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本本本日日日のののプププロロログググラララムムム（（（111 月月月 111111 日日日）））   

東広島地区医師会地域連携室あざれあ室長 三上雅美様 

がんと共に生きる 

～がん患者・家族・支援者のつどい「こころの駅舎」の活動を通して～ 

次次次回回回のののプププロロログググラララムムム（（（111 月月月 111111 日日日）））   

三原青年会議所 理事長 冨田伸博 様 

「今年度方針について」 

第１０５７回 ２０１７年１月７日 新年例会記録 

（広島エアポートホテル 19:00～21:00） 

 会 長 時 間 

明けましておめでとうございます 

 本年もどうぞよろしくお願い致します 

 皆様の清々しいお顔を拝見して本当にうれしく思います。名誉会員の益谷様も初会合

からこうしてお越しいただき大変喜んでおります。灰谷さんも元気なお顔を見させてい

ただき安心しております。また治療のためご入院されると伺っていますが一日も早く元

気になっていただき、皆さんとお顔を合わせることができれば幸いだと思っています。私も来週から 1か月お

休みいただくことになりますので、引き続きご迷惑をおかけしますがよろしくお願い致します。元気になって

帰ってきたらまた頑張りたいと思います。 

 今年のお正月は天気が良く皆さんもいろんな行事がスムーズに進んでいるのだと思います。株もびっくりす

るほど上がっており申酉騒ぐといわれるように今年はいろんな事がありそうです。20 日にはアメリカのトラン

プ氏が大統領に就任されますので、期待をされている方も沢山あると思いますし、予想以上の事が起きてくる

かもしれません。お体だけは十分管理していただき 1年を頑張って頂きたいと思います。 

 伊藤佳子さんが本日の新年例会から入会をしていただくことになりました。大変嬉しいです。皆さん本当に

良い方ばかりなので是非早く皆さんと打ち解けてていただいて奉仕活動に頑張って頂ければ幸いに思います。 
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伊藤佳子（いとうさん よしこ）さん入会式 

昭和〇年 9月 4日生まれ 

今年年女でございます。 

伊藤佳子と申します。 

三原生まれで小学校 3年生まで

三原におりました。父の転勤で

兵庫県に 7年、その後祖父が高

齢ということで高校生のころに

東広島に帰ってきました。学生の頃は、バスケットボ

ール部に入っていました。その縁で学校を卒業し、当

時横川本社のモルテンゴムの販売企画課に所属させ

ていただきました。 

 自分自身高校生の時に運よくインターハイに出さ

せていただいて、兵庫と広島のバスケットを勉強させ

てもらっていたのでみんなに少しでも力になればと

思いこちらに帰ってきまして、高美が丘小学校のバス

ケットのコーチ兼監督を 5年くらいしました。その当

時高美が丘も人数が多く良い選手が沢山いましたの

で広島県内でも優勝したことがございます。 

 市政モニターも参加させてもらい、当時ごみ問題の

事があり、東広島で自分だからできる事は何かと考え

ました。女性ならではのベビー・子供の服・洋品は成

長が速いので少しの期間しか使わないのです。祖父母

が高級なお洋服をプレゼントしてくれてもきれいな

まま捨ててしまう場合もあるのです。東広島も転勤族

が多く渡す人もいない。それをどうにか仲介したらと

考え西条で｛きっずきっず｝という店舗をはじめて 14

年になります。現在黒瀬と 2店舗細々とやっておりま

す。 

 モルテンゴムにいた当時からロータリークラブの

名前は聞いておりましたので今回近藤様からお誘い

を受けたときは、とんでもない事をと思いまして相当

悩みました。6 か月前に例会見学させていただいた時

に、皆様の笑顔がすごく居心地が良かったのです。 

私もどこまでついていけれるかわかりませんが、少し

でも勉強させていただいて仲良くしていただければ

と思います。何もわからないのでいろいろ教えて下さ

い。よろしくお願い致します。 

 

