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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申し上げます 

 

皆様どのような年越しをされましたか。 

今年は雪も降らず大変暖かいのですが、今日は風が大変強く、1 年半前の

災害の日を思い出しました。2020 年はオリンピックイヤーでもありますし、語呂の良い 2020

の年で、何か皆が元気になる新しい良い年になるような気がします。 

 私の会長年度も皆様のご協力で折り返し地点まで来ました。引き続き光

り輝くサーヴィスをそれぞれいろんな場所で繰り広げて頂けたらと思って

います。流石、広島空港ロータリークラブのロータリアンだなと思うよう

な活動、行動をこれからもずっと続けていただく 1 年にして頂きたいと思

います。今日は本当に皆様と新しい年を迎えられて幸せに思っています。 
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点  鐘 佐々木会長 

国歌斉唱 ロータリーソング「四つのテスト」 

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 

(1/8) 

29 

1 

22 

1 

1 2 

4 

92.00 

 

メイク 灰谷 

前々回 

(12/18) 

29 

1 

18 

1 

3 5 

3 

80.77 

メイク 灰谷・三好・川本 

幹 事 報 告 

《配 布 物》週報1172.1173号 

《回  覧》四クラブ合同例会 

ＩＭ出欠表 

ロータリーの友・ガバナー月信は次回

例会にてお配りします。 

 

2019年今年の世相を表す漢字 『令』 

正解者 大下さんへ記念品贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤会長エレクト 乾杯の挨拶 

明けましておめでとうございます。 

半年後に会長にならせていたただ

きますのでどうぞよろしくお願い

いたします。先ほど会長がお話され

たように、2020 年はオリンピック

もございますし、子年という事で良

いスタートをこれからきらなけれ

ばいけないなと思います。広島空港ロータリークラブ

の発展と皆様のご健康ご多幸を祈念して乾杯したいと

思います。 

乾 杯 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

          ＭＥＮＵ 

広島熟成どり胸肉のヴぁプールと世羅ベビーリーフの 

カラフルサラダブラックペッパードレッシング 

お造り三種盛り 

カレイのムニエル きのことベーコンのクリームスープ 

白菜の蒸し煮とご一緒に 

豚背ロース肉の低温ロティ ローズマリーの香り 

温野菜を添えて 赤ワイン仕込みのデミグラスソース 

味御飯 汁物 

シフォンケーキとクリームシャンティフルーツ添え 

コーヒー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 1 分 卓 話 

 

重森佳代子さん 

新年明けましておめでとうございます 

は、間違いです。正しくは、新年 お

めでとうございます 又は 明けまし

ておめでとうございます  

今年も目を光らせていますので、お話する言葉には皆

さんお気を付け下さい。今年もよろしくお願いします。 

 

兼田昌紀さん 

ロータリークラブに入会して 2度目の

正月を迎えることが出来ました。今年

は 7月から、幹事という大役を任され

ましたので、怖いもの知らずで頑張っ

て行きたいと思います。皆様よろしくお願いします。 

 

 



 

森崎正治さん 

去年は、大きな波もなく非常に平穏な 

日々でございました。新しいテレビ 

を買いましたら YouTube が見れるよう 

になり、それを見ていると今年は世界 

経済のすごい波があるのではないかとの事。いろんな 

波を乗り越えて頑張って行きたいと思います。 

皆さんよろしくお願いいたします。 

 

鶴田秀樹さん 

今年の抱負ですが、身内の話をさせて

頂きます。長女が 24 歳仕事をしてい

ます。次女は 20 歳で今年成人式を迎

え、専門学校でパティシエを目指して頑張っています。

今年の正月は 4 人で仲良く迎えることが出来ました。

来年は次女も卒業して就職する予定で、来年のお正月

で家族 4人の正月は終わりになり、その後は嫁と二人

の寂しい正月になると思います。もしよろしければ皆

さん我が家へ遊びにおいでください。今年もよろしく

お願いします。 

 

大下知男さん 

なぜ年が明けたら【明けましておめで

とうございます】というのか？テレビ

で話されていました。新年を迎えると

1つ年をとるという事で「おめでとう

ございます」という事です。 

私もいつの間にか数えで 63 歳という事でびっくりし

ています。今年 1年また元気で過ごしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

三好敏之さん 

娘が 2人おりまして、3年前からずっ 

と厄が続いいます。一昨年は長女が本 

厄、昨年は長女の後厄と次女の前厄、 

今年は次女の本厄、ここ 3年間ろくな 

ことがないのですが、今年はくよくよせずに前向きに 

考えて頑張りたいと思います。 

 

