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ロータリーソング  ｢われらの生業｣ 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間  『新会員自己紹介』 

 藤田 省蔵 会員 

 松田 宜久 会員 
 

 

 

８月５日、青少年奉仕小委員会の島田委員長の担当で、広島の中・

高生有志が主催する「小さな祈り影絵展」支援事業に参加してまいり

ました。この影絵展は、２００５年の被爆６０周年の記念事業として一

昨年まで東京の広島出身の芸術家らが７年間続けてまいりましたが、

現在、中学生の頃から参加していた、女学院大学１年生が代表とな

って継続されております。私の事業計画の一つでもあります、「青少

年に対する又は青少年と共に奉仕活動を展開する」に則って支援を

企画していただきました。この記事は、６日の中国新聞２３面に掲載

されておりますのでご覧いただければと思います。 

最後に、昨年度の出席委員会の成果についてご報告申し上げます。 

ガバナー月信によりますと、我がクラブの出席率の年平均は９９．

３％で、７４クラブ中第５位でございました。我がクラブ以上のクラブ

を見ますと、１００％が油谷湾ＲＣ、柳井ＲＣ、広島東南ＲＣの３クラブ、

９９．９６％が広島西ＲＣ、西条ＲＣの２クラブ、９９．６９％が広島中央

ＲＣの１クラブ、９９．３８％が広島南ＲＣ、東広島ＲＣの２クラブで、我

がクラブが９クラブ目でございました。会員数が８０名を超えるクラブ

で、また長期入院された会員のおられる中で、この成績は非常に立

派であり、沖田ガバナーからもお褒めの言葉をいただいております。 

ロータリアンにとって、まず出席して親睦を深めることが大切であると

思っております。今後ともご理解をいただきまして、出席率の向上に

ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 
左から５年上田会員、２年中村会員、５年水野会員、（１７年山下江会

員） これからも体に気を付けて連続出席を続けてください。 
 

 

 

＊次週１５日（木）は休会です。 

＊事務局盆休み １４日（水）～１６日（金） 

＊ﾛｰﾀﾘｰの友（ＢＯＸ配布） 

＊会員名簿手帳版（ＢＯＸ配布） 

＊新会員候補者通知（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会  島本副委員長 

明日８/９(金)に開催いたします「夏の家族会」ですが、当日はスタジ

アム入場券を必ずお持ちください。 

会報ＩＴ委員会  二井本委員長 

７月に実施されました「アスチカ」花火大会招待及び「小さな祈りの

影絵展」について経済レポート、中国新聞へ掲載されました。 

会報ＩＴ委員会  石井会員 

ﾛｰﾀﾘｰの友８月号紹介 

横組Ｐ１４～１９ リスボン国際大会 

縦組Ｐ２～６   日本・トルコ友好の礎 

青少年奉仕委員会  島田委員長 

８月５日・６日 小さな祈りの影絵展について 

社会奉仕委員会  合田委員長 

東日本大震災写真展のご案内 

【被災地を忘れないプロジェクト第１弾】 

福島の今を知る 小原一真写真展【３.１１見えない風景】 

期間 ８月２９日（木）～９月４日（水） １０:００～２０:００ 

会場 県民文化センター地下１階 展示室１ 

※初日８/２９ １７:００～２０:００  小原氏ギャラリートーク１８:００～ 

※最終日９/４ １０:００～１７:００ ※入場無料 

■本日の例会    ２０１３年８月２２日（木）    第２１４５回 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 新会員自己紹介 

 横田 則夫 会員 

 小林 孝憲 会員 

前回例報告     ２０１３年８月８日（木）  第２１４４回 

会長時間                会長   庄子 佳良 

幹事報告                幹事   久保 豊年 

委員会報告 

連続出席表彰 
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【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員 ８月５日・

