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【本日の例会 第２４３９回例会】
２０２０年９月３日（木） １２：３０～
【例会プログラム】
点鐘
誕生月会員お祝い
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
卓話時間
『誕生月会員スピーチ』
『新会員自己紹介』
榎 太持会員 / 石原 靖彦会員
点鐘

前回例会報告
第２４３８回例会
２０２０年８月２７日（木） １２：３０～
点鐘
ロータリー財団寄付認証伝達
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！Part３』
山内 盛利会員 / 福永 誠一会員
石原 靖彦会員 / 秋山 竜一会員
点鐘
【出席報告】 クラブ総務委員会
２０２０年８月２７日（木） 会員総数 １０２名
出席 ７５名 欠席 ２７名

ロータリー財団寄付認証伝達
粟屋充博会員がﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰとなりましたので、ﾛ
ｰﾀﾘｰ財団管理委員会に代わり、認証状および
バッジを贈りました。
ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰとは･･･金額を問わず、ﾛｰﾀﾘｰ財団
恒久基金へ寄付する旨を遺書または資産計画
に書きしるしたことを財団に通知した人。または
米貨１０００ドル以上を恒久基金に無条件寄付
した人のことです。
会長時間

会長

久保 豊年

本日は、ロータリーの歴史について少し調べましたので、披露したいと思います。
ロータリーは１９０５年、シカゴにてポール・ハリス外３名によって設立されたことはよくご存じ
だと思います。ただ、初代会長はポール・ハリスではなくて、シルベスター・シールだったこと
はご存じない方が多いのではないでしょうか？ポール・ハリスはシカゴＲＣの三代目の会長
です。では、２番目に設立されたＲＣはどこでしょうか？
正解は、サンフランシスコです。１９０８年になります。１９１０年、全米ロータリークラブ連合
会が誕生します。これが後に RI（国際ロータリー）と改称されます。１９１４年第１次世界
大戦が始まります。１９１７年、アーチ・クランフＲＩ会長がロータリー基金を提唱して、これ
がロータリー財団の始まりと言われています。
１９２０年、日本最初の東京ＲＣが誕生します。１９２７年、四大奉仕部門が承認されま
す（後に青少年が加わって五大奉仕部門へ）。１９２８年、ロータリー財団が設立されます。
１９３４年、規定審議会が発足。１９３６年、大阪ＲＣでニコニコ箱の名称が開始されます。
１９３９年第二次世界大戦が始まり、１９４０年日本は RI を脱退しますが、名称を変えて
各地で例会は続けられたそうです。１９４３年シカゴＲＣのハーバート・テーラーにより考案
された「四つのテスト」が RI 理事会によって正式に採用されます。
１９４７年、ポール・ハリスが逝去されます。１９４９年日本がＲＩへ復帰します。広島ＲＣを
含む１３ＲＣの復帰です。１９５３年、東京ＲＣが米山奨学金制度を立案して、翌年から
実施します。１９５３年、ロータリーの友創刊。ずっと飛んで、１９８５年、ポリオ・プラス計画
が発表され、翌年から実施されました。
そして、女性ロータリアンが登場したのは何と１９８９年（平成元年）とごく最近になります。
これは驚きました。もっと前からだと思っていましたので。ちなみに日本最初の女性会員誕
生はどこのクラブでしょうか？これは清水 RC だそうです。
２０１０年、四大奉仕に青少年奉仕が加わって五大奉仕になりました。
ロータリーの歴史を知ることは、本年度の我がクラブ方針である不易流行を考える上でと
ても参考になると思います。
詳しくは、是非、ロータリー情報ハンドブックをご参照下さい。
委員会報告

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！

財団プログラム委員会 秋山会員
ロータリー財団グローバル補助金奨学生 河野絢子さんからのビデオメッセージをご紹介
メッセージ
『広島北 RC の皆様、こんにちは。今年度、ロータリー財団グローバル補助金奨学生の河
野絢子です。 平素より皆さまには大変お世話になっております。
本日は皆さまに直接ご挨拶することができず、誠に申し訳ございません。