 

澤井一徳さん 

皆様のご協力の下でこの 1年間頑張っ

て行きたいと思います。強力なガバナ

ー補佐幹事が 2人いらっしゃいますか

ら安心しています。本当に今年どうぞ

宜しくお願い致します。 

 

 

 

橋濱智美さん 

是非とも今年は自分の為に生きたい

と思います。今まで家族の為とかいろ

いろあり、自分の事は後回しになって

いましたが、今年こそは自分の為に

…。 

 

小畠勘次さん 

恒例の 2月 7日の神田先生の講演会、

時代の流れを聴くのも良い事だと思

っています。 

今年は 2020 年オリンピックイヤー 

という事で、いろんな方と話をすると、大変革が終わ 

るのではないかと言われており、0から 1になる、ニ 

ューノーマルという言葉があり、そういった時代にな 

るそうです。今年 65歳になりますが、給料をもらっ 

ていても基礎年金がもらえるそうです。ビジネスの方 

もワクワクしながらいろんな事をやっていきますので 

よろしくお願いします。 

 

玉川勇二郎さん 

今年は、息子が YouTuber になると言

って今一生懸命動画を撮っています。 

そ れ を 教 え て も ら っ て 、 僕 も 

YouTuber になろうかなと勉強してい

ます。もしなったら登録をお願いします。 

 

鶴田幸彦さん 

最近、萩生田文部大臣に似ていると言

われます。(会場笑い) 

7 月より澤井ガバナー補佐について各

クラブ訪問に行って参ります。今年も

ムードメーカーで頑張ります！ 

 

乗越耕司さん 

昨年は、私自身良いことばかりあり

ました。2月 3人目の孫が誕生。4月

重森先生と一緒に新たな人生歩むこ

とが出来ました。7月息子が会社の後

を継ぐ手続きをしました。今年は、4人目、5人目の孫

が生まれそうです。私自身今の立場をしっかりと冷静

に判断しながらこの 1年間乗り切れれば来年また素晴

らしいことが起きるかなと思っています。 

広島空港ＲＣの皆様方と共にこの 1 年楽しく明るくし

っかりと有意義に過ごしていきたいと思いますが、大

変ご迷惑がかかる事だけはお許しいただきたいという

事を心からお願いして 3分の卓話を終わります。 

 



 

岡田雄幸さん 

私は、出席率が非常に悪いのにこの

ように温かく迎えて頂き本当に私は

幸せ者だなと感じています。ありが

とうございます。 

日本も世界も殺伐とした世の中になっています。今日

は、やまゆり園の初公判がありました。いろんな悲し

い事件、凄惨な事件が多くある時代になりました。 

何とか皆を幸せにしてあげたい！それは日本の文化を

変えなければだめだと私は思っています。日本には握

手の文化とハグの文化がないので

す。それがあれば絶対幸せだと思う

のです。そういう事を広めていきた

いと思います。 

…皆からハグ… 

「本当に幸せな気持ちになります！」 

 

益谷昌治さん 

私もハグして欲しいです！ 

 

 

 

これで今年は良い年になります。 

雄幸さんに感謝、感謝！ 

最年長ですから一言私の気持ちを

聞いてください。 

77歳の喜寿の時は、オリンピックの

年までは何とか元気でオリンピックを楽しみたいと思

っていましたが、考えてみますと…もう今年なのです。

私は８３歳です。なんでこんなに元気なのかと考えて

みると、ロータリークラブの皆様にお会いするという

事が、私の励みになっているのだと思います。（大拍手）

皆様に感謝しています。ありがとうございます。 

 

楠部 滋さん 

私が毎年楽しみにしている年末の第

九広島に去年は出られなかったので

す。これは、孫の幼稚園最後の Xmas

会だからという事で、そっちを優先

させられてしまったのです。挙句の果ては、娘達は年

末にチャーター便で海外に行ってしまいました。私達

はどこにも行かず寂しい正月で、私はためていた書類

の片づけるのに正月を使いました。今年は私も古希に

なりそうなのです。 

今年の抱負は、全然飛ばなくなった

ゴルフをちょっと力を入れて頑張

ろうと思います。 

 

