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　新年あけましておめでとうございます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策実施期間中に年末年始を迎えたことから、皆様ステイ
ホームでご家族と静かに新しい年を迎えられたことと思います。
　１月の例会につきましては新型コロナウイルス感染防止を最重要課題ととらえ、例会を全て休会
とさせて頂きました。皆様にお会いして新年のご挨拶ができないことは誠に残念ですがご理解の程
宜しくお願いします。
　会員の皆様はそれぞれのお仕事において、中心となるかけがえのない役割を担っておられます。
万一新型コロナウイルスに感染すると最低でも２週間は休まざるをえず、病状次第では長期の療養
を余儀なくされる事態も考えられ、事業継続に多大な影響が出るとともに、社員・ご家族など周り
の方々に感染させるリスクを負うことにもなります。皆様が健康であってはじめてロータリー活動
に力を入れることができます。１月は職業奉仕月間でもあり、今月は全集中でお仕事に取り組んで
ください。
　感染が落ち着かないかぎり経済の本格的な回復なく、皆様には徹底した感染防止策をお願いしま
す。そして２月には例会を再開し元気なお顔を拝見できることを楽しみにしております。
　又、メールでお知らせした通り三好清隆会員が１月４日満87歳でご逝去されました。ご葬儀は家
族葬ですまされました。三好会員は平成３年３月26日のご入会で得意の音楽の才能を発揮され広島
西南ロータリーの歌を作詞作曲されるなど、広島西南ロータリークラブの発展に多大な貢献されま
した。謹んでご冥福をお祈り致します。
　丑年は先を急がす一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年と言われております。十二支の２
番目の干支であることから、子年に蒔いた種が芽を出して成長する時期とされ、まだ結果を求める
時期ではなく、結果につながる道をコツコツと作っていく基礎を積み上げていく時期とされます。
丑年では黙々と目の前の仕事をこなすことが将来の成功につながると考えるとよいようです。
　まさに地道に感染対策を行いwithコロナ、afterコロナの新しい時代のありようを固める年とすべ
きと思います。
　今世界は自国主義が蔓延し、貧富の差が拡大し他人を思いやる心が失われてきているように思い
ます。人間一人では生きていくことはできないし、国も一国だけで成り立つことはできません。今
国を超える力をもちつつある巨大IT企業のGAFAでも利用者がいなければ企業として成り立ちませ
ん。
　今こそ自分だけが良くなれば良いといった考えかたを止め、2021年を持続可能な社会の構築を目
指すスタートの年としようではありませんか。� （１月12日ホームページ掲載文より）

新春のご挨拶  新春のご挨拶  会長　佐藤　二郎
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第1605回例会　２月９日  
　最初に先週の理事会での決定事項を報告します。２
月中の例会は食事なし、プログラムは15分程度の会員
卓話を含め30分以内の開催とする。３月からは通常形
式での開催を目指します。スマイルは感染防止の観点
から現金に触るのは望ましくないとの声があり、誕生
日、結婚祝い、ご婦人誕生日、入会月、創立記念日に
ついては、例会で披露しますが出宝は会費請求に含め
ることとします。自主出宝は従来通り封筒に入れ積極
的に出宝下さい。新型コロナの接触確認アプリ
COCOAの登録をガバナーから要請されています。シ
ステムに不備があるようですが宜しくお願いします。
　次に今後の行事で中止が決定したものを報告しま
す。３月のインターシティ・ミーティング、ガバナー
杯親善野球大会、４月の西南の集い、ロータリー親善
ゴルフ大会、６月の台北での国際大会のリアル開催の
中止が決定しています。尚５月15、16日予定の地区大
会は短縮開催の方向で検討中です。
　話は変わりますが話題になった株式会社そごう・西
武の正月広告をご紹介します。広告に写っているのは
１枚のレシート。そこには購入品のリストが印字され、
次の文章が記載されていました。
　『新型コロナウイルスで行動が制限された2020年。
それでも、自由に旅行できる日のために、662人のお
客様が、スーツケースを購入された。マスクの下でも
メイクを楽しみたい76,175人のお客様が、口紅を購入
された。夏祭りは中止だったけれど、浴衣は475着。
颯爽と街を歩く日を待ちながら、お求めになったハイ
ヒールは1,001足。生まれて来る命を、566セットのベ
ビーギフトが全力で祝福した。足踏みばかりの日々で
あっても、一人ひとりの「私」は今日を楽しんだ工夫
を続けた。お買い物の記録に教えられた、大切なこと。
百貨店が売るのも、お客様が欲しいのも、ただのモノ
ではないということ。百貨店が売っていたのは希望で
した』という広告です。
　この広告には人の元気づける力があるように思いま
した。どんな辛い時期でも人は夢を持ち、希望を忘れ
ないことが大事です。新型コロナウイルスは誰も経験
したことのない災いであり、どんな対策をとれば有効
か、日常生活、経済活動への悪影響を最小限にするに
は何をするべきか考え模索する日々が続いています
が、明るい明日を信じて行動することが必要です。

