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【本日の例会 第２４３８回例会】
２０２０年８月２７日（木） １２：３０～
【例会プログラム】
点鐘
ロータリー財団寄付認証
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！Part３』
点鐘

前回例会報告
第２４３７回例会
２０２０年８月２０日（木） １２：３０～
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
ニコニコ委員会
卓話時間
『コロナに負けない！Part２』
点鐘
【出席報告】 クラブ総務委員会
２０２０年８月２０日（木） 会員総数 １０２名
出席 ７８名 欠席 ２４名 来客 ２名
【来客紹介】 親睦委員会
石川貴与和 様（広島陵北ＲＣ会長）
小川 義彦 様（創立３０周年実行委員長）

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！

連続出席表彰
１２年 上田 修史会員・水野 勝会員
４年 堤 大地会員・新谷 欽史会員
３年 丸子潤一郎会員・池上 隆三会員・古谷 英明会員
１年 高井 建治会員
おめでとうございます。今後も連続出席を続けてください。
会長時間

会長

久保 豊年

先般の九州豪雨災害に際して、我がｸﾗﾌﾞから別府北ＲＣさんと人吉中央ＲＣさんへそれ
ぞれ支援金を。人吉中央ＲＣさんを通じてＲＩ第２７２０地区が人吉市に開設した「街なか
支援物資拠点」に『防塵ﾏｽｸ・防塵ｺﾞｰｸﾞﾙ・冷却ｽﾌﾟﾚｰ・消毒用ｱﾙｺｰﾙ･ｽﾌﾟﾚｰ容器』
等を送りました。
実施してくれた奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ丸本委員長、職業奉仕・社会奉仕中川小委員長を始めと
する委員の皆さん。そして物資を２度に亘って輸送していただいた迫会員に感謝します。
さて、今回は、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを取り巻く団体について調べてみましたので披露したいと思い
ます。
先ず、ﾎﾙｶﾞｰ・ｸﾅｰｸ RI 会長が増やすことを提唱されているのは、ﾛｰﾀﾘｰ衛星ｸﾗﾌﾞです。
これはいわば「ｸﾗﾌﾞの中にあるｸﾗﾌﾞ」であり、衛星ｸﾗﾌﾞの会員はそのｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞの会員
でもあります。北ｸﾗﾌﾞの中に北衛星ｸﾗﾌﾞがあり、その衛星ｸﾗﾌﾞの会員は北ｸﾗﾌﾞの会員で
もあるということです。ただ、衛星ｸﾗﾌﾞはｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞとは別に例会を開催されます。何だ
か複雑ですね。この衛星ｸﾗﾌﾞが複数あって、ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞの周りを回っている衛星みたい
なｲﾒｰｼﾞなんでしょうか。
次に有名なのはﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ（以下、ＲＡＣ）があります。このｸﾗﾌﾞの目的は、青少年が
個々の能力を開発するために役立つ知識や技能を習得する機会を提供し、それぞれの
地域社会における物質的あるいは社会的ﾆｰｽﾞに取り組み、友情と奉仕活動を通じて全
世界の人々の間により良い信頼関係を推進することにあります。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの提唱の下
に１８歳以上の青少年で構成されます。ざっくり言うとﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの青少年版ということで
す。現在、全世界で１０,６９８ｸﾗﾌﾞがあり、ﾛｰﾀｰｱｸﾀｰ数は２０３,２９８名です。
ちなみに、我がｸﾗﾌﾞも昭和４６年にＲＡＣの提唱をして設立されましたが、広島北ＲＡＣ
創立１５周年後に解散しています。
またｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ（以下、ＩＡＣ）というのもあります。これは学校や地域社会での課題に
取り組むために結束する大学入学前の 12 歳から高校卒業までの青少年のためのｸﾗﾌﾞで
す。ﾛｰﾀｰｱｸﾄの更に若年版という感じでしょうか。我がｸﾗﾌﾞはこのＩＡＣを提唱したことはあ
りませんが、岩森ｶﾞﾊﾞﾅｰの時に、私が地区のＩＡＣの委員長になったことがあります。
各ｸﾗﾌﾞが提唱するＩＡＣの会員の高校生達と一緒に韓国に行ったり来たりして、韓国のＩＡ
Ｃと交流する事業を３年間行いました。高校内の位置づけとしては、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱクラブという
感じでしょうか。ただ、例会へは提唱ｸﾗﾌﾞの会員が必ず１名は出席しなければいけないこ
とになっており、なかなか大変そうです。ただ、反面、青少年奉仕事業の時は活躍が期待
される人材になります。
ﾛｰﾀﾘｰ地域社会共同体というプログラムもあります。Rotary Community Corps という正
式名称を略してＲＣＣと呼ばれたりしています。地域社会の向上へ向けた共同活動にお
いて、ﾛｰﾀﾘｱﾝと非ﾛｰﾀﾘｱﾝの間のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟを向上させることなどを目標にしています。
我がｸﾗﾌﾞでいえば、ｻﾆｰﾋﾟｱを運営する実行委員会が組織化されて持続可能な団体と
なったというｲﾒｰｼﾞでしょうか。
以上、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞを取り巻く団体についての紹介でした。
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幹事報告

