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2019 年 6 月 2 日（日）澤井会長お疲れ様～広島空港ＲＣ25周年親睦日帰り旅行～  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年６月２日、広島空港ＲＣ会員とその家族１６名で「大

原美術館～倉敷美観地区～最上稲荷」の２５周年記念親睦日

帰りツアーに出かけました。当初、鳥取県兎っ兎ワイナリー

行きを計画をしていましたが、バスでの移動時間がとても長

く、先輩会員のカラダへの負担軽減措置での変更ルートです。 

城南観光さんのお取り計らいで生ビールサーバー＆社内トイ

レ付きの革張りシートバスで悠々快適に車中を過ごし、１５

周年の時（元会員小早川会長時）に視察に行かれた尾道ＲＣ

村上さんの「ブルキナファソＤＶＤ」を見ながら、一路倉敷

方面へと向かいました。 

広島空港ＲＣ 創立２５周年記念号 



「大原美術館には、エル･グレコの名品『受胎告知』をはじめ、バルビゾン

派、印象派から現代にまでいたる西欧美術の代表と、明治期以降の日本近代

美術史を語るのに見逃すことのできない傑作群が揃っています。さらに、近

代工芸の巨匠たちや、古代中国、エジプト、オリエントの作品も、愛好者を

惹きつけています。（大原美術館ＨＰより抜粋）」 

展示施設は、本館、分館、工芸・東洋館の３館あり、本館にはモネ、エル・

グレコ、ピカソ、ゴーギャン、セガンティーニの作品など、分館には、岸田

劉生、関根正二、前田寛治の作品など、また工芸・東洋館には、濱田庄司、

富本憲吉、バーナード・リーチなどの作品、合計約 1,000点が展示されてい

ました。我が広島空港ＲＣの誇る堀内医院美術館も真っ青です。私はと言え

ば、妻の結婚祝いに従姉から頂いたモネの「睡蓮」の実物を見ることができ

たことに深く感動しました。 

大原美術館がある地域一帯は、倉敷美観地区

として指定されており、岡山県内２件目の伝統

的な建造物保存地区です。倉敷川の畔から街道

一帯に白壁の屋敷や蔵が並び、江戸幕府の天領

時代の町並みをよく残していました。倉敷市の

条例に基づいたまちづくりが堪能できる地域で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



昼食は和食処「和久」にて、旬の素材を使っ

た特別会席を倉敷の地酒といっしょに美味し

くいただきました。 

 

お腹いっぱいになった大きな体をユサユサと稲荷大明神目

指して長い参道を歩き、仁王門をくぐり抜け、法華経最上稲

荷本殿へ向かいました。令和時代の幕開けと共に消費税がア

ップされる先の見えない経済状況の中で、みんな思い思い  

の商売繁盛を祈願しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の企画は、「澤井会長一年間お疲れ様～広島空港ＲＣ25周年親睦日帰り旅行～」と題して、添乗員