第1604回例会　２月２日  
　今日は早くも節分、明日は立春です。大変おそくな
りましたが新年明けましておめでとうございます。本
年も宜しくお願い致します。休会中に三好会員がご逝
去されました、まことに残念なことです。三好会員は
音楽に造詣が深く広島西南ロータリーの曲を作詞作曲
されるなど我がクラブに多大な貢献をされました。お
仕事でも最後まで現役社長としてご活躍されました。
例会での三好会員の穏やかな笑顔が瞼に浮かんできま
す。改めて心からご冥福をお祈りします。
　在広ロータリークラブの殆んどが、２月いっぱい休
会の中で例会再開には躊躇するところがありました
が、ご案内のような感染防止対策を徹底することで再
開に踏み切りました。皆様のご協力を宜しくお願いし
ます。広島市の新型コロナウイルスの新規感染者数は
かなり減少しており、県民・市民の自粛の効果があっ
たものと思います。２月下旬には医療従事者の方から
ワクチンの接種が始まります。このまま終息すること
を願うばかりです。
　さて、今年は丑年です。ステイホームで時間があっ
たことから日経新聞を隅々まで読んだところ丑年につ
いて次のようなことが書いてありました。丑年は結構
多難な巡り合わせの年のようです。
　５回前の丑年の1973年はオイルショックによる原油
高騰があり、1985年はプラザ合意による円高ドル安、
1997年は北海道拓殖銀行、山一証券経営破綻に始まる
金融危機、2009年はリーマンショック後の世界金融危
機によるマイナス成長、そして2021年は新型コロナウ
イルスと色々な危機に見舞われた丑年ですが、危機を
乗り越え新しい時代に向けて新たな歩みを始めた年と
も言えます。
　又、15年、25年周期で見ると2021年は大きな時代の
変化の起点となる年になりそうです。まず15年周期で
見ると1931 ～ 45年は軍国主義・戦争の時代、1946 ～
60年は戦後復興・民主主義の時代。1961 ～ 75年は高
度成長、1976 ～ 90年は低成長、1991 ～ 2005年は経済
停滞・忘れられた時代、2005 ～ 20年は経済再生模索
の時代であっと言えます。25年周期では1920 ～ 45年
は経済恐慌と戦争、1945 ～ 70年は復興と成長、70 ～
95年は豊かさと安定の時代、95 ～ 2020年は衰退と不
安の時代であったと言えます。2021年はいずれの区分
でも新しい時代を迎えるスタートの年になっており、
現在人類が遭遇しているコロナ禍は新しい時代へ向か
う為の試練と言うことができます。
　今世界は脱炭素社会へ向かって大きく舵を切り一斉
に走り出しています。既成概念にとらわれない発想と
行動で新しい時代を切り開いて行く必要があります。

DONATION
２  月 年度累計

ス マ イ ル 17,000 円 368,000 円
100万ドル 0 円 616,341 円
善 意 の 箱 4,343 円 64,338 円
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めのフェローシップ（奨学金）を提供しています。現
在1300人を超える平和フェローが国連やNGO等の
様々な機関や地域で活躍しています。
　ここ１年新聞・テレビの報道は新型コロナウイルス
感染症一色ですが、世界は決して平和ではなく各地で
紛争が続いています。アフガニスタン、シリア、リビ
ア、イエーメン等の紛争は継続しており、昨年は新た
にエチオピアで国内の人種間の紛争、アルメニアと
ジョージア間の地域戦争、カシミール地方における中
国・インド間の国境紛争等が発生しています。世界に
は相変わらず紛争があり、尊い命が失われ、多くの難
民が発生しています。一方１月22日には核兵器禁止条
約が発効し核兵器禁止への機運が高まっています。
　「平和構築と紛争予防」は簡単に達成できるもので
はありませんが、皆さんの浄財がロータリー財団を通
じて平和に貢献していることを認識いただき、一人ひ
とりが平和について考え行動することが求められてい
ます。