幹事

下前 嘉彦

《理事会報告》
*今年のガバナー公式訪問は９月１７日（木）ですが、例年例会
終了後に開催していました「フォーラム」を今年度は中止としまし
た。また、ガバナーによる公式訪問前に行われるガバナー補佐に
よる例会訪問も中止となりました。
《ご案内》
*９月３日(木)例会後に第１回クラブ協議会を開催します。
出席義務者の方に案内をお送りしておりますので、期限内での
回答をお願いします。
《BOX 配布物》
*ロータリーの友８月号
*財団･米山寄付依頼書
*９月例会予定表
委員会報告

同好会報告

財団プログラム委員会 林谷委員長
*ロータリー財団への寄付について協力依頼
*委員会開催案内 本日 18：30～ 場所：かなわ
米山奨学委員会 池久保委員長
*米山記念奨学会への寄付について協力依頼
会報ＩＴ委員会 深川会員
*ロータリーの友８月号のご紹介
*横書きＰ１２～Ｐ１７ 『コロナ禍で戦う世界のロータリアン』
*縦書きＰ１５ 『アメリカで思い出す「二十歳の旅」』
*縦書きＰ１６ 『「四つのテスト」が人生の道標』
職業奉仕社会奉仕委員会 中川委員長
*例会終了後、委員会を開催します。
*この度、宮本会員、サマール会員から、昨年度クラブとして支援
を行った「矢野の家こども食堂」に対して食品や飲料、カレーの
提供をしたいとのお話がありましたので、当委員会としてサポート
させていただくことにいたしました。
現在、矢野の家こども食堂ではコロナ
の影響で職を失ったり収入が減ったりし
た家庭が増えたため、食事を提供する
人数が５０人から１００人に倍増し、調
理の手間や時間も増え、資金的にも
逼迫しているとのことでした。
早速、８月７日に当委員会からｻﾏｰﾙ
会員、吉良会員、高井会員、丸本常
任委員長にご協力いただき、宮本さん
からのお供え物のおさがりの食品とｻﾏｰ
ﾙさんからのｶﾚｰ弁当１００食の寄贈を行ってきました。「矢野の
家」の皆さんからも、宮本会員、ｻﾏｰﾙ会員、そして当ｸﾗﾌﾞに対
し、感謝の言葉をいただきましたことをご報告いたします。

ゴルフ同好会 竹本会員
*８月例会成績報告
（８/８ 賀茂ＣＣ）
優勝：上野会員
２ 位：赤木会員
３ 位：山坂会員夫人（淑子
さん）

☺ニコニコ箱☺

ニコニコ委員会

【お客様より】
広島陵北 RC 石川様・小川様☆
９月９日創立３０周年記念式典・祝賀会には久保会長・下前
幹事にご出席をお願い致します。

【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
皆様のご協力により熊本県で豪雨災害を受けた人吉中央 RC
に支援物資を送ることができました。支援物資の手配をしてい
ただいた丸本常任委員長をはじめ職業奉仕・社会奉仕小委
員会の皆様、現地まで運搬をしていただいた迫会員ありがとう
ございました。
迫会員★ 先日、人吉中央ＲＣへ支援物資を運搬させて頂
きました。ありがとうございました。
岡部会員 本日、「コロナに負けない」でトップバッターとして話
をさせて頂きます。よろしくお願いします。
藤原会員 本日は「ひんやり抗菌夏マスク」の商品紹介をさせ
て頂く機会をありがとうございます。
水野会員 連続出席表彰ありがとうございました。これからも元
気に出席を続けたいと思っております。
上田会員 早いもので入会させて頂いて 12 年になりました。ま
だまだ分からない事ばかりですが、今後ともよろしくお願いいたし
ます。
新谷会員 北ＲＣに入会させて頂いて、４年が経ちました。あま
りお役に立てていないのですが、これからも頑張りますので宜しく
お願いします。
堤会員 ４年連続出席表彰ありがとうございました。これからよ
ろしくお願いいたします。
丸子会員 入会させて頂き３年が経ちました。これからも皆様
を見習って頑張って参りたいと思いますので宜しくお願いします。
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卓話時間

