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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申し上げます
昨年は西日本豪雨があり、大変な年でした。日本全体を見渡しても、地震・台
風・猛暑等もあり非常に厳しい年で、まだまだ完全な復興とはいっていませんが
月を追うごとに正常な姿になっていくものと思います。今年は自然災害のない平
安な年であってほしいものです。
今年は、国内国外共に変動の大きな年になりそうです。5 月に元号が変更、大化の改新（645 年）から
平成まで 247 種類元号が変わっています。10 月に消費税 10％になります。米中貿易戦争、今日も米中の
協議が行われました。4 月にイギリスが EU 脱退…世界に影響するものばかりです。
ともあれ、今年が会員の皆様にとって素晴らしい年になればいいと願っています。残り半年、会長任期
がありますし、2020-21 年度は大役をお受けすることになりましたので、皆さんのフォローをしっかりお
願いします。より楽しいクラブであるよう頑張ってまいりますので、今年も宜しくお願いいたします。

点
鐘 澤井会長
国歌斉唱 ロータリーソング「四つのテスト」

ポール・ハリス・フェロー認証

小畠勘次さん

三好副会長 乾杯の挨拶
明けましておめでとうございます。
先ほど会長がお話されたように、昨
年は西日本豪雨で皆さん大変な思い
で過ごされたと思います。今年は皆
さんにとって良い年でありますよう
に、皆様のご多幸と広島空港ＲＣの
発展を祈念して乾杯したいと思います。

乾

杯

ビジター紹介(夜間例会変更の為受付のみ)
(三 原)勝村憲明さん
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会 員 1 分 卓 話
鶴田秀樹さん
あと半年幹事の仕事が残っております
が皆様どうぞご協力よろしくお願いい
たします。災害復旧工事の仕事も頑張
りたいと思います。
三好敏之さん
仕事の話はあまりしたくないのです
が、1 月から紙が値上がりし苦しいス
タートとなりました。個人的には昨年
6 ㎏減量し、今まで着れなかった 10 年
前のスーツを今日着てきました。（ホー！ 拍手）

伊藤保さん
楠部滋さん
私はここに入った時（1 年 9 か月前） 私は 12 月 31 日 4 時から 8 時まで休日
から 6 ㎏太りました。
診療所当番にあたり 4 人の医師で 195
今年は変化の年という
人の患者さんを診ました。帰ったら紅
事で、いろんな事を変え
白歌合戦が終わりかけていました。
ようと思い、とりあえず顔からという事
今年の抱負は時間にゆとりが出来たので、またゴルフ
で髭を伸ばしてみました。
が出来ないかなと思っています。この件に関しては家
内の背中が遠くに見えて、なかなか追いつけそうにあ
りません。次年度は国際奉仕プロジェクト担当となっ
橋濱智美さん
ており、困ったなと。個人的には鹿児島大学の同窓会
今年は現状維持。この年になっていく
を広島で開催して欲しいという話もあり、やや重荷に
とだんだんといろんな面で下り坂にな
なっていますが何とか頑張りたいと思っています。
ってきますので現状維持でとどめたい
と思います。
藤川清さん
1 年で 5 ㎏太りました。ちょっとしん
松本邦雄さん
どいです。クラブ内でも髭がはやって
昨年は大きな災害があり、皆様方にも
いるので、流行にのってみようかな…。
ご迷惑おかけし申し訳ございません
でした。お陰様で無事年を越すことが
伊藤佳子さん
できました。体調もだんだんと良くな
個人的には細川数子さんの運勢では大
って 3 年ぶりに金毘羅に参ってきました。とにかく頑
殺界が終わり種子となります。
張りますのでよろしくお願いします。
初詣は東京の大宮八幡宮へ 300 円でお
みくじを買ったのですが小吉。納得が
森崎正治さん
いかず 100 円おみくじでも小吉。高屋の自宅近くでお
昨年は水害にあい、帯状疱疹にもなり
みくじを引くと大吉が出たんですよ。
地区大会に参加できなく残念な思いも
今年はもう少し体を引締めたいと思っています。ここ
しました。この様に人生というのは何
に来る前もしっかり泳いできました。
があるのか分かりませんので、何があ
っても大丈夫なように終活もしなければと考えまし
近藤一也さん
た。
今年はこういう風に生
が、今年はとにかく明るく楽しく生きていきたいと思
きたいと思っていま
いますのでよろしくお願いいたします。
す。
笑 顔
益谷昌治さん
（しあわせ やてくる と書かれています）
今日 5 時頃、証券会社の方からお電話
があり、セミナーの予約をしました。
熊谷祐司さん
その内容を含めて後日卓話をさせて頂
先日あなたの家は大丈夫ですか？とい
きます。
う本を買いました。65 歳以上の夫婦だ
けで住んでいてやがて空家になるので
重森佳代子さん
はないかというその秘密。
今年は人生で初めてご来光を見て感動
中四国で 1 番が岩国市、2 位が呉市、3 位が下関市、4
しました。
位が尾道市、5 位が三原。ビックリでしょ。呉市と尾
皆さんわかってますよね…。どうぞよ
道市は坂が多いのでなるほどと思うのですが、三原は
ろしくお願いします。
たぶん今まで帝人、三菱の方が沢山いらっしゃって、
その子供たちが三原を出ている方が多く、私も仕事の
関係で相続の事をしますが、ほとんど東京、大阪なの
です。