第1606回例会　２月16日  
　２月は「平和構築と紛争予防月間」です。皆さんご
存じと思いますが、２月23日の令和天皇誕生日は、ロー
タリーの創立記念日でもあります。1905年２月23日は
ロータリーの創始者であるポール・ハリスが友人３人
と最初に会合を持った日です。この日は「世界理解と
平和の日」として、各クラブはこの日を国際理解、友
情、平和への取り組みを再認識することが求められ、
２月23日からの１週間を、ロータリー特別週間「世界
理解と平和週間」であることを強調することが定めら
れています。
　ロータリーでは奉仕活動の７つの重点分野の第一に
「平和構築と紛争予防」をかかげ、1999年から平和と
紛争の解決を研究し、平和達成に活躍する人材の育成
に努めています。2002年には国際基督教大学を含む世
界の７大学と提携してロータリー平和センターを設
置。紛争の予防や解決に必要な専門的スキルを教え、
長期的な平和構築のために活躍できる人材の育成を目
的に、年間100名のフェローに平和センターで学ぶた

２月９日２月９日

２月16日２月16日
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例　会　記　録
第1604回例会� ２月２日
12：30～13：00　ANAクラウンプラザホテル

国歌　われらの生業（斉唱なし）
物故会員黙祷
　当クラブ　三好清隆会員（㈱ミヨシ　代表取締役社長）
　１月４日ご逝去（87歳）
MPHF表彰（バッチの贈呈）
　杉本清英会員
　室﨑雅宣会員（第２回）
　岡本俊雄会員（第３回）
お誕生記念月記念品贈呈（１・２月分）
　水谷耕平会員挨拶
　皆様こんにちは。お久しぶりでございます。
　昨年２月の誕生日では、新型コロナウイルスの報道
が多くなっていたものの、まだ例会も通常どおり開催
され、私も飲み会にも出かけていました。
　１年経つと社会の情勢もすっかり変わり、例会も開
催できなくなることも多く、飲み会にも全く出かけな
くなりました。
　本当に生活が一変しましたが、変わったことをもう
少し考えてみると、この冬は鼻水が全くでないんで
す。例年だと、慢性鼻炎かというくらい鼻水が出て、
喉を傷め、１年に１回は声が出なくなることもあるの
ですが、今年はまったくそんなことがありません。ち
なみに、私の家族、子供たちは小学生ですが、皆鼻水
などの症状がありません。いろんな事情があるとは思
いますが、これはやはり手洗いとマスクの効果ではな
いかと思っています。これまでずいぶんと杜撰に生活
していたのだなと思いました。
　コロナがいつ終息になるか分かりませんが、終息し
てもこのような好ましい生活習慣は覚えておきたいと
思います。
　とりとめのない話になりましたが、本日は誕生日の
お祝い、本当にありがとうございました。
会長時間
幹事報告
　�ロータリーの友誌・ガバナー月信・クラブ月報配布
の案内。／来週以降の例会は本日の理事会で決定後
メールで連絡。／合同事務所の他クラブは全て２月
例会取り止め、各事務局は在宅勤務等で出勤人数を
制限中。連絡は出来るだけメールを利用のこと。／
例会終了後、理事役員会開催。