米山奨学生 黄 琳娜さん 

1月分奨学金をお渡しし

ました。 

近況報告 

明けまして 

おめでとうございます 

今年もよろしく 

お願い致します 

 

 

今年は良い年に 

なりますように！ 

乾杯～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出  席  報  告 

 会員数 

名誉会員 

出席者 メイク 欠席 

(免除 ) 

出席率 

本 日 

(1/7) 

27 

1 

21 

1 

0 6 

 

77.78 

 

メイク  

前々回 

(12/17) 

26 

1 

14 

1 

6 6 

 

76.92 

メイク 重森・灰谷・大下・河井・武野・堀内 



会員 1分卓話（今年の抱負） 

健康第一。みなさん是非早めの検

診をお願いします。ご自身はもち

ろん家族、従業員の皆さんにもお

願します。早く気がつけば今の医

療では回復できる可能性が高い

のですから。 

会社の方もボチボチ譲っていく準備をしないといけ

ないと思っています。 

 

私は昨年初めてゴルフ同好会で

ＢＢ賞をいただき、こんなに嬉し

いものとは思いませんでした。 

次回もう一度ＢＢ賞を狙いたい

と思います。 

 

去年は、約 50日ほど病気と闘って

おりました。1 月 10 日からもう一

度頑張ってきます。 

ゴルフ同好会での鶴田幸彦さんの

3 連覇は私が阻止したいと思いま

す。 

 

とにかく元気で 1 年過ごしたいと

思います。 

今年の抱負は、もう株の話はやめ

ようと思います。 

これからは雑学を勉強して、何で

も解ったふりをして余生を過ごし

たいと思います。今年 80歳になるのですから。 

 

 

頑張って卒業していろんな所へ

行きたいです。来週から北海道に

行き雪が積もっているところが

見たいです。次は沖縄に行ってみ

たいのです。 

 

 

昨年は新規事業を始めたり、ロー

タリーでは幹事もさせていただ

き本当に限界だと思うほどドタ

バタしました。 

ガバナーよりがん予防推進活動

報告を 1月末までに提出というこ

とでアンケートが届いていますのでしつこく聞きま

すが僕の事嫌わずによろしくご協力お願いします。 

 

カープ日本一。 

今年は絶対観に行きたいと思いま

す。 

仕事はもちろん頑張ります。 

 

 

 

とにかく何かをしたい！ 

去年あまり活躍しなかったので、

自分自身でも何か新しい事をやっ

てみたいと思っています。 

鶴田さん良いところがあれば連れ

て行って下さい。 

 

先ずゴルフで鶴田幸彦さんに勝ち

たいと思い、今年になって２回行

きました。101と 103です。 

仕事は昨日から始まったのです

が、ダイハツの軽自動車を５０台

販売する事を目標を決めて、ちな

みに昨日と今日で２台売れました。皆さん軽自動車の

お話があれば是非お知らせください。仕事もロータリ

ークラブも頑張りたいと思います。 

 

今年は玉川さんの所で、ダイハツ

の軽自動車を買えるように頑張り

ます。 

先ほどテーブルでお話があった、

城同好会に入って、僕もいろんな

所の城めぐりに連れて行っていただきたいな。 

今年は早くお店をオープンさせて仕事をしなければい

けないと思っています。一応 5 月の末ごろには出来る

予定ですのでよろしくお願い致します。 

 

ゴルフ同好会で２連覇中の鶴田で

ございます。 

私は旧正月を超えると方位学でい

う天中殺になります。これが２年

続くらしいです。60 年に１回の年

周り。こういう時にはどうしたらいいか？ついている

人についていけばいいという事で、森崎さんとお城を

見る同好会を作りますのでどうぞ皆さん参加してくだ

さい。 

 

今年は口数少なくをモットーに。 

先日、30 代から 40 代に間違われ

まして…これが新年の初夢ではな

く現実で自信を持ったわけで、若

さで頑張りたいと思います。 



昨年の年末に、日ごろやらない掃

除をしましたら捨ててはいけな

いものを捨ててしまい意気消沈

していましたが、今日新年例会に

出て大変元気が出ました。ロータ

リーの皆さんに是非励まして頂

きながら頑張りたいと思います。 

今年の抱負は、やはり体に気をつける事です。 

 