「つる太つる子」がご案内させて頂きましたが、三原駅隆景広場から豪華バスに乗り込んだ途端に生ビー

ルや缶チューハイを飲み続け、最初から最後まで酔っぱらい状態でした。全く添乗員としての役目を果た

せず申し訳ない気持ちでいっぱいですが、でも私にとっては想い出に残る文化・芸術の、そして商売繁盛

祈願の２５周年記念親睦旅行でした。皆さん、本当にありがとうございました。 

                                         鶴田幸彦 



ロータリーの思い出 

益谷昌治 名誉会員 

1994 年 4 月 9 日、三原ＲＣがスポンサークラブとなって設立した広島空港ＲＣが今年で創立 25 周年を迎え

ました。生粋のサラリーマンであった私が、チャーターメンバーとして参加し 19 年間在籍させて頂いた。

2013年 6月 30日に退会しましたが、会員皆さんのご厚意によって 2013年 9月 1日に名誉会員として受け入

れて頂き大変感謝しております。 

 25年間を顧みるに、思い出は走馬灯のようにいろいろと思い起こしておりますが、紙面の関係で割愛いたし

ます。2013 年 7 月 17 日第 904 回例会の私の卓話記録「広島空港ＲＣチャーターナイトまでの思い出」を再

読いただければ幸甚です。 

「私的な思い出として…」 

①1998 年 7 月 1日～1999年 6月 30日時代に会長として創立 5周年記念事業の任に当たりましたが、広島空港

ＲＣとしては「国際ロータリー加盟認証状伝達式」に次ぐ公式行事であり準備が大変でありました。お陰様

で先輩クラブに見劣りすることのない記念式典と祝宴を盛大に執り行い、記念ゴルフコンペもフォレストヒ

ルズゴルフ場にて 15組 60名の参加を頂き、全ての記念行事を無事終えた事を今でも懐かしく思い出してお

ります。 

そして、何よりも 5周年を機にメンバーとの強い「絆」が生まれ、お互いが好意と友情を育み深め合う事が

出来たように思っております。 

記念事業としては、3 町の社会福祉協議会と広島エアポートホテルへ合計１２台の車椅子を寄贈し、広島空

港ＲＣの存在感を対外的にアピールできた事も大きな成果であった。 

 

②2000 年に全国空港ＲＣフォーラムを当番クラブとして最初に開催した時の実行委員長を務めました。全国空

港ＲＣフォーラムとしては、最大級の「おもてなし」であったと参加クラブから絶賛を受けました。観光コ

ースとゴルフコンペに分かれ案内しましたが、何よりも晩餐会での松茸飯と広島牡蠣料理が大人気で、大変

喜んでいただいた。 

 

③2001 年 10 月 22 日～23 日、ＧＳＥメンバーのキャスリン・ステダム（アメリカ人）さんをホームステイ先

としてわが家に受け入れたが、彼女はベジタリアンだったので、家内は食事のメニューに大変気苦労したと

思う。片言まじりの英語を使いながら、彼女と共に夕食を楽しんだことも思い出の一つとして残っています。

後に、家内が感想文を寄稿している。 

 

④私にとって最後の例会日（2013 年 6 月 26 日）に大下会長から例会 900 回出席の表彰を受けた事と、又野球

同好会の監督として若い選手の皆さんと共に練習に励み、第 10 回ガバナー杯から出場できた事、試合後の

反省会には決まって広島の夜を楽しんだのも忘れられない思い出です。 

 弱いチームの監督として、功績を上げることもできなかったが、退会にあたり感謝状をいただきました。 

 

 退会にあたり、皆さまからの心温まるご厚意と友情は終生忘れ得ぬと思います。ありがとうございました。 

松本邦雄 会員（会員歴 25 年 2か月） 

25 年前私がロータリークラブに入会したきっかけは、同業者である三原の田中運輸（株）の社長さんが、松

本さん今度エアポートホテルで異業種交流会があるので松本さんの名前を入れておいたよ、出席してくださ

いと言われました。 

私は異業種交流会なら出席してみようと思い出席しました。出てみれば新しく本郷を中心にクラブを立ち上

げるお話でした。ロータリーのロの字も知りませんでしたが、参加する事に致しました。 

今日２５年間で沢山勉強させていただきました。そして多くの友人知人と知合う事が出来ました。 

これからもロータリーの信条である職業奉仕、四つのテストを心において頑張りたいと思います。 

森崎正治 会員（会員歴 25 年 2か月） 

ロータリーの思い出は、ロータリアンとの出会いにあると思う。 

素晴らしい先輩たちと話をすることができたし、その際、この上なく親切にしてもらった事は有難かった。

日頃の狭い交際範囲を超えて、多くの方々と同じ仲間として交友できたことも幸せであった。 



谷本康信 会員（会員歴 25 年 2か月） 

昨年 7月の豪雨災害で病院自宅ともに全壊した折には、皆様より暖かい励ましのお言葉をかけていただいた

りお見舞いをいただき、有難うございました。心より感謝申し上げます。11か月たち、4月 1日より外来再

開し、6月 1 日には 2階病棟も復活の予定です。今後も地域医療に貢献いたしたく、さらなる努力を重ねて

いく所存です。 

 

