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会長テーマ 『 温故知新 ～ 温故壱心 』

２０１８年 ６月 ５日 ６月第１例会
本日のプログラム ：

卓話 アクサ生命保険株式会社 古庵智章 様

２０１８年 ５月２９日（ ５月 第４例会 ） 報告
※点鐘
※ロータリーソング
※ビジター紹介
東広島市長 高垣広徳
西条ＲＣ
小早川 清
※出席報告
会員数
３３ 名
来訪者
３ 名
出席者
２８ 名
欠席者
５ 名

１２時３０分
正原孝司 会長
奉仕の理想
ＳＡＡ・プログラム委員会
貞岩 敬 会員
様 、 随行秘書 酒見 泰 様
様
会員増強組織委員会
立川宏治 委員長
５/１５欠席者
６ 名
メークアップ
４ 名
出席率
９３．９４ ％
通算出席率
９６．７０ ％

※メークアップ報告
（５/１５分）
榎
賢 志 君 5 月１０日 （西条ＲＣ）
村 尾 卓 志 君 5 月１０日 （西条ＲＣ）
※ニコニコ箱
正原 孝司 君 …
高橋 秀信 君 …
田中祐太郎
君…
武田 佳樹
梶原 賢典 君 …

梶原
有村

賢 典 君 5 月１０日
健 二 君 5 月１３日

（西条ＲＣ）
（地区協議会）

ＳＡＡ・プログラム委員会
貞岩 敬 会員
５月２７日(日)に次年度地区長期計画委員会があり勉強してきました。
あと１ヶ月、宜しくお願い致します。
花見例会のご参加ありがとうございました。天気にも恵まれ感謝です。
本日の次年度理事会、滞りなく進む予定に…。
結婚記念日のお祝いありがとう。これからも仲良く暮らします。

山名 征三 君 …

孫共が順調に成長し、嬉しく思っています。

西田 修司 君 …

黒瀬商工会会長になりました。

馬原 直史 君 …

東広島ＲＣ３１周年おめでとうございます。上用饅頭ありがとうございます。
上用粉と山芋の生地で餡は北海小豆のこしあんです。
家族例会たいへんお世話になりました。妻がとても喜んでいました。

貞 岩

敬 君 …

松村 哲治 君 …
☺本日のニコニコ箱☺

結婚３０周年で３０年ぶりにハワイへ行って来ました。
… ９，０００円

☺ ニコニコ累計額 ☺

…

２３８，０００円

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ

会長時間

会 長

ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ

正原孝司

本日は去る２月４日に行われた市長選で、
市民のみなさんから選ばれた、高垣市長に
お越しをいただき、東広島市の今後の市政
について、今はやりのつぶやきの、いわゆる
Twitter のお話も聞ければと思っております。
『子育てするなら東広島市』のキャッチフレー
ズにも有りますように、２０３０年問題で、人口
減少が言われている中、青少年への奉仕は
最重要事項と考えているのはどこの街も同じ
だと思います。
これから日本を元気にしていくのが、地方の
都市であり、文化芸術であろうと思っておりま
すので、是非、市長さんを盛り上げて、議員さ
んを説得して、市民を元気づけるという事が大事だと思います。
この街の持っている魅力をうまく掘り起こし、それを発信して次の代にも継げていき、他の街にもつなげ
ていければ、ベストではないでしょうか?!
さて、ロータリークラブでは、５月は青少年奉仕月間となっていますが、去る５月１０日には、西条ＲＣの
創立５４周年記念例会もあり、当東広島ＲＣも５月１６日が創立記念日で、ハワイ島のハリー・キム郡長か
らいただいた友好縁組にちなんだロータリークラブの日が、５月１２日でした！ さらに、１３日には、次年
度の地区研修・協議会が有り、５月２０日には、世羅への家族例会も有り、どちらかというと、ロータリー内
部どうしの親睦活動的な行事が多くありました！
私たちがしたい、また『しないといけない青少年奉仕は？』という事を５月は、特に考える月間ですので、
再度、再度、意識づけをお願い申し上げ、今週の会長あいさつとさせて頂きます。
ありがとうございました。

*** 本日のゲスト
生年月日
主な経歴

東広島市長

高垣広徳

様 ***

昭和２８年９月２３日
昭和５１年３月 大阪大学工学部卒業
昭和５１年４月 広島県庁入庁
昭和６３年４月 広島県土木建築部技術管理課主任
平成１０年４月 広島県総務部秘書課課長補佐
平成２２年４月 広島県土木局長
平成２５年３月 広島県庁退庁
平成２５年４月 株式会社サタケ経営本部部長
平成２５年７月 ㈱サタケエンジニアリング本部部長
平成２６年４月 広島県副知事
平成２９年１２月 広島県副知事を辞職
平成３０年２月 東広島市長
現在に至る