１

家庭の事情もあり、３月下旬より留学先のアメリカに来ております。
例会のタイミングに合わせ一時帰国するつもりでおりましたが、コロ
ナの影響もあり、一時帰国が叶いませんでした。このようなビデオレ
ターでのご報告となってしまい、大変恐縮です。
昨年の例会で簡単な自己紹介をさせていただきましたが、私はこ
れまで、JICA や国連において、途上国支援事業に携わってきま
した。主にアフリカや中東にて、食料安全保障や栄養改善にかか
わる事業に携わってきました。具体的な仕事としては、プロジェクト
全体の進行管理や、途上国政府や日本政府、企業とのパート
ナーシップ構築が主な内容でした。
多様な関係者と意見をすり合わせながらプロジェクトを進めていく
ことに非常にやりがいを感じていた一方、食料安全保障分野や
栄養分野に関する知識不足を日々感じていました。また、途上
国において数多くのプロジェクトが行われていますが、実際にどの
程度人々の健康改善に貢献できているのか、データを集め客観
的に評価する必要があるのではないか、と考えるようになりました。
そこで、公衆衛生栄養学とインパクト評価の分野で著名な、カリ
フォルニア大学バークレー校への留学を希望し、グローバル補助
金奨学生に応募しました。応募に当たっては、広島北 RC の皆様
にご推薦いただき、本当に心から感謝しています。
カリフォルニア大学バークレー校の公衆衛生学プログラムは今年７
月から来年５月までの１１ヶ月のプログラムです。夏学期は既に始
まっており、このビデオを撮影しているちょうど昨日、夏学期の全て
の試験が終了したところです。夏学期は生物統計や疫学の授業
が主でしたが、データ分析およびインパクト評価に必要な、基礎
的な知識をしっかりと身につけることができていると感じています。
卒業後は、リーダー的役割を果たしながら、栄養失調のない世界
を目指して行きたいと考えています。カリフォルニア大学バークレー
校においてデータ分析スキルを習得し、途上国の女性と子どもの
ために、栄養失調のない世界のために貢献していきたいと思ってい
ます。母子の健康、を重点分野のひとつに掲げるロータリー財団
の奨学生に選んでいただけ、大変光栄です。
グローバル補助金奨学生として、在学中はバークレーＲＣの皆様
と積極的に交流していきたいと考えています。コロナの影響により、
しばらくはこちらで例会
などはオンライン開催の
ようですが、可能な限り
交流を深めていけたらと
思います。またもちろん、
広島北ＲＣの皆様とも
引き続き交流させてい
ただければと思いますの
で、今後ともどうぞよろし
くお願いいたします。』

☺ニコニコ箱☺

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
残暑お見舞い申し上げます。長い間、休会中だった京都伏見
ＲＣも例会を再開されました。姉妹クラブとして共にこの残暑とコ
ロナを乗り超えて行きたいと思います。
石原会員 本日、「コロナに負けない！」でホテルグランヴィア広
島の取り組みについて、しっかりとお話させて頂きます。
福永会員 本日、卓話をさせて頂きます。宜しくお願いします。
山内会員 本日のプログラム、コロナに負けないパート 3 で貴重
な時間を頂いて、当社の話をさせて頂きます。どうぞ宜しくお願
いします。
新谷会員 妻の誕生日に綺麗な花束を頂きました。大変喜ん
でいました。ありがとうございました。
下川会員・樹野会員 「新しい生活様式」に対応した企業活
動を行う市内中小企業者に対し、ＩＣＴ環境を整備する経費の
５分の４、総額１億円を補助する「広島市ﾃﾚﾜｰｸ等ＩＣＴ環境
整備支援事業補助金」が来週より開始されます。適用にはＩＣ
Ｔｻﾎﾟｰﾀｰからの支援が必須となっていますが、下川が代表の
(株)ＮＳＣはｸﾗｳﾄﾞ会計導入の支援、樹野の(株)ｲﾝﾀｰｸﾗｳﾄﾞ
は全分野での支援を行うｻﾎﾟｰﾀｰとして登録されています。ぜ
ひ、お気軽にご相談下さい。
池上会員 本日、社用により例会を早退させて頂きます。申し
訳ございません。
当日計 ６５，０００円 累計 ２６９，０００円
★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

