます。よろ
しくお願いいたします。
小林直哉会員 本日、卓話をさせて頂きます。コロナに負けな
いよう頑張ります。
大之木会員 末期高齢者の仲間入りです。いつまでも元気で
いるかしら？
迫会員◆ ５７歳になります。誕生月の１分ｽﾋﾟｰﾁがあるので
すが欠席なのでお詫びとお礼の気持ちで３枚、出宝します。今
年度は全出席を目指したのですが、早くも断念です。久保会
長、下前幹事。申し訳ありません。不良ﾛｰﾀﾘｱﾝながら引き続
き頑張りますので、ご指導よろしくお願いします。
原田会員◇ 私は現在の平和公園の中に８年半住んでいま
した。今、生きているのが不思議です。
畑会員 本日は誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうございま
した。ついに来年は還暦です。
林谷会員 本日、誕生月のｽﾋﾟｰﾁをさせて頂きます。明るく楽
しい１年を過ごしていきたいと思います。
赤木会員 本日は誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうござ
いました。
宮本会員 本日は誕生日のお祝いをしていただきましてありが
とうございます。また、１年健康を維持して良いﾛｰﾀﾘｰ活動がで
きるよう頑張ります。
山内会員◇ 初孫が誕生しました。女の子で、予定日より１７
日も早い出産でしたが、母子ともに健康です。コロナのせいで父
親＝僕の長男ですら病院に入れず、誰にも会えてませんが、写
真と動画は助産士さんが撮ってくれました。とても可愛いです。

小林 直哉 会員
㈱ＩＳＥ広島育ち
（みっちゃん総本店）

当日計 ２２，０００円 累計 ２０４，０００円
★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円
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『誕生月会員スピーチ』

なってしまったことが残念です。新型コロナウイルスに負けぬよう、
元気に１年を頑張って過ごしたいと考えています。

越智 健剛 会員
林谷 浩二 会員
５３歳になりました。
また、一から身体を鍛え直して、野
球同好会で頑張りたいと思います。
よろしくお願いします！

中尾 建三 会員

皆さん、こんにちは。土井会員、赤
木会員に続いて、３人目の同じ誕
生日の林谷です。
私は、昭和５０年生まれで、名前の
「浩二」は、広島カープの山本「浩二」に準えて名付けられたそう
です。生まれてから有名な選手と同じ「氵」に「告」という漢字だと
思い込んでいたのですが、社会人になって初めて法務省から辞令
というものをもらい、「氵」に「牛」に「口」と書かれているのを目にし、
父親に聞いても「そんなことないだろう。」というので戸籍を取り寄せ
ましたら、本当にそういう字だということを知りました。当時は、常用
漢字でなくても戸籍に登載出来たそうで、父親の書き間違えで、
そういう漢字になったそうですが、記念ですので現在まで名の変更
をしないで、そのままにしております。４５歳を迎え、ﾛｰﾀﾘｰの先輩
方を見習いながら、新しい１年を、精力的に明るく楽しく過ごして
参りたいと思います。引き続きよろしくお願い致します。

石田 平二 会員

宮本 伸久 会員
丸本 佳生 会員

畑
川上

秀樹 会員

今月で５７歳になる宮本です。
私の最近の出来事ですが、コロナに
より例会が休会になり始めた３月に
暴食が過ぎまして血糖値が上昇し
て、５年以上前から診てもらっている先生に本気で怒られました。
数値で言えば A1c が１１.６まで上昇しまして、すぐに糖質制限を
はじめました。それから４ヶ月間、糖質を抑えるには炭水化物をな
るべく摂取しないことが効果的なので、全部ではないですが、食事
の際にはお米やパンを控えるようにしました。おかげさまで血糖値
の A1c は６.６でもう少しで正常値の範囲内に入るまでに回復して、
さらに５kg のダイエットにもなりました。
私も健康を意識しなければいけない年齢になってきており、糖質
制限はこのまま維持して健康管理を続けていき、良いﾛｰﾀﾘｰ活
動ができるようこれからも頑張っていきます。本日は有難うございま
した。

武 会員

土井 洋二 会員
今月７９才になります。ﾛｰﾀﾘｰ歴も
４０年近くなりました。いささか体が思
うようにいうことをきかなくなり、足がも
つれて、よく躓きます。長いことお世
話になり楽しい思い出を作らせて頂きました。誠にありがとうござい
ます。今日は原爆の日ですが、旧暦でいいますと６/１７の管弦際
です。あと少しで４才となるというときに爆心地より３.５㎞のところで
原爆に遭いました。うすら覚えにしか記憶がないのですが、あの頃
の１０年間と今では、あらゆることで、いろいろな面で、考えられな
いほどの差があります。これからもドンドン変わっていくのでしょうが、
いつまでも平和であればと願うばかりです。今後ともお付き合いの
ほどよろしくお願いいたします。

国際ロータリーＮＥＷＳ
【環境保全】が新しい重点分野になりました！！
ﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員会と国際ﾛｰﾀﾘｰ理事会は、「環境の
保全」という新たな重点分野を追加しました。この新しい重
点分野に関する詳しい情報は、近日中に公開されます。
リニューアルされた My ROTARY が利用可能となりました。
特徴：
・より使いやすくなったデザインとインターフェイス
・携帯機器でアクセス可能
・ｸﾗﾌﾞや地区情報など個人用にｶｽﾀﾏｲｽﾞされたﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
・より充実した会員ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙと検索機能で会員同士のつな
がりを促進
・より詳細なﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ設定により、共有する個人情報をよ
り良く管理
・検索ﾌｨﾙﾀを使って使用言語、場所、例会の種類別にｸﾗ
ﾌﾞを検索することが可能

赤木 寛紀 会員
今月５４歳の誕生日を迎える山陽
堂の赤木です。
本日は、生まれて初めて同じ誕生
日の方と３人で並ぶという経験がで
きました。また、５４歳というのはサザエさんのお父さんの波平さんと
同じ年になるということで、まさかそんな年齢に自分がなるとはとい
う思いを感じています。同じ誕生日の芸能人に、私の１０年前に
お生まれになった岡江久美子さんがいらっしゃいます。
ちょうど１０歳違うということから、子供のころから特別な存在に感
じておりましたが、本年新型コロナウイルスに感染されお亡くなりに
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