【続き】

『コロナに負けない！Part２』

池上会員 ３年の連続出席を表彰頂きましてありがとうござい
ました。活動に貢献出来ておりませんが、これからも例会連続
出席を続けていけるよう頑張ります。
古谷会員 早いもので入会３年が経ちました。これからもﾛｰﾀﾘ
ｰ活動に取り組んで参ります。ご指導よろしくお願いいたします。
高井会員 広島北ＲＣに入会し、１年が経ちました。まだまだ
わからない事が多いですが、引き続きご指導下さいますようよろ
しくお願いします。
貞木会員 先日、家内の誕生日にお花を頂きありがとうござい
ました。日頃、花を頂く事のない家内はとても喜んでおりました。
お心遣いに感謝申し上げます。
迫会員 今月誕生日にﾜｲﾝを頂きました。ありがとうございま
す。
赤木会員◆◆ 先日の多打喜会で４ｱﾝﾀﾞｰで準優勝させて
頂きました。また、先週賀茂 CC で行われた理事長杯で予選１
位で通過しました。今週日曜日には決勝が行われます。
チョードリー サマール会員 ８/８の多打喜会で８位になってｳｲ
ｽｷｰ白洲を頂きました。
山坂会員 多打喜会で妻が３位になりました。お世話になりあ
りがとうございました。
川本会員・松野会員 先日、初多打喜会に参加させて頂き
ました。ありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いいたし
ます。
島本会員◆ 先日の多打喜会で３ｱﾝﾀﾞｰでしたので、３枚出
宝します。次は優勝だ！
迫会員 ８月２２日（土）に会社の近所、福木地区で花火を
打ち上げます。ほんの少しですが、近所の方は楽しんで下さ
い。９月にも企画しています。
赤井会員 この度ベーカリー事業に参入し、８月８日に安佐南
区川内に一号店となる食ﾊﾟﾝ専門店「始まりの食ﾊﾟﾝ」をｵｰﾌﾟ
ﾝいたしました。【素敵な１日の始まりは美味しい朝食から】をｺﾝ
ｾﾌﾟﾄに、地域の皆様の毎日をちょっとだけ素敵に始めて頂ける
きっかけを提供出来たらと思います。皆様も機会がありましたら
是非ご賞味くださいませ。
迫会員 先日８月２０日の経済ﾚﾎﾟｰﾄに掲載されました。特別
なことではありませんが、今後ともよろしくお願いします。
上野会員より★ 広島経済ﾚﾎﾟｰﾄを見ました。ﾈｽﾄロジスティク
スの迫さん、売上最高額を達成おめでとうございます。美容ｻﾛ
ﾝを経営する赤井さんとともに益々のご発展をお祈りします。併
せて多打喜会優勝の報告として出宝します。
山坂会員 流川界隈のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟに資する事業や賑わい創
出ｲﾍﾞﾝﾄなどの実施や新生活様式に合わせた新たな街の価
値づくりにつながるような協同事業を推進すべく流川ｴﾘｱ活性
化協議会を作りました。ご協力よろしくお願い致します。
樹野会員 ﾃﾚﾜｰｸ導入を支援する企業としては、自社が率
先してこれを徹底する必要があります。そこでﾜｰｸｽﾍﾟｰｽを削
減して全てﾘﾓｰﾄﾜｰｸで業務を行う環境に変更しました。・・・簡
単にまとめると「会社を移転」しました。引き続きよろしくお願いし
ます。
林谷会員◆ 緊張のあまり会長方針を間違えてしまいまし
た！！「不易流行」です！ 久保会長ごめんなさい。ﾆｺﾆｺして
いる場合ではありませんが、ﾆｺﾆｺさせて頂きます。
吉永会員 ｺﾛﾅの影響で流川に出る回数が減ったので出宝し
ます！
吉良会員 所用のため本日の例会を途中退席、社会奉仕委
員会を欠席します。申し訳ございません。

Choudhary smar 会員
㈱NAMASTE・INDIA

インド料理「カナック」のチョードリーサ
マールです。よろしくお願いします。
まず、最初に先輩方皆様にお礼を
申しあげたいと思います。
たくさんの先輩が私たちのレストランのお弁当や冷凍カレーを注文
してくださり、本当にありがとうございました。
また、今もレストランに食事に来ていただき、先輩方の温かいお心
遣いが大変うれしく、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござ
います。
さて、今回の新型コロナのことですが、レストランは大変なダメージ
で今も続いています。春は桜の季節で毎年インドからたくさんのツ
アー客が広島にやってきます。インド人が日本に来るときは必ず平
和公園に行きたいと思っています。
今年は３月･４月で約５,０００人の予約が入っていましたが、全部
キャンセルでゼロになりました。オリンピック観光客のインバウンドを
予定していましたが、ゼロです。今もコロナで大変ですがよかったこ
ともあります。
８年前から作っていた冷凍カレーが一般のお客様に販売できるよ
うになったことです。コロナになって、家で安心して食べられる冷凍
カレーをすぐに出したのはよかったです。
今回のコロナから勉強したことがたくさんあります。
冷凍カレーの宣伝でターバンを巻いて、レッドスネークと冷凍カレー
の動画もたくさん撮りました。