６日の「小さな祈りの影絵展」に三保理事、青少年奉仕の島田

委員長をはじめ多くの方に参加を頂きありがとうございました。 

神農会員 家内の誕生日に美しい花をありがとうございました。 

槇殿会員 今日は「ひげの日」です。八月八日ということだと思

います。記念して出宝します。 

山坂会員☆ ７月２５日東京ＪＲ田町駅、慶応大学東門前に鉄ぱ

ん屋弁兵衛三田店をｵｰﾌﾟﾝ。今日、広島立町に路地裏ﾜｲﾝ居

酒屋ﾊﾟﾝﾁｪｯﾀをｵｰﾌﾟﾝします。よろしくお願いします。 

越智会員･岡部会員･合田会員･佐々木会員･上田会員・鈴木会

員・吉永会員・本田会員・小林会員 本日、中区立町ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ

北隣りに｢ﾊﾟﾝﾁｪｯﾀ｣がｵｰﾌﾟﾝ。山坂会員おめでとうございます。 

１１時～２４時までの営業だそうです。みんなで行きましょう！ 

高原会員◇ 暑い日が続いています。皆様とご家族の健康を願

い暑中見舞と致します。 

上田会員･本田会員・広川会員・松本会員・山内会員・小河会

員（ﾆｺﾆｺ委員会） 先週のﾆｺﾆｺ箱では多くの皆様のご厚志を

賜り、合計でナント３０組、１５８枚の出宝を頂くに至りました。 

ﾆｺﾆｺ委員会として、厚く御礼申し上げます。 
 

当日計 31,000 円（内、ｗｅｂ8,000 円） 累計 386,000 円 

★=101000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

『新会員自己紹介』 

 

