
教育を受けられる環境を作り、子供も大人もいつ

でも学ぶことができることを目指します。

　識字率は世界全体で向上しており、教育におけ

る男女間の格差も縮小してきていますが、今後も

状況を改善していくには、更なる支援や努力が必

要となります。ロータリーとして何ができるか知

恵を絞らなければなりません。

　最後に、ホームページに「ロータリー奉仕デー」

in宮島を開催するための視察訪問が動画で掲載さ

れていますので、ぜひご覧ください。

　 以前から体調を崩されていた垣見 直樹君が８

　 月末日をもって退会されました。

　 ９月30日の夜間例会は中止といたします。

　 クラブHPをリニューアルすることといたしま

　 した。

　 八條 公貴（ひろき）さんの入会が９月定例理

　 事会において承認されました。

　 10月末までは例会欠席されても出席扱いとし、

　 メークアップも不要です。

　 第2710地区 地区大会のご案内

　 　RI第2710地区 2021-22年度地区大会が、

　 下記の通り開催されます。

　 　新型コロナウイルス感染症の状況から、本

　 年度もリモート形式で開催されることになり

　 ました。ご賢察の上、出欠のご回答を賜りま

　 すようご案内申し上げます。

　　　　　　　　　　東京2020パラリンピック

　　　　　　　　　が９月５日に閉幕しました。

　　　　　　　　　アスリートの皆さんの活躍に、

　　　　　　　　　さまざまな障害を乗り越え努

　　　　　　　　　力することの大切さ、諦めな

　　　　　　　　　い心を学ばせていただきまし

た。感謝です。

　９月はロータリーの７つの重点分野のひとつ「基

本的教育と識字率向上月間」です。

　（このたび、ロータリー財団管理委員会と国際

ロータリー理事会は、「環境」という新たな重点

分野を追加しました。「環境」は新たに７つ目の

重点分野となり、グローバル補助金によって実施

される奉仕活動のカテゴリーとなりました。なお

プロジェクトのための補助金申請は、2021年７月

１日から受付開始となります。）

　基本的教育と識字力は、貧困問題や保護上の課

題に取り組むために必要であり、地域社会の発展

を導き、争いのない世界を実現するには欠かすこ

とのできない要素となっています。ロータリーで

は、「基本的教育と識字率向上」の重点分野に該当

する数多くのプロジェクトが実施されており、国

連ミレニアム開発目標を力強くサポートしていま

す。

　国連が提唱するSDGsには17の目標があります

が、４番目の目標として「質の高い教育をみんな

に」の項目があります。誰もが平等に、質の高い
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　　 実行委員会は毎月１回開催する　承認