スマイルボックス
　佐藤二郎　会員
出席報告
　会員数�69名� 出　席�44名＋Zoom出席11名
　　　　�　　　欠　席�14名

第1605回例会� ２月９日
12：30～13：00　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
ご結婚記念月記念品贈呈（１・２月）
　藤田進会員挨拶
　本日は、私と妻の結婚記念日をお祝い頂きありがと
うございます。
　私と妻は、2007年の２月14日に結婚しまして、早15
年になります。
　調べました所、15周年は水晶婚式と言いまして、お
互いに水晶で出来たものを送りあう習慣があるそうで
す。初めて知りました。
　結婚13周年迄は、紙・綿・革・花・木・鉄・銅・ゴ
ムなど比較的安価なものが多いのに、15年目になると
急に高額になるのは何故なんでしょうか？花だけでは
いけないのでしょうか？本当に送りあうのでしょう
か？
　インターネット通販で見てみますと、1500円の小さ
なオブジェから、250万円のパワーストーンまであり
ました。お店の開店祝いに贈ると喜ばれるそうです。
　とりあえず私の欲しいものリスト（公開）に入れて
おこうと思います。
　本日は、ありがとうございました。
会長時間
幹事報告
　�2019-20年度地区活動報告書・熊平製作所寄贈「抜
萃のつづり」配布の案内。／ロータリーレート変更
の案内（従前１ドル＝105円→104円、２月から）。
／３月21日開催予定のグループ６・７合同インター
シティ・ミーティング・４月10日の西南の集いin鹿
児島・４月29日の広島14RC合同懇親ゴルフ大会中
止の案内。／ 2021-22年度版「ロータリー手帳」の
案内。希望者は事務局迄。

スマイルボックス
　熊本卓司　会員
出席報告
　会員数�69名　出　席�33名＋Zoom出席10名
　　　　�　　　欠　席�26名
プログラム
年男スピーチ
　新藤幸次郎　会員
　本年、60歳で年男になります、新藤幸次郎です。
　私は西区商工センターで「家具と仏壇の新藤栄」代
表取締役社長をつとめており、皆様の「快適なSTAY�
HOME」のお手伝いをしております。
　1961年昭和36年５月６日に生まれました。
　この年何があったか調べてみますと、国技の大相撲
で「柏戸」と「大鵬」の同時横綱昇進、六本木族出現、
タイトスカート、ショートパンツが女性に流行、踊り
では「ドドンパ」が人気、子どもの好きなものが「巨
人、大鵬、卵焼き」と、いかにも昭和という感じがし
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ます。
　流行歌はフランク永井「君恋し」、石原裕次郎「銀
座の恋の物語」、村田英雄「王将」と今でも歌い継がれ、
諸先輩方が好まれる歌です。
　当時の新製品は、明治製菓「マーブルチョコ」、森
永製菓「エンゼルパイ」、武田製薬「ハイシービタミ
ンC錠剤」またアンネから「生理用ナプキン、アンネ」
が発売され令和の今でも販売されています。
　まさに昭和の高度経済成長の前日ごろ、私は生まれ
たということです。
　60歳という区切りの年になりますと、よく思い出す
のが死去した父親のことです。
　今日は私の父親が語ってくれた話を皆さんに披露し
たいと思います。
　父は新藤栄次郎といい、大正元年生まれ、祖父の会
社の後を継ぎ２代目となりましたが太平洋戦争で赤紙
で軍隊に招集され、戦後、広島に帰ると、原爆で街は
荒れ果て、家や会社（当時は中区十日市町）は消え失
せ、先妻、長男も亡くなっていました。
　その状態から一念発起し、会社を立て直し、現在の
基盤を築きました、実質上の創業者です。立派な経営
者と尊敬しております。
　私は父が53歳の時の子供、弟が60歳の時の子供で
す。昔の人は元気が良かったんだなあと同じくらいの
年代になりつくづく感じます。
　年取った時にできた子供は可愛いとよく言われます
が、私も父母には可愛がられ、恵まれた生活をさせて
もらい、よく遊んできました。
　ただ昭和の時代ですので現在のように家族そろって
どこかに出かけるとか、父にどこかに連れて行っても
らうという記憶は、私が成人するぐらいまでほとんど
ありません。
　80歳過ぎるとさすがに体力的に衰え、床にふせるこ
とが多々ありました。
　時々、私を枕元に呼び、経営のイロハを教えてくれ
ました。
　晩年が一番父と話す時間が多かったです。
　印象に残るのは「金は兵隊の鉄砲の弾と同じ、いざ
という時に金がなければ戦はできない」「おまえが遊
んで金を使うのはたかがしれてる、ばくちさえしなけ
れば、下手に仕事して失敗するより、よほど安くつき、
勉強になる。仕事であせって失敗すれば大損害を招き
会社に迷惑をかける。経営者は従業員と異なり、定年
というものがないのだから、遊べるうちにためになる
遊びをしておけ、年取れば体力がなくなり、体がつい
ていかなくなるんだから」と
　なかなか父親が息子に言えない言葉と思います。
　また「島津製作所」の話をしてくれました。
　「島津製作所は、現在は精密機械、航空機器の一流
メーカーだが、もともと江戸時代は代々、仏壇の仏具
を製造する職人だった。江戸時代末、優秀な息子がで
て、海外の技術を取入れ、時流に乗り、職人から工場