10 周年の時、西川きよしさんを招き、盛大な大会を催したことが思い出されます。その折の西川さんのご講

演は、ヘレンさんがお姑さんの介護をしたお話でした。今では超高齢者社会となり、介護は日常的に自分の

周りでもメディアでも話題となる重大な問題になりました。先見性のあるお話であったと改めて感心致しま

した。今後もロータリークラブの講演会で貴重なお話を伺えることを楽しみにしています。 

堀内 至 会員（会員歴 25 年 2か月） 

私が父の跡を継いで開業したのが、1993 年の 4 月でした。田舎での診療からまず始めに感じたことは、「昭

和のままの暮らし」でした。慣習に囚われ新しいことを受け入れることもしない人々でした。地域医療に貢

献だけでなく、社会を変えていかなければと思っていた時に、三原 RCから新しい RCを作りたいので参加し

てはどうかのお誘いでした。RCの『奉仕の精神』も私の心に強く響き、一も二もなく参加した次第です。チ

ャーターメンバーが私を含め 7名しか残っていないのは、寂しい気もしますが、それだけ新しい若い世代が

活躍できるクラブだと言えます。若い会員に頑張っていただきたい。 

広島空港 RC で一番感動したのは「ブルキノファソの国際奉仕」でした。小さなクラブが大きなことができ

るだろうかと思いましたが、会員皆が一丸となって国際奉仕を形にしていく作業は心躍るものでした。25周

年を迎えるにあたり、30周年事業として国際奉仕のビッグプロジェクトを企画してはどうでしょうか 

熊谷祐司 会員（会員歴 25 年 2か月） 

私の一番の思い出は、会長として名古屋での空港フォーラムに参加した時のことです。 

フォーラムが終了し懇親会が始まった頃、私は挨拶があるので紙に話す内容を書き留めていました。それを

隣の席にいた羽田ロータリークラブの方が見て、「何してるの？」と聞いてきました。私が「挨拶を考えて

います」と言うとその方は、「そんなことは止めなさい。貴方が思ったことを好きに言えば良いんですよ。

貴方の言うことなんて、誰も聞いていませんよ。譬え聞いていても、一杯飲んだら忘れています。だから、

メモなんかしちゃだめですよ。」この教えが、その後の私の人生に役立っています。変なご縁ですね。 

三好敏之 会員（会員歴 25 年 2か月） 

色々な業種や世代の方との出会い、また、他の地区でも知り合いが出来交流が持てたこと。 

一人ではできない奉仕活動をする機会をもらえ、また、実行できたこと。 

ロータリーの先輩からの貴重な話を聞いたり、相談に乗ってもらうことができた。 

楠部 滋 会員（会員歴 24 年 4か月） 

私は平成 4 年 5 月 11 日に、ＪＲ白市駅の近くで内科医院を開業しました。それから広島空港ができ、エア

ポートホテルが開業して、翌年ついに広島空港ロータリークラブの会員になりました。 

昼の例会は、私には何よりの気分転換です。美味しい料理をいただきながら人生勉強もできる楽しいクラブ

を、とても気に入っています。 

一番の思い出は、シスター黒田のブルキナファソ栄養失調児回復センターを支援したことです。ロータリー

の底力を強く感じました。 

藤川 清 会員（会員歴 20 年 11か月） 

入会から２１年になろうとしています。家族例会に参加していた子供たちが、大学生、 社会人になったと

聞くと、あらためて時の流れを感じます。 

ロータリーならではの体験がいろいろ思い起こされ、文字どうり走馬燈のように、次々と浮かんできます。

次々と-----（ここからは独白）しかし、妙に引っ掛かる記憶があるぞ？ 

ウ－ム、ロータリー野球大会だな。私が最後に参加した試合だった。 

チャンスをつぶしてしまった。申し訳ない。４番バッターだったのに、、、、、、 

１球目、打ちごろの球を見逃してしまった。 

２球目、ひねくれ球を凡打してしまった、、、、、アアそうだった。 

これはもう忘れることにしよう。 

 