卓話時間
『コロナに負けない！Part３』

山内 盛利 会員
つばめ交通(株)

つばめ交通の With コロナの取り組み
をご紹介します。
新型コロナウイルスの感染拡大に起
因する、感染への恐怖は人々の外
出・外食機会を減少させ、多くの事
業者に影響を及ぼしております。
その中で、我々が恐怖するのは、コロナに感染する事よりも、コロ
ナに感染する事で発生する風評被害が、外出・外食機会を減
少させている大きな要因と思われます。
今回、つばめ交通は個別輸送でドア to ドアに感染リスクを低減さ
せると共に不特定多数と接触をせずに、不要な風評被害にあわ
ない With コロナ時代の外出・外食のスタイルをご紹介したいと思
います。
今回のコロナ禍により、つばめ交通におきましたもタクシー部門、バ
ス部門、ハイヤー部門、旅行代理店部門におきまして非常に大
きな影響を受けています。つばめ交通では、「旅客輸送業」から
絶対の安全と安心をお約束する「安心提供業」への発展を目指
しており、このコロナ禍においても、広島で一番安全であり、安心
して外出・外食機会を安心なタクシー・ハイヤー・貸切バスで提供
する企業を目指しています。
また、つばめ交通社内での取り組みとしましても会社の玄関での
感染予防に対する啓蒙活動や消毒、時差出勤での乗務員のグ
ルーピング全社員の出勤時の検温、生産性部門と非生産部門

同好会報告
野球同好会 武部会員
*９月２２日（火・祝）に岩国で開催される『保田杯親睦野球大
会』の案内をお送りしますので、よろしくお願いします。
*初戦は防府 RC との対戦です。
洋北山歩隊（登山同好会） 山内会員
*９月１９日（土）に広島ｴｱﾎﾟｰﾄﾎﾃﾙ（アチェロガーデン）で BBQ
懇親会を開催します。ぜひ、ご参加ください。
１５時００分 広島駅新幹線口出発
１６時００分 BBQ
２０時００分 広島駅新幹線口着・解散
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の人員でのグルーピングを実施しており、コロナに感染しないことは
勿論ですが、万一にもコロナ感染者が発生した場合にも被害が
拡大しないように取り組みを行っています。
弊社のタクシーでは、乗務員のマスク着用はもちろんのこと、毎回
の乗車ごとのアルコール消毒と共に窓を開けての車内換気を実施
しております。運転席と後部座席の間には飛沫感染予防シート
を設置し、お支払い時にもコイントレーを使用して接触を避ける
等、お客様が常に安心して乗車できる環境を追求しております。