へ、そして法人になり、現在に至っている。」
　これをたとえに出し、人間一代では寿命があるので
どんなに能力あってもなかなか大成はむつかしい。し
かし会社の基礎ができ、それを継続し守っていけば、
「のれん」に信用がつく。いつか優秀な子孫ができた
ら、その基盤の会社をもとに、繫栄するかもという教
えです。
　また「会社を大きくしようと思えば、時流に乗れば
大きくすることは可能だが、会社が経営者の器以上に
大きくなれば一番苦労するのは経営者。逆に会社の規
模を小さくしようとすると従業員や多くの問題が発生
しむつかしい。」
　よつて「会社は経営者の器にあう俗にいう身の丈に
あう位の大きさか、できればそれより小さいくらいが
楽に運営していくことができる。」
　「業務内容は時代とともに変わっても屋号さえ変わ
らなければ、のれんの信用はついてくる。」と
　こういう話をバブル全盛期の頃に語ってくれまし
た。当時はなんて夢のない事をと思っていましたが、
今になりようやくわかります。
　最後に父は「自分は創業110年まで会社を継続させ
てきた。おまえは150年まで会社を見続けていけ。そ
の後はまた子供に託せ」と。
　当社は令和３年の時点で創業134年。
　父との約束の150年まで、あと16年。健康に留意し
子孫にバトンを渡したいと今、考えています。
　ご清聴ありがとうございました。

第1606回例会� ２月16日
12：30～13：00　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間
幹事報告
　�６月12日より開催予定のロータリー国際大会（台北）
のバーチャル開催決定の案内。／３月のRI第2710地
区ガバナー杯親善野球大会中止の案内。／来週例会
は祝日休会、次回は３月２日（火）（３月から通常
例会に戻る予定）。／同好会幹事・会計担当者は事
務局から半期会費を受け取りのこと。／例会終了後、
次年度理事会開催。

出席報告
　会員数�69名　出　席�43名＋Zoom出席３名
　　　　�　　　欠　席�23名
プログラム
年男スピーチ
　井上俊博　会員
　みなさんこんにちは、年男ということでお話させて
頂きます。先週２月13日で60歳になりました。数え年
で61歳は厄年になるということで、初めて厄年のお祓
いに行きました。今まで厄年を意識したり、お祓いに
行ったことはなかったのですが、最初で最後の厄祓い
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です。厄年を意識したことがなかったので、ウィキペ
ディアで調べてみました。
　厄年（やくどし）は、日本などで厄災が多く降りか
かるとされる年齢のことであり、科学的な根拠は不確
かで、陰陽道由来とされるものの出典は曖昧であると
のこと。ただ、歴史は古く平安時代にはすでに存在し、
根強く信じられている風習だそうです。一般的に男性
と女性の厄年は異なり、本厄は男性の場合は、数え年
で25歳、42歳、61歳、女性の場合は19歳、33歳、37歳
とされてます。特に男性の42歳、女性の33歳は大厄と
呼ばれ、凶事や災難に遭う率が非常に高いので十分な
警戒を要するとされてます。「四十二の二つ子」といっ
て、数えで父親が42歳のときに２歳の男児は、四二に
二を加えると「四四（死死）」になることから忌み嫌
われ、親を食い殺すという迷信があり、仮に一度捨て
て人に拾わせて育てるなどの風習があったそうです。
いずれの厄年にもその前後１年間に前厄（厄の前兆が
現れるとされる年）・後厄（厄のおそれが薄らいでい
くとされる年）の期間があり、本厄と同様に注意すべ
きとされ、本厄の年に「厄祓い」・「厄除け」を行い、
神仏の加護を受けて凶事や災難を未然に防ぐ慣習があ
ります。厄年の数え方や行事については、地域や寺社
ごとの差異も大きく、通常は厄年の年齢には数え年を
用いますが、川崎大師は数え年ではなく満年齢で厄年
を計算するようです。地域や宗派などによっては61歳
の還暦を男女共通で厄年とする場合もあり、神社に
よっては、大厄のみに前厄、後厄を設け、小厄（大厄
以外の本厄）には設けない場合があります。また、地
方に幅広く根付く風習でもあるため、単純に厄除け参
りを行うだけではなく、地域を挙げての行事として祭
りのように祝う事もあり、広義の厄年に、七五三を含
める地方もあります。この場合、男性女性ともに厄年