　⑨ 新型コロナウイルス感染症に関する９月例

　　 会の対応について

　　 メークアップ不要とし、全て出席扱いとする

　　 承認

　協議事項

　① ８月19日・26日例会について

　　 19日については会場（ANAクラウンプラザ

　　 ホテル広島）での例会（最小限度の出席者）

　　 プラスZoomによる配信、26日については

　　 臨時理事会を開催し例会スタイルを検討

　日時　2021年８月19日㈭　13：40〜

　場所　ANAクラウンプラザホテル広島３階

　　　　例会場内

　協議事項

　① 広島県への「まん延防止等重点措置（８月

　　 20日〜９月12日）」適用に伴う対応について

　　 ８月26日・９月２日・９月９日例会をWEB

　　 例会とする

　　 ９月９日㈭現在　会員数86名（女性３名）

　　  例会場出席８名　Zoom参加42名

　 　ロータリーの友誌紹介

　 　単独Web例会になって２週目となりますが、

　 自主申告しにくい環境になっているかと考え

　 ています。例会場での通常例会開催まで今し

　 ばらく時間を要すると思いますが、ぜひスマイ

　 ル情報の提供をお願いいたします。スマイル

　 情報は広島西ロータリークラブホームページ、

　 SAA委員の方でも随時受け付けております。

　 　皆さまの情報提供をお願いします。

　 荒川君

　 　前回の例会中に携帯電話が鳴り続けた荒川

　 君。スマンボックスにご招待いたします。

　　　日付／10月17日㈰

　　　時間／13：00〜本会議【Web配信】

　　　内容／記念講演「尾木ママの７つの人生力

　　　　　　〜コロナ時代を生き抜くチカラ〜」

　　　　　　　　教育評論家　尾木 直樹氏

　　　※登録料：2，000円（全員登録）

　　　※アクセス方法につきましては後日ご連絡

　　　　いたします。

　　　※時節柄、プログラム等変更もございます

　　　　ことをご了承願います。

　　　※会長幹事会、懇親会を2022年５月28日㈯ 

　　　　於：ANAクラウンプラザホテル広島で、

　　　　記念ゴルフ大会を翌５月29日㈰ 広島カ

　　　　ンツリー倶楽部八本松コースにて開催予

　　　　定です。

　日時　2021年８月５日㈭　13：40〜

　場所　ANAクラウンプラザホテル広島４階

　　　　「カメリア」

　報告事項

　① 広島14ロータリー正副会長幹事会（懇親会）

　　 中止について

　② ひろしま国際平和マラソン・八幡川リバーマ

　　 ラソンの開催中止について

　審議事項

　① 台南RCの御恵送への対応として、御菓子所

　　 高木の商品を返礼品として送った　 承認

　② ９月（修正）及び10月卓話プログラムにつ

　　 いて　承認

　③ ９月30日夜間例会並びに会員懇親会につい

　　 て（修正）　承認

　④ 10月14日職場訪問例会について　承認

　　 ただし、コロナ状況下における計画変更・

　　 中止判断を２週間前の状況を鑑みて審議す

　　 る。

　⑤ 10月７日米山強調プログラムについて

　　 「啓蒙活動」を「啓発活動」とする　承認

　⑥ 新会員候補　八條 公貴さんの入会手続き開

　　 始について　承認

　⑦ 職業分類の新設について

　　 「道路工事業」を追加する　承認

　⑧ 「ロータリー奉仕デー」in宮島について
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第３回理事会議事録

第４回（臨時）理事会議事録

プログラム・出席委員会

委員会報告

会報雑誌・広報委員会　　長谷川（行）君

SAA委員会　　　北村委員長

スマンボックス



　今日は体験として、命を三度救ってくださった

先生の話をしたいと思います。

　１度目は私が４才の時のことです。

　我が家は戦前は長月院という寺でした。その次

男として生まれましたが、76年前の原爆投下に

よって本堂が潰れ、爆風により腸がとび出し（何

が飛んできて当たったのか分かりません）もう命

は無いと言われたそうです。たまたま伯母が産婆

をしていたので、すぐに知り合いの軍医に麻酔薬

もないまま縫合処置してもらい、命拾いしたそう

です。（その当時のことを思い出したくなかった

ため、伯母や両親に尋ねることをしなかった故、

今となってはその当時の詳細は分かりません）。

ただ「麻酔もないのによく我慢をしたよ！」という

声ははっきり覚えています。

　２度目の命を助けてもらったのは７年前の出来

事です。

　当クラブの紫友会（１月４日）が終り（朝から

少々熱がありましたがプレーして）帰宅してから

のことです。いつも通っている家の前にあるスポー

ツセンターで汗を出せば熱はさがるだろうと甘く

考え、サウナに入って直ぐに気を失ってしまいま

した。入っていた人達が事務所に知らせ、救急車

がきました。熱はありましたがすぐ正気になって

いました。「当番医（吉島病院）に診てもらいな

さい。夜が安心です」ということで検診に行きま

したがインターンのような人が解熱剤をくれただ

けでした。翌朝熱が高いので佐伯区の当番医セン

トラルクリニックで、色々画像診断をしてもらっ

たところ、即廿日市JA病院へ連絡。日曜日でし

たが40℃以上もの熱があり、即入院。診断は重症

肺炎でした。高熱のための言動で他の患者さんに

迷惑をかけてしまいました。個室が空くまで緊急

治療室で対応してもらい、２日後個室に入れまし

た。肺炎球菌は92種類あり３割が良くない菌だそ

うです。２日ずつ投薬を試しましたが、コレもだ

め、アレもだめ。６日目に試された薬に反応があ

り、８日目位からびっくりする程、日に日に良く

なっていくのが分かりました。その間には酸素濃

度が80台になったり、妄想が始まったり、家族を

呼んでくださいと言われたり、危険な時期があり

ましたが、運良く効く薬を見つけて治療してくだ

さった河野先生に感謝の気持ちでいっぱいです。

　３度目は６年前。

　心臓の手術をしましたが、脈拍が40以下で低く

運転するのは危ないと言われペースメーカーを入

れることになりました。今のところ３ヶ月に１回

受診しています。楽しくゴルフもでき、本当に良

かったと思っています。
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山木君（41年）　　　部谷君（05年）

井原君（04年）　　　上野（彰）君（03年）

小宇羅君（02年）　　 小下君（01年）

連続出席100％（６名）祝祝

会員記念日

笹野君　　　武田君　　　　　松田君

大谷君　　　長谷川（行）君　　大植君

ご結婚記念日おめでとうございます。

（６名）

連続出席記念品贈呈

５年　部谷　俊雄 君

  命

　　　長谷川  行 信 君

卓　話卓　話

９月９日㈭はWeb（Zoom）例会でした。



例会日・木曜日  12:30〜13:30

例会場・ANAクラウンプラザホテル広島

会　長　梶本　政明

幹　事　松岡　輝明

事務所・〒730-0011  広島市中区基町6-78
　　　　リーガロイヤルホテル広島13F
　　　　TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
　　　　E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作　成・会報雑誌・広報委員会

広島西ＲＣ 検索

１．真実かどうか？
２．みんなに公平か？
３．好意と友情を深めるか？
４．みんなのためになるかどうか？