重森 佳代子 会員（会員歴 20年 3か月） 

クラブの 25周年は、私のとっては入会 20年の節目の年です。 

様々な事業を通して会員の皆様と有意義な時を過ごさせていただいています。なかでも「四つのテスト」の

精神は私の人生の戒めでもあります。令和とともに新たなクラブの歴史をともに刻みましょう。 

大下知男 会員（会員歴 20 年 3か月） 

４０歳で入会し、いつの間にか 20 年が過ぎました。その間、会長幹事や各委員長を経験し、大変有意義な

時間だったと思っています。また、空港ロータリークラブのメンバーの皆様と、様々な事業や行事を通じ、

特に野球同好会では、和気あいあいと本当に楽しく過ごさせていただきました。これからもよろしくお願い

します。 

武野公昭 会員（会員歴 17 年 11か月） 

2001 年 7 月に広島空港ＲＣに入会し、はや 18 年が過ぎようとしています。途中、京都に常勤等があり、出

席でご迷惑をかけています。ロータリーで一番良かった事は、自分の職業の関係者以外の方々と親しくなれ

た事は、私のかけがえのないものとなっています。 

鶴田幸彦 会員（会員歴 15 年 7か月） 

平成１５（２００３）年入会以来約１６年間、メンバーの皆様の笑顔と温かい心に支えられ続けています。

出会いがあり、別れがあり、喜びも悲しみもあり、多くを学び、日々研鑚の中でこれからも皆様と共に歩ん

でいきたいと思います。 

近藤一也 会員（会員歴 13 年 3か月） 

あれから 5年、広島空港ビル 3階に、村中康彦さんの「雲の上の町」を 20周年記念に設置。これを契機に

芸術作品が飛行場内を飾ってくれることを願って難題を乗り越えて設置したが、残念ながらその後、作品

の増加を見ることに繋がっていません。年に一度は作品を見学に行くことにしています。時には、作品が

悲しい思いをしているのではと思わされる場面に出会い、ポケットから思わずハンカチを出して作品をそ

っと撫でることです。5年前の会員数で、熱い思いをもって取り組んだ 20周年、後 5年後は会員数も 30名

越えも夢ではない今、30年を目指して素晴らしいメンバーの皆さまと一歩いっぽ歩んで行きたいことで

す。 

澤井一徳 会員（会員歴 12 年 3か月） 

ロータリーに入会してはや 12 年、あっという間でした。いろんな方と知り合いになれ、本当に良かったと

思っています。また、会長やいろいろな役割の時は、それなりの緊張もありますが、ロータリーでは「素」

の自分を出せることがいいですね。「ほっと一息の空間・時間」と感じています。 

小畠勘次 会員（会員歴 11 年）（広島空港ＲＣ9年・福山赤坂ＲＣ2年） 

ご縁があり今回で三回目のロータリー入会式を行って頂き有難う御座います。 

年齢も６３歳にもなりやっとロータリーの内容が少し理解出来始めたようです。 

思い出はやはり交換留学生を受け入れた事ですかね～。我が家では女の子を育てた事がなくそれは生活の変

化が大変で夫婦揃ってノイローゼ気味になり早めにギブアップした事ですかね～。 

最近になってやっと「四つのテスト」の深い意味も分かり始めているのでまた留学の受け入れがあれば大丈

夫です。 

また、４回目の入会式をしないように頑張りますので今後とも宜しくお願い致します。 

橋濱智美 会員（会員歴 7年 8か月） 

一番楽しく嬉しかったこと！それはマツダズームズームスタジアムで広島空港ＲＣの選手がプレイしてい

る所を観戦できたこと。次は本当の決勝戦をズームズームで応援したい！ 

乗越耕司 会員（会員歴 7年 2か月） 

なんと言っても、入会させて頂いて５年目を迎えようとした時、名誉ある会長という役を頂いたことです。

優しく温かいメンバーの皆様に、感謝の気持ちで、いっぱいの毎日です。 

伊藤 保  会員（会員歴 7年 1か月）（広島空港ＲＣ 2年 2か月・広島北ＲＣ 在籍 4年 11か月） 

初めてロータリークラブに入会したのは１０年前の広島北ロータリークラブ。人事異動で退会しましたが、

縁あって広島空港ロータリークラブに再入会させていただきました。素晴らしい広島空港ロータリークラブ

万歳！ 

 

 