石原 靖彦会員
(株)ホテルグランヴィア広島
本日は「ｺﾛﾅに負けない！」と題し
て、当ﾎﾃﾙの取り組み並びに、新た
なﾌﾞｯﾌｪｽﾀｲﾙで営業を再開しまし
たﾚｽﾄﾗﾝ「ﾃﾞｯｲｼｭ・ﾊﾟﾚｰﾄﾞ」の取り
組 みに つ いて お話 しさせ て頂 きま
す。
ＪＲ西日本ﾎﾃﾙｽﾞ新衛生基準「Clean&Safety」ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙとして
「～新たしい生活様式で考える 上質な旅の基点になるために
～」と題して、ＪＲ西日本ﾎﾃﾙｽﾞでは、このたび、お客様と従業員
の安全を第一に鑑み、新たな新衛生基準を策定しました。主な
取組は下記の１２項目となります。
①体温測定と健康状態の確認
②ﾏｽｸの着用
③手指消毒のお願い
以上の３項目については、ロ-ﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆さまにもすでに実施し
て頂いております。
④手洗い・うがいのお願い
⑤清掃と消毒の強化については、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｴﾘｱ、客室、ﾚｽﾄﾗﾝ・
宴会場と分けてそれぞれに対応した消毒の強化を行っておりま
す。
⑥換気については館内各所において、定期的な空気の入れ替え
を行っております。窓のある箇所では窓を開けての換気をしてお
ります。こちらの宴会場のように窓が無い箇所については、ｴｱｺ
ﾝの吹き出しに合わせ、部屋の空気を吸引しており、吹き出し
の空気に外気を機械で取込み入れ替えをしております、基本
として１時間で約３０％程度の空気か入れ替わっており、３時
間程度で部屋の空気は入れ替わるようになっております。
⑦食の衛生については、従来通り、食品衛生管理に基づき管理
を徹底しております。
⑧ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽについては、ﾌﾛﾝﾄでの整列時にはお客様同
士の間隔をあける取り組みをしており、またﾚｽﾄﾗﾝや宴会では、
密にならないよう、お客様同士の席の間隔をあける取り組みを
行っております。
⑨ﾙｰﾑｻｰﾋﾞｽへの配慮については、ご利用頂くお客様の部屋ま
でﾜｺﾞﾝを運び、扉の外に置いて、お部屋のﾁｬｲﾑを鳴らしてお
知らせしております。これは、接触を少なくする取り組みとなって
おります。
⑩ｷｬｯｼｭﾚｽ決済の推奨についても、⑨項目と同様に接触防止
となっております。
⑪従業員の取り組みについては、全ての従業員はﾏｽｸを着用し
て業務を行っており、出勤前には体温測定と体調の確認を実

また広島県では新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ観光業の
応援のため、広島県内への旅行がお得にできる「広島県旅行割
引プラン」を対策事業として旅行代金割引補助支援を実施して
います。タクシーと飲食店・お食事処を組み合わせて旅行商品化
し、お食事代と片道のタクシー代金をセットに最大１５,０００円の
割引が可能です。
タクシーと旅行代理店の両方を営むつばめ交通でしか実現出来
ないサービスで感染予防対策もしっかりと行い、ドア to ドアで各種
施設を利用出来ることは不特定多数との接触を避ける事ができ、
感染リスクを低減し。また、個別輸送で行くことにより不要な風評
被害のリスクを軽減させる事にも繋がります。
本日はコロナに負けないつばめタクシーの取組をご紹介いたしまし
た。是非、今後の皆様の移動の際にご参考にして頂ければ幸い
です。

福永 誠一 会員
(株)白菱
*自社のコロナ対策について
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施しております。加えて従業員の家族についても同様に体調
確認を行っております。また、手洗い・うがい・手指の消毒を定
期的に行うと共に従業員ｴﾘｱには、ｱﾙｺｰﾙ消毒液を設置して、
接触機会の高い場所については定期的な清掃と消毒を強化
しています。
⑫館内掲示については、ご説明した取り組みの各項目を館内に
掲示して皆様にお知らせしており、これらの取り組みによりお客
様に安心・安全でご利用頂けるものと確信しております。

秋山 竜一会員
山陽物産(株)

創業：１９４７年
本社：西区横川
事業：農材/建材商社
２００９～家庭用品作る
３０商品、１５０万個/年
エリそで洗剤 累計３５０万点
家庭用品・コロナの影響
店舗売上ダウン↷
通販・ネットでの売上はアッ
プ⇗
今年３月 アルコール配布
経緯
社員に配布→社員が協力
会社におすそ分け→お礼と
追加の相談→２０００本配
布
コロナ下での当社仕事
→除菌・巣ごもりのお手伝い
・マスク洗剤
・手芸ルート新規取引
・１２ｍｌエチケットスプレー
・アルコール （75％vol、68 度 食添 ）
アルコールＱ＆Ａ
売ってみて、よく出た質問をまとめてあります。
（配布資料、Ｂ５用紙）
アルコールの身近な知識として活用いただければ幸いです。
目標：「毛細血管」になる。
→たとえば
広島の隅々にアルコール 1 万缶を早く届け、県内のコロナを減らす
結びに
１０年に１回のピンチ＝１０年分の評価チャンス
頑張ります。