大下知男さん
佐々木正親さん
昨年は殆ど例会に出られず申し訳ご
新年早々前の席は重森さん。やはり女
ざいませんでした。災害に遭われた方
性が目の前に座られていると華があ
が年末までになんとか家に住まわせ
るなと…。昨年度は会員 2 人増えて 29
てあげたいという気持ちだけでした。
人になりました。7 月からは会長にな
鶴田電設さんを始め皆さんのご協力のお蔭で何とか りますが、松本さんどうしましょう…。与えられたも
済みました。ありがとうございました。
のは「ハイ」と言って受け入れようと思います。仲間
個人的には還暦を迎え、初孫が 2 月に生まれました。 に恵まれると何でも出来るように感じます。このクラ
ブで本当に良かったと思っています。
鶴田幸彦さん
川本幹事エレクトと共に張り切りたいと思います。
12 月 29 日仕事納めで、その夜三原高
校の同級生 20 人で食事会をしまし
川本吉則さん
た。帰ったら寒気がして翌日救急で行
想い起せば去年の年末、佐々木先生か
った病院でインフルエンザとわかり
ら「川本さん歯をさわって１年以上経
30 日～3 日まで寝込みました。バチが当たりました。
つよ」と言われ、治療に行きました。
髪の毛が伸びているのもそのせいです。皆さんにこの 歯を削ってもらっていながら
毛を分けてあげられないのが悲しいです。
（会場笑い） 「来年幹事頼むね～」と…。
今年僕は皆さんの為に生きようと思います。どうか声 私は椅子の上で大きく口を開
を掛けてください。どこへでも参上いたします。
きながら「あ～あ～」としか答
えられない状況でのお話でし
桐島勝利さん
た。（会場大笑い）
昨年は仕事の忙しさもあり、例会出席
佐々木先生は年齢が私よりお若いですが、常々お話し
率が悪かったことを反省し、今年こそ
て非常に尊敬できる方だと感じておりました。副幹事
時間管理を徹底し例会に参加できる時
桐島もおりますし、頑張っていきたいと思います。
間を作ります。
よろしくお願いいたします。
子育ても一生懸命頑張ります。
小畠勘次さん
乗越耕司さん
個人的には昨年新しい事業を始めさせ
昨年前期は大変お世話になりました。
ていただき、事業継承もほぼ終わりま
後は現会長さんが上手くリードしてい
した。今年は新たな気持ちで新しい事
ただき、またガバナー補佐も受けて頂
を始めようと思っています。
き本当に女神様のように思いま
先ずは、2 月 8 日に神田先生の講演の主催者をさせ
す。（大拍手）
ていただきますので申込を皆さんよろしくお願いいた
ありがとうございます。
します。今年のビジネスの方向性もお話しして頂ける
昨年は 10 月 31 日に 2 人目の孫 予定ですので期待して頂ければと思います。
（男の子）今年 2 月には次男坊
に 3 人目の孫（女の子？）が生
岡田雄幸さん
まれる予定です。
私が誰か覚えていらっしゃいますか？
4 月には大きな物事が起きるということで、私が欲を
半年間のご無沙汰です。新しい年が始
出さずに皆様方を信じて天命を待ちたいと思ってい
まり元号が 5 月に変わりますが、私は
ます。今年は平成最後と新しい年のスタートとになり
「Ｋ」共生…になってもらえばいいな
ます。私自信もそうですが、ロータリークラブのメン と思っています。老いも若きも、男性も女性も、障が
バーの皆様方にとって思い出に残る 1 年になるのであ いがあろうが無かろうが、共に生きる社会を作りたい
ろうと思います。それぞれの立場の中で本当に一生の なという事で…。なかなかそういう社会になっていな
うちでめったに経験の出来ない 1 年になりますように いのです。我々もだんだんと年を取り、体も動きにく
心からお祈り申し上げます。
くなりますがＡＩやＩＯＴに助けて頂きながら何とか
頑張って生きていければいいなと思っています。

ＳＡＡ 伊藤さん
河井一朗さん
1 分卓話、25 人で 1 時間という不思
今年 1 年何かにつけて頑張りたいと思 議な時間を過ごさせて頂きました。
います。
先ほど楠部先生が鹿児島大学出身とい
手に手つないで
うことでお話しされましたが、私は毎
週日曜日放送されていた西郷どんを見るのが楽しみ
でした。大久保正助が暗殺された際、乗っていた馬車
が倉敷市の五流尊龍院にあるということです。
平日（団体）で拝見できるという事ですから鶴田さん
旅行同好会で是非計画していただけませんか。今年の
目標の一つです。
ガバナー杯、自力でマツダスタジアムに行きたいと
いう事も目標です。3 月 10 日に練習試合もします。
皆さんそれまで自主練に励んでください！

玉川勇二郎さん
昨年は、どうしても現場に入らなくて
はいけない仕事があり、なかなか例会
に出席できず申し訳なく感じている次
第です。今年は早く楽になって例会に出れるようにし
たいと思います。
昨年は高知県宿毛市に私のボートを車で 4 時間かけ
て移動し、30 ㎏のカンパチを 1 時間 15 分格闘して釣
りました。
最終的には大間の方で…
が夢です。

澤井会長
最後になりました。皆さんの 1 分卓
話をお聴きし、本当に楽しいメンバ
ーで、良いクラブだなとつくづく感
じました。私は年末年始いなかった
ので初詣は行っておりません。今、鶴田さんからおみ
くじを頂きました。
【吉】
待ち人来ず
失ったもの出にくい
利益有れど少なし
人と人と互いに力を合わせれば良き道あり
しっかりと頑張りますので宜しくお願いします。

今後の例会予定