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profit Most Who Serve Best）」

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ

本日のプログラム

ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ

東広島市長

高垣 広徳

様

「東広島市のまちづくりについて」
東広島市の位置・人口
●件の中央部に位置し、県内
各方面からのアクセスが良好
●人口 １９２，９０７人（Ｈ２７年）

面積・地勢
●面積

６３５．１６㎢

●周囲を低い山々に囲まれた
標高 200～400ｍの盆地状の
地形が大部分を占める
●南東部は瀬戸内海に面している

人口の推移
■微増傾向だが、高齢化率は年々上昇し、生産年齢人口は減少傾向にある。
■生産年齢人口の減少に伴い、将来的には労働人口の維持・確保が課題となる。

これまでのまちづくり
２大プロジェクトの推進（①「賀茂学園都市」建設、②「広島中央テクノポリス」建設）

東広島市の強み・地域資源
＊４大学の集積

＊研究機関の集積

＊先端産業の集積

＊国際化の進展

＊日本酒のまち

＊高い教育力

＊高速交通体系

＊４７の住民自治協議会

＊都市と自然の近接

東広島市の課題
＊大学生の市外への流出
＊都市機能の不足
＊産業の成長力の持続
＊周辺地域の過疎化

まちづくりの基本的な方向性
「仕事も暮らしもナンバーワン」「選ばれる都市、東広島」の実現

「仕事づくり」
１.産学金官連携による
新産業の創出・創業支援
2.多様な働き方に対応した
ビジネス環境の充実
3.学生の地元定着に繋がる
新たな雇用の創出
4.中小企業・農林水産業の
生産性、ブランド力の向上

「暮らしづくり」
１.寺家地区、八本松地区等
における市街地整備
2.豊かな自然環境を活かした
移住・定住の促進

「人づくり」
１.教育環境の充実

「活力づくり」
１.交通連携基盤の

2.学生の地域活動支援
3.働き方改革の推進

さらなる強化
2.産業団地・産業支援

4.多様な主体が参加可能

3.都市拠点・地域拠点の形成

な社会の実現

インフラの整備
3.中央生涯学習センター

及びネットワーク化推進
4.次世代型の環境都市構築
5.共生社会の実現

跡地の有効活用等

「安心づくり」
１.子育て支援の充実、
待機児童の解消
2 地域医療、地域包括ケア
体制の整備・充実
3.健康寿命の延伸につながる
生きがいづくり
4.「自助・共助・公助」による
防災・減災対策の推進

5.魅力ある観光の拠点づくり

「超我の奉仕（Service Above Self）」
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※委員会報告および連絡事項
社会奉仕委員会 安井 潔 小委員長
・「社会奉仕活動」のご連絡
広島新生学園 心理療法施設の新設に伴い、施設に必要な備品等１０万円を寄付します。
６月１日(金)に新生学園へ訪問、６月１２日(火)の例会に園長先生が来訪される予定です。
・「きれいなまちづくりキャンペーン」のご案内
日時：６月１０日(日)午前８：３０～ 場所：東広島中央公園に集合 ご協力をお願いします。
※幹事報告
荒谷正彦 幹事
・「３クラブ合同例会」が、７月１２日(木)18：30～グランラセーレ東広島にて開催されます。
・「ハワイ島キラウエア火山噴火被害への義援金」募金箱をまわします。ご協力をお願い致します。
・例会終了後、次年度理事役員予定者会議を開催いたします。
・ヒロベイＲＣ記念式典参加者は、次年度理事会終了後に芸陽観光様より説明がありますので、ご出席
下さい。
・「東広島市私費留学生奨学金支給候補者の推薦」依頼が届いております。推薦候補者がありましたら
事務局までご連絡下さい。締め切りは６月８日(金)です。
◆広島新生学園 児童心理治療施設への寄付◆

社会奉仕委員会 安井 潔 委員長

【日 時】２０１８年６月１日(金)１４：００～
【場 所】広島新生学園 児童心理療法施設
【出席者】広島新生学園 上栗 園長先生他スタッフの皆さま
東広島 RC 正原・蔵田・荒谷・武田・安井（敬称省略）

次週のプログラム

６月１２日(火) １２：３０～

卓話

ＮＰＯ法人ＳＰＩＣＡ 山下育美 様

発行：東広島ロータリークラブ
●例会場 グランラセーレ東広島

●事務局
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