８月７日に再オープンした「ﾃﾞｨｯｼｭ・ﾊﾟﾚｰﾄﾞ」のﾜｺﾞﾝｄｅｾﾚｸﾄﾗﾝﾁ
のご紹介となります。
今回、再ｵｰﾌﾟﾝするにあたり、新たなﾌﾞｯﾌｪｽﾀｲﾙとして、食事をｺ
ｰｽ仕立てで提供させて頂きます。数種類の魚介類料理や肉料
理など、ｼｪﾌおすすめの料理をﾜｺﾞﾝに乗せて、お客様のお席まで
お持ちし、出来立てのお料理を目の前で取り分けさせて頂きます。
お好きな料理をお席でお選び頂き、好みに応じてお客様が好き
なだけ取り分けさせて頂きます。
先にご案内したｺﾛﾅ対策の実施にﾌﾟﾗｽしてﾜｺﾞﾝには今回新たに
作成したｱｸﾘﾙｹｰｽより料理は保護されており、飛沫感染の予防
を施しております。お客様には安心してお食事を楽しんで頂けるよ
う環境を整えおりますので、皆様のお越しをお待ちしております。
ﾗﾝﾁの流れですが、まず最初にｵｰﾄﾞﾌﾞﾙの盛り合わせとして、９種
類の前菜をﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄにしてお席までお持ちします。併せて、ｽｰﾌﾟ・
ﾊﾟﾝもお持ちします。そしてこれからが、ﾌﾞｯﾌｪ料理の醍醐味である、
好きな料理をお好きなだけとりわけさせて頂くワゴン料理の提供と
なります。１st ﾜｺﾞﾝでは魚介類のお料理を、２nd ﾜｺﾞﾝではお肉料
理を、３ｒｄﾜｺﾞﾝではｼｪﾌﾃﾞｨｼｭとしてｼｪﾌ自らがお席に出向いて取
り分けさせて頂きます。
そして、最後にﾃﾞｻﾞｰﾄ数種類を盛付けしたﾜﾝﾌﾟﾚｰﾄと飲み物(ｺｰ
ﾋｰｏｒ紅茶)をﾃｰﾌﾞﾙまでお持ちさせて頂きます。ﾌﾞｯﾌｪ同様に満
腹感も味わって頂けます。
現在当ﾎﾃﾙで営業しておりますﾚｽﾄﾗﾝとﾊﾞｰの案内を配布させて
頂きました。どの店舗も新衛生基準「Clean&Safety」で安心して
ご利用頂けますので、是非ともお気に入りの店舗をご利用下さい
ますよう、併せてご案内申し上げます。

国際ロータリーより
★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。
環境の保全は、ロータリーの７つ目の重点分野となり、グローバ
ル補助金によって実施される奉仕活動のカテゴリーとなります。
そのほかのカテゴリーは、「平和構築と紛争予防」、「疾病予防
と治療」、「水と衛生」、「母子の健康」、「基本的教育と識字
率向上」、「地域社会の経済発展」です。
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。
★２０２２‐２３年度国際ロータリー会長
として、ウィンザー・ローズランドＲＣ
（カナダ、オンタリオ州）会員のジェニ
ファー E. ジョーンズ氏が指名されまし
た。１１５年に及ぶロータリーの歴史で
初の女性会長となります。
ほかの対抗候補者が出ない限り、
ジョーンズ氏は１０月１日に正式に会
長ノミニーとなります。
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