佐々木正親 会員（会員歴 6 年 6か月） 

広島空港ロータリークラブに入って本当に良かった、と感じている１会員です。このクラブに勧誘してくだ

さった松本様、本当にありがとうございます。松本様が２回目の会長をされたときの幹事をさせていただき、

様々な経験をさせてもらいました。会長幹事会の際、尾道で食べた でべら 本当においしかったです。 

鶴田秀樹 会員（会員歴 5年 3か月） 

広島空港ロータリークラブに入会し 5年になります。 

チャリティバザー・沼田川クリーンキャンペーン・親睦野球・４クラブ合同ゴルフコンペ・４クラブ合同例

会、等々数々のロータリー活動に参加してきました。チャリティバザーでは、会員で商品を持ち寄り、数多

く出品しいつも完売。地区補助金事業に役立てています。 

親睦野球では、この度初めて初戦突破を経験しました。また、三原 RC さんの協力で、マツダスタジアムで

の試合も体験させて頂きました。すごく貴重な体験でした。 

RC に入会し、他クラブの方々との交流や、様々なことを勉強させて頂いてます。 

これからも諸先輩の方々の意見を聞きながら、頑張っていきたいと思います。 

河井一朗 会員（会員歴 5年 3か月） 

5 年目となりました。楽しい例会や行事・美味しい料理の影響でしょうか…毎年ウェストが 1センチづつ増

え続けております。会員増強推進！体重増加抑制！ 

川本吉則 会員（会員歴 4年 1か月） 

入会前、「仕事＝お金を稼ぐ事」そんな粗雑な己の考え方に、ジレンマを感じていた私にとって、職業奉仕

について考える時間は、大変に有意義な時間となりました。 

皆様の笑顔に囲まれて、明るく、本音で相談する事の出来る、素晴らしいクラブに在籍させて頂き、感謝・

感謝です。 

玉川勇二郎 会員（会員歴 3 年 11 か月） 

広島空港ロータリークラブに入会してもうすぐ 4年、色んな人と出会い、また交流できて本当に良かったと

思います。入会おいて松本様に大変お世話になり本当にありがとうございます。 

桐島勝利 会員（会員歴 3年 2か月） 

私にとっての思い出は、結婚記念日にお送りいただいた花です。今まで一度もその様な事をしたことがなか

ったので妻が驚いて感激していました。私がしたことではないのですが、喜んでいる妻を見て私も嬉しく優

しい気持ちになったことです。 

谷本佳弘 会員（会員歴 2年 10か月） 

入会して３年が経ちました。皆さんと一緒に出場した野球大会や合同ゴルフコンペなど楽しい事ばかりでし

た。また 2018 年の西日本豪雨災害で本郷中央病院が被災した際にはたくさんの方々に応援していただいて

本当に感謝しております。これからもロータリークラブを通じて地域に貢献していきたいと思います。 

岡田雄幸 会員（会員歴 2年 10か月） 

私が広島空港ロータリークラブに入会入したのは約３年前です。 

ロータリークラブでの思い出の一つは、入会前に行った卓話です。 

人生の先輩を目の前にして、どんな話をすれば良いか大変悩んだことを思い起こします。 

また、入会した時も印象深い想いでです。皆さんに温かく迎えていただき、気品が高く格式のあるクラブだ

と思ました。 

年に数回しか出席していない私をいつも温かく迎え入れていただいておりますこと感謝申し上げます。少し

でも出席率が上げられるよう頑張りますので今後ともよろしくお願いします。 

伊藤 佳子 会員（会員歴 2 年 5か月） 

会に初めて出席した日、皆さんが笑顔で寄って来られ、名刺と共に自己紹介をもらい、とても紳士な振舞

いに驚いたことです。それに加え、当時の松本会長さんの優しい笑顔は居心地よく、入会の決め手でもあ

り印象深い想い出です。 

これからも視野広く多くの事を、四季折々の衣・食・住？場で学び、充実した時を過ごしたいです。 

兼田 昌紀 会員（会員歴 8 か月） 

平成 30年 9 月に入会させて頂き、8ヶ月が過ぎました。 

若輩者の自分を諸先輩方の温かい対応で迎え入れて頂き、いつも心地よい雰囲気で楽しませて頂いていま

す。これからもクラブを通して地域、社会貢献をモットーに励みたいと思います。 



第６回 広島空港ＲＣ親睦ゴルフコンペ 

期  日   令和 元 年 ６ 月 ９ 日（日） 

 集合時間   午前１０時２０分集合  I N 午前１０時５５分スタート 

 場  所   フォレストヒルズゴルフ＆リゾート 

1組 ※ 伊藤 保 三好 敏之 佐々木 正親 谷本 佳弘 

2組 ※鶴田 秀樹 乗越 耕司 兼田 昌紀 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニアピン賞 乗越さん・三好さん   

 

  ドラコン賞 佐々木さん・谷本さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