の最少年齢は３歳（数え年）になり、その他、厄年の
数え方も25歳を「五五の厄年」など掛け算にするなど
の風習もあるようです。
　厄祓いは廿日市の大野インター近くにある大頭神社
というところでやってもらいました。神主（跡継ぎ）
が日立の時同じ職場でした。年齢は30ぐらいですが、
数年前に退職して、伊勢の学校で１年勉強したそうで
す。
　大頭神社の歴史は古く、「嚴島神社の摂社として推
古天皇十一年（603）に創祀されたと伝え、古くは嚴
島兼帯七社の一とされた。もと郷桑原に鎮座したが、
大正二年に現在地に遷座した。楽音寺蔵「安芸国神明
帳」に佐西郡二位五前として大頭明神とある古社であ
る。正安二年（1300）「伊都岐島社未造殿舎造営料言
上状」に「大頭社一宇三間一面、同戎殿一間一面、同
拝殿一間一面、庁屋五間一面、御供屋三間、鳥居一基」
と記されており、鎌倉時代には既に多くの社殿が建ち
並んでいたことが知られる。また、平清盛の頃より毎
年米五十三石余りを奉納されていたと伝え、毛利元就
公の時に二十三石、福島正則公の時に十六石、江戸時
代に至るも十二石の社領米を有していた。寛永十四年
（1637）再建の棟札を蔵す。」ということです。（大頭
神社ホームページより）
　すぐ傍に妹背の滝もあり、夏は川遊びもできる人気
の場所です。近くに行かれた際には訪れてみてくださ
い。
　コロナ過で旅行にも行けてませんが、コロナに負け
ないよう健康に注意して、アフターコロナには、よく
読んでいる司馬遼太郎の街道をゆくに書かれていると
ころを訪れてみたいと思っています。
　本日は貴重な時間を頂き、どうもありがとうござい
ました。

２月2日
佐藤二郎会員　１ヶ月半振りの例会再開と新型コロナウイルスの早期終息を祈念し出宝致します。

２月９日
熊本卓司会員　みなさまこんにちは！いつもありがとうございます！さて、私が今つけてます「マスク」MEAL�
MASK（ミールマスク）を紹介させて頂きます。このマスクは、食事用マスクです。飛沫防止が可能な食事のエチケッ
ト専用マスクです。価格は１つ￥990（税込み）です。よろしければぜひとも御使用宜敷くお願い致します。

スマイルボックス
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掲　示　板

３月行事予定
❖３月２日（火）
　12：30 ～　新会員歓迎例会
　13：45 ～　現次合同理事役員会
� ANAホテル４F会議室
❖３月23日（火）13：45 ～
　次年度理事役員会� ANAホテル４F会議室

My ROTARYアカウントの作成について
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：は是非登録をお願いしたい方
（理事、公共イメージ委員会、
入会4年目までの方）
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１月の会員記念日

―――１月―――
徳納　武使　10日
吉田　栄壮　31日
―――２月―――
林本　正継　９日
曽里　　裕　９日
井上　俊博　13日
佐々木　宏　18日
水谷　耕平　19日
藤井　良造　25日
荒木　　攻　28日

会員誕生日 創　業　月
――――――――１月――――――――
岡本　倫明　広島総合法律会計事務所�Ｈ19年
新藤幸次郎　㈱新藤栄商店� Ｍ18年
谷口　公啓　㈱キノル・システム・ワークス� Ｈ11年
――――――――２月――――――――
平石　雅史　プルデンシャル生命保険㈱�Ｓ63年
橋本　幸範　橋本法律事務所�Ｈ20年
奥田　　實　㈱奥田建築事務所�Ｓ52年
岡本　俊雄　岡本電機㈱� Ｓ10年
佐々木　宏　ヒサゴ食品㈱� Ｓ22年
曽里　　裕　広島ネームプレート工業㈱�Ｓ21年
山國　　豊　㈱しろがねや� Ｈ５年

