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第1306回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌斉唱　われらの生業
物故会員黙祷
　当クラブ　田

た

渕
ぶち

　昌
まさ

孝
たか

会員
　（木野川紙業㈱　取締役特別顧問）
　１月28日ご逝去（77歳）
�お誕生月記念記念品贈呈
　山下　幸彦　２月４日
　三浦　彰夫　２月８日
　林本　正継　２月９日
　曽里　　裕　２月９日
　佐々木　宏　２月18日
　荒木　　攻　２月28日
会長時間
　皆さんこんにちは。来訪者の皆様ようこそお越
し下さいました。ゆっくりと例会をお楽しみ下さ
い。
　さて、最近では街のあちこちにコーヒーの
チェーン店がありますし、コンビニでも淹れ立て
のレギュラーコーヒーをカウンターで簡単に買え
るようになりました。昨年１月にスタートしたセ
ブンイレブンさんは全店合計で昨年、３億杯以上
のコーヒーを販売されたそうです。
　総務省の家計調査によると、昨年３月以降、日
本の「コーヒー飲料」の消費は連続して前年同月
を上回り、６月、７月、10月は10％以上という高
い伸びとなりました。「コーヒー飲料」というの
は缶コーヒーやコーヒーチェーン、コンビニなど
で買ったものという定義だそうで、喫茶店やレス
トランで注文して飲むものは含まれておりませ
ん。どんな人が「コーヒー飲料」を一番買ってい
るか、と言いますと35歳から59歳の男性でなんと
年間14,579円も「コーヒー飲料」にお金を使って
いるそうです。一方で、同じ年齢層の女性は3,154
円で、男性の５分の１にすぎません。女性は家で
ゆっくりと自分が淹れたコーヒーを飲