松本邦雄さん 

一昨年水害で皆様に大変ご心配をお

かけしました。去年の 12月にようや

く許可が下りましたので、これから

新しい年に向けて復興作業をと考え

ております。 

2 年前から急性難聴症になりました。質問されても答

えることができないので申し訳ありません。皆様にご

迷惑をお掛けし、恩返しができないのですがよろしく

お願いいたします。60年近く毎年金毘羅さんにお参り

していましたが、ここ 2年病気をして上がれなかった

のですが、1 月 4 日金毘羅さんに上がることが出来ま

した。(大拍手)とにかく健康に気を付けて頑張ります

ので、足手まといになるかもしれませんがよろしくお

願いいたします。(大拍手) 

 

近藤一也さん 

今年ほどゆっくり正月を過ごしたこ

とはありません。フェイスブックで

見てくださった方もあろうかと思い

ますが、お酒を 3 本並べて…体重が

３㎏増えました。 

去年の 11月 30日で民生委員の仕事が終わりました。 

今年は、やりたいことがあるので挑戦してみたいと思

います。 

 

伊藤 保さん 

皆さんお気づきでしょうか？私顎の

髭がなくなりました。毎年イメチェ

ンしようと思い、今年のキャラはま

だ決まっていないのですが、髪の毛

をピンクにして…(鶴田幸彦さんより ヤメテ～) 

僕はとにかく明るいキャラで鶴田さんと

並んでロータリーの明るいキャラを貫き

たいと思います。7月から会長になります

ので宜しくお願いいたします。 

 

河井一朗さん 

私の会社は皆実町のユーホーの隣に

なります。藤川さんの会社も道路を挟

んですぐ前になりますので、「皆さん

待っておられますので、一日も早く復

活して例会に来てくださいね。」とお声掛けをさせても

らうのですが…。その藤川さんの会社に忘れもしませ

ん 12月 26 日にサンスイ設備がご迷惑をお掛けしてし

まったのです。今年の抱負は、ロータリアンとして若

い子をしっかりと指導していきたいと思います。 

後は(小さな声で)副会長です。よろしくお願いします。 



 

 

川本吉則さん 

早いもので幹事になりまして半分が

過ぎました。 

1 月 1 日からヤギの世話。気づけば

365日会社に通ってヤギの世話…。 

 

mihara village の村長さん＆副村長さん♫ 
 

昨年、今年の私の一番は、佐々木会長の元、幹事とし

てロータリーで皆様にご迷惑をお掛けしないように頑

張るというのが抱負です。あと半年頑張りますのでよ

ろしくお願いいたします。 

2 月 5 日の 4 クラブ合同例会は、三原港に集合でお願

いします。後日詳細はお知らせします。 

 

伊藤佳子さん 

昨年は子供が結婚し、孫が生まれ、

ロータリーで新人ながら大役をい

ただきハチャメチャをしまして本

当に申し訳ありませんでした。皆様

の寛容な精神のお蔭で、何とか半年

を過ごさせて頂きました。 

今日は皆様に一生懸命年賀状を書

いてきましたのでお配りします。 

 (会場から「平成になっとるよ～」) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反対にしてみて下さい。こうすると「令和」となります。 

 

 

熊谷祐司さん 

今日は朝 8 時から税理士さんと一緒

に熊本行ってきました。相続放棄の

件でお伺いしたのですが、その方は

お父様のお名前も分からない状態で

したので成年後見人を立ててもらう

事をお願いして、印鑑をもらわない

で帰ってきました。帰りは税理士さ

んが美味しい、うな重をご馳走して

下さいました。 

今年は 6 月までは副会長、再来年の 7月からは会長が

待っているので皆様宜しくお願い致します。 

 

佐々木正親さん 

昨年は職場の関係でも苦心した 1年

でした。持続可能な社会を作ろうと

すれば、若い人に任せないと人も育

たないと思います。 

話は変わりますが、女性会員どなた

かおられませんか。皆さま是非考えてください。 

個人的な事は、昨年ミャンマーにある先生の支援をい

ただき学校を寄贈しようという事で私が手をあげ、送

金しました。(拍手)10月に家族・従業員と一緒にいき

ますので、皆様方も実費になりますがよろしければご

一緒しませんか。ネットワークが出来れば地区補助金

やグローバル補助金を活用し、いろんなところに支援

する足掛かりになると思います。 

昨年、ロータリーの友にメールを送ったら、1 月にパ

キスタンでのポリオワクチンの接種に行きませんか？

と連絡がありました。今年は行けませんが、国際貢献

は非常に大きな課題だと思いますので、何か皆でロー

タリーの友を見てやってみたい事を見つけたら私に声

を掛けて頂けたらと思います。 

 