パートナー誕生日
――――――１月――――――
上田直治夫人　真由美様　６日
――――――２月――――――
林本正継夫人　径代様　３日
漆原健夫夫人　貴子様　４日
影久知也夫人　恭子様　15日
李　志翔夫人　慎�裕加様　18日
時岡俊介夫人　由佳様　19日

入　会　月
――――１月――――
荒木　　攻　H８年
佐々木信幸　H22年
新藤幸次郎　H24年
宮﨑　　真　H26年
――――２月――――
山國　　豊　H26年
水谷　耕平　H27年
河原　英二　H29年
尾立　静泰　R２年
尾﨑　順也　R２年
深谷　泰之　R２年結婚記念日

――――１月――――
小野　　誠� 21日
小川　光博� 22日
根石　英行� 23日
――――２月――――
漆原　健夫� ４日

藤田　　進� 14日
杉川　　聡� 17日
荒木　　攻� 21日
井上　俊博� 23日
佐古　雄司� 26日
田中　朋博� 28日



　⑷その他
　　�佐古幹事からCOCOA（接触確認アプリ）を推進
することを説明、一同了解。

　　�佐古幹事からニコニコの方法について説明。当面
の間、誕生日・結婚祝い・ご婦人誕生日の出宝は
会費から請求することを決定。

　　�佐古幹事から事務局の在宅勤務体制について説
明。西南RCの古いパソコンをとりあえず使用して
もらう。WIFIについては環境の有無、無線が入
るかなどを確認して検討。ポケットWIFIも検討。
事務局と相談して会長幹事で決めることを決定。

　　３月の現次合同理事会（夜開催）は中止を決定。
　　�最終夜間例会の予定を６月15日（火）にすること
を決定。

次回開催日
　第９回理事役員会　2021年３月２日（火）13：45
閉会挨拶　根石副会長
　�できる限り感染を防止しながら、ロータリーの機会
を活かしていきたい。

日　時：2021年２月２日　13時10分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ
出席者：佐藤（二）、佐古、根石、桒田、上田、宮本、
　　　　梶本、山國、児玉、宮㟢、橋本、水谷

佐藤会長挨拶
　今後の運営方法を協議したい。
議事
　⑴２月例会について
　　�会長から説明。本日の例会形式（食事なし、30分
を目処）を２月中は続けることを決定。プログラ
ムは30分以内に例会を収めることを前提に15分程
度の会員卓話を入れることを検討する。２月も全
員出席扱いとすることを決定。３月からは通常形
式とすることを目指す。

　　�会長から、広島県の集中対策期間中での開催につ
いて、次年度の準備等もあることなどの開催の意
義を説明。

　⑵１月度会計報告
　　�橋本理事から報告。特に問題はない。
　⑶�各理事役員会報告
　　山國理事：�補助金事業の報告書を提出した。
　　　　　　　梅林、桜の整備事業については協議中。
　　桒田理事：�新会員歓迎会は保留。最終夜間例会は

状況を見ながら決める。
　　宮﨑理事：月報は２月号で合併号を製作。
　　児玉理事：�新会員広報なし。ロータリー情報委員

会GMも２月実施は難しい。
　　梶本理事：�クラブとして年配の会員に対する応対

を検討する必要があるかもしれない。
現会員が３名亡くなったことから、ク
ラブとしての活動の程度を考慮する必
要があるのではないか。米山寄付は進
んでいない。

　　宮本S.A.A.：事業は選択して実施すべき。

2020-2021年度　第８回理事・役員会　議事録2020-2021年度　第８回理事・役員会　議事録
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2021年３月16日発行  

今回は１月の例会が開催できなかったので、合併号になってしまいました。しかしながら
皆様のご尽力により２月は例会が開催できましたし、今後は皆様と顔合わせができる機会
がより増えそうです。また、お花見や野球観戦ができる日を楽しみにしております。
� （藤田　進）
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