藤田 省蔵 会員（２０１３年７月１８日入会） 

みなさん、こんにちは藤田省

蔵と申します。 

私は昭和２９年西暦でいいま

すと、１９５４年の２月に広島市

南区の猿猴橋町で生まれまし

た。今は南区の向洋新町に住

んでおります。 

現在、猿猴橋町の私の実家は、Ｂﾌﾞﾛｯｸいわゆる広島駅南口Ｂ

ﾌﾞﾛｯｸ市街地再開発事業によって、見る影もなく取り壊されてし

まったんですが、どこにあったかといいますと、古い方は、ご存じ

かもしれませんが、レトロな喫茶店のパール、パール喫茶店の

向かい側にありまして、そこには高校を卒業するまで暮らしてお

りました。 

Ｂﾌﾞﾛｯｸは計画が始まったのが昭和５６年ですから、事業の認可

までは本当に長い道のりでありました、非常に感慨深いものがあ

ります。 

振り返ってみますと、私が小さい頃のＢﾌﾞﾛｯｸは、何といっても広

島駅に非常に近いですし、猿猴川の河岸にはたくさんの飲食店

や商店が建っていて、今でこそ閑散としていますが、昔は本当

に賑やかで活気のある町だったので、再開発事業の完了する３

年後はいったいどうなるんだろうかと、今から楽しみにしておりま

す。 

ちなみにどうなるかといいますと、来年の後半に東側に１０階建

てのビルが完成し、３年後の平成２８年度に西側に５２階建ての

超高層ビルが完成するということです。 

このビルは高さが１９３ｍになるそうで、中国四国九州地方では

一番高いビルになるそうです。 

私はなぜか流川幼稚園を出ているのですが、その話をしますと、

あんたは幼稚園の時から流川にいきよったんじゃね。すごいの

ーと言われるのですが、昭和３０年代当時の流川は今のような歓

楽街ではなく、また流川幼稚園はｷﾘｽﾄ教の関係ではかなり有名

な幼稚園らしくて、現在は広島駅から栄橋を渡って幟中にいく

手前の上幟町にありますが、私が行っていた時は全然別の所に

ありました。 

どこにあったかといいますと、いま三越百貨店の向かい側に噴

水のある池がありますね、なんとあそこにあったのです。 

あそこで、ちっちゃな幼稚園児が讃美歌を歌っていたなんて、

今思うとほんとうに不思議です。 

小学校中学校高等学校と猿猴橋町で過ごしまして、大学は東

京の方へ行ったのですが、 

東京では大学時代を含めて１６年間、その間結婚もし、娘もでき

て家庭も仕事も充実していたものですから、もう広島へ戻ること

はないだろうと思っていたのですが、 

父親から忙しいので戻ってきて欲しいということがありまして、昭

和６３年に広島に戻ってきました。 

東京時代、私が結婚したのは昭和５４年１９７９年の１１月４日な

んですが、この日は広島カープが近鉄バッファローズと日本シリ

ーズで対戦し始めて日本一になった記念すべき日でありまして、

第七戦までもつれこんで、最後の最後９回裏の攻防で、ノーアウ

ト満塁から、江夏が球史に残る名場面を生んで日本一になった

のですが、ちょうどそのときは披露宴の最中でしたが、みんなテ

レビの画面に釘付けで見ていたことを思い出します。 

あの頃カープは強かったんですがねー。 

広島に戻ってきてからはバブルがはじけ、少し良くなってきたと

きにリーマンショックさらには東日本大震災などでまたまた厳し

い状況ではありましたが、ここにきてやっと、まずまずという状況

になっております。 

広島では息子ができまして、息子のおかげで、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ

少年団での選手権優勝や全日本大会出場またＰＴＡ活動など

いろいろ経験することができました。 

ちなみに昨日終わりました第２７回全日本小学生男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

大会では広島の向洋新町ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団が準優勝して

おります。 

最後になりますが藤田工産という会社は、製造業の皆様のﾍﾞｽﾄ

ﾊﾟｰﾄﾅｰとして主に機械工具を販売させていただいています。 

とりとめのない話となってしまいましたが、皆様にはご指導ご鞭

撻をよろしくお願い申し上げまして、自己紹介とさせていただき

ます。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

松田 宜久 会員（２０１３年７月１８日入会） 
 

学歴 

職歴(会社概要・沿革) 

推薦者との出会い 

事務所移転 

夢・ビジョン 

(好きな言葉) 

モットーは ～人のお世話をさせていながら役に立ち喜んでい

ただく～ 

※人と人ないしは物をくっつける 媒介人 こちらを生きがいにし

不動産を通した仲介業をビジネスとさせてもらっている 

※高校・大学と７年間 アメリカンフットボール部に所属 

 (中学時代は卓球部キャプテン 小学校時代は生徒会長) 

※こんな外観・頭をしておりますが まだまだ ４６歳 

※女房とは 高１から付き合っていて(３０年) 結婚２２周年 

 

 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

プログラム時間 
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青少年奉仕委員会の事業として８月５日・６日に平和公園入口

の元安橋東詰め袂で実施される｢小さな祈り影絵展｣を支援いた

しました。 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

暑い中、現地にお越し頂きました皆様ありがとうございました。 
 

 
 

 

 

 

 

日時：２０１３年８月９日（金）１７：３０ 

場所：マツダzoom-zoomスタジアム 

内容：カープvsジャイアンツ野球観戦 

参加：総勢１４４名 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
 

  
 

  
ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会の皆様、暑い中設営進行を大変お疲

れ様でした。試合は４－５でカープが負けましたが、とても楽しい

家族会でした！ありがとうございました。 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年８月８日（木） 会員数 ８３名 

出席 ６７名  欠席 １６名  ゲスト  １名 

７月２５日例会出席率  １００％ 

７月度平均出席率  １００％ 

■ご来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

于 廉吉さん（米山奨学生） 

■次回例会  ２０１３年８月２９日（木） 

卓話 「会員増強月間に因んで」  

    職業分類･会員増強委員会担当 

食事 洋食 

訃報 

 

広島中央ＲＣ 山村忠次会員が、８月２日にご逝去されまし

た。ご冥福をお祈りいたします。（８８才） 

*１９８１～８２年度 会長 

｢小さな祈りの影絵展｣        青少年奉仕委員会 夏の家族会 