インドのスパイスは体にいいので、特別にミックスしたスパイスをお客
様にお店で配ったり、お送りしました。
最後にこれからのことを話します。今、考えていることはこのままテイ
クアウトやお弁当にも力を入れていきたいということです。
デリバリーの「Wolt」や「UberEats」もやっていますが、店からダイレク
トにする配達を増やしていきたいと思っています。また、冷凍カレー
の販売にも力を入れ、販売してくれるところも探しています。
レストランは１０周年で９月にはイベントをする予定でしたが、イベ
ントは出来ないので、１０周年の特別プランをスタートしました。お
配りしたチラシにもありますが、テイクアウトは全て１０％off です。
是非、テイクアウトのオーダーをお願いします。
私は店でスタッフといつもこの掛け声をしています。
「スパイスで元気、カレーで元気、カナックで超元気」
これからも頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。

当日計 ６５，０００円 累計 ２６９，０００円
★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円
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ないものとなりました。その上、私共は小さな工場ですので生産数
も限られ、大々的に広告宣伝を打っても製造が間に合わない状
況となってしまう為、広告宣伝も経済レポートへの掲載位にしてお
きました。店舗販売と、ネット販売を開始したのですが、ありがたい
事にご利用いただいた方からのネット拡散や中国新聞に掲載され
たこともあり、弊社のキャパシティーからすると多くのご注文をいただ
くようになりました。
６月１日より発売を開始しましたが、現在までに１４,０００枚を販
売しました。現状は、４０％程の方にリピート購入いただいておりま
す。当初、９８０円税別で販売しようと考えて、初めの１,０００枚
に限り、８８０円税込としていたのですが、ご好評いただいた事もあ
り、値上げするタイミングを逸してしまい、今でも８８０円税込で販
売しております。
ご購入いただいた皆様から、色付きや子供用のご要望が多く、取
り組んでいますが、何処の業者も考える事は同じらしく、生地メー
カーにも、生地在庫がございません。遅ればせながらですが、９月
上旬より販売を開始する予定です。
本日、レギュラーサイズとスモールサイズをお持ちいたしております。
ご入用の方は、お声掛けいただければ大変嬉しいです。
まだまだ暑い夏が続く事と思います。感染予防の一助をなれば大
変嬉しいです。深追いしない程度に、とはいえ、ご期待に沿えるよ
うに在庫確保して販売を続けようと考えております。

藤原 克実 会員
㈲このみや
本日は貴重なお時間をいただきあり
がとうございます。
弊社で製造販売しております「ひん
やり抗菌夏マスク」についてご紹介させていただきます。既にご購
入いただいている方も数多くいらっしゃいます。ご購入ご愛用いた
だきありがとうございます。
そもそも弊社は、洋服リフォーム、靴バックリペア、刺繍プリント、古
着の買取販売を行っている会社ですので、マスクを製造するという
事は、コロナ禍となっても、考えておりませんでした。
４月中頃に、マスクというマスクが品薄になり、手作りマスク用の生
地や耳掛け用のゴムまで手に入らなくなってきた折に、池久保さん
と粟屋さんよりマスク製造のご依頼をいただきました。
当時、若干量であれば良質のガーゼを手に入れるルートを持って
おりましたので、早速手配してマスクを作り始めました。
作っていて、感じたのですが、間もなく訪れる夏は、分厚いガーゼ
や紙マスクでは暑くて過ごせなくなるのではないかと考えました。
そこで、友人の生地メーカーと相談し、夏用マスクを作ることとしま
した。
夏用マスクに必要な機能として
・抗菌
・UV カット 50+
・抗ウィルス
・速乾
・ひんやり加工 ・防臭

岡部 知之 会員
おいしい約束㈱

と盛りだくさんの機能を付けました。
最大の特徴は、中央にナイロンの芯を入れており、マスクが口にく
っつかないところです。特に女性の方からは、口紅がマスクに付きに
くいという事で、ご好評をいただいております。
作製時に、どうせ作るならと、構造や縫製に拘り、あまりに拘り過
ぎたので縫製が難しく、どこの工場でも簡単に作るという事ができ
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山坂 哲郎 会員
㈱バルコム
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