皆様お正月はごゆっくりされまし

たでしょうか。職業柄私はずっと

出勤でしたのでこれからゆっくり

したいと思います。 

野球は乗越さんを先発で今年は何

とかマツダスタジアムに行きたい

ですね～。ちゃんと練習して頑張ります。ゴルフは打

倒鶴田さんで頑張ります。 

 

一昨年前までは、空港フォーラム

で森崎さん、澤井さん、藤川さん

と私で新フォーリーブスで行っ

ていたのですが、昨年は行けなか

ったので今年は是非行きたいと

思っています。 

現在町内会長をしており、明日はとんどの準備日で、

今日少し遅れたのはその関係で、100 円ショップ、ナ

フコを走り回って材料を集めておりました。明日雨が

降らない事を願っています。 

 

フォーリーブスの一員の澤井で

す。今年は行きます！ 

昨年はある良い歯医者さんに恵ま

れ奥歯を 3 か所治しました。1 か

所は抜歯しすごく腫れました。腫

れて正解だそうです。今年は前歯

の治療になります。今年でぐるり 1周して完璧です。 

2 年前にお話しした妻と行く四国八十八か所は終わり

ました。今年も 1年かけてもう一度挑戦したいと思い

ます。 

 

竹光さん年末年始パソコンが壊れ

て大変でしたね。 

去年の初め 73㎏あった体重を 1年

で 70㎏に落としましたが正月後に

73.5 ㎏になりました。自分の体重

を見てびっくりしました。 

また 1年をかけて落としたいと思います。 

 

私の叔父が正月の 3 日に亡くなり

ました。96 歳で大往生。そのせい

か疲れてしまって昨日は仕事で頭

が全然回転しませんでした。 

今年はやっぱりボケないように維

持しなければと思っていたのです

が、今日、空財布を持ってきてしまいました。（笑い） 

 

まだ慣れていないＳＡＡですが、も

う半年頑張ってやっていきたいと

思います。 

体重の話が出たのですが、年末私は

若々しいスーツを着てきたのです

が、20 代の時のものです。20 歳の

時から５㎏も太っていない状況です。（素晴らしい！） 

 

日本の文化を調べていると神道の

文化で、お正月そのものが神道の

行事です。おもち、鏡餅はどのよ

うにされますか？新年の神様がお

もちの中に入ってこられ、そのお

もちの神様が鏡開きと共に皆さんのそれぞれに散らば

っていかれる。ところが切ったら縁切りなので、手で

割るのが正しいのです。 

70過ぎると体の中にいろんな事が出てきます。今一番

つらいのは、膝の軟骨が消耗して登りは何とか大丈夫

ですが下りがとても痛く、正座は今は出来ません。 

 

１年前にゴルフを復帰し、１月１日

7時２０分初日の出を拝みその後ス

タートしました。私は、お正月に除

夜の鐘を打ってきました…108… 

機会がありましたらゴルフ同好会

に参加させてもらおうと思います。 

今年の抱負は、皆さん先輩の笑顔にならって私も一歩

一歩笑顔で頑張りたいと思います。 

 

Ｈappy Ｎew Ｙear 

・7月からの会長年度を頑張る。 

・昨年三男が結婚し今年初孫が元 

 気で生まれてくれる事を願う。 

・次男が５月結婚予定。末長く幸せに。 

・会社を譲れる道筋をつけたい。 

・愛妻と仲良く。 ・重森さんと力を合わせて頑張る。 

広島空港ＲＣの益々の発展と会員増強、皆様方のご健

勝とご活躍、女性会員の増強を目指して頑張る年にし

たいと思い、今年度の希望と抱負と欲を申し上げまし

た。本年もどうぞよろしくお願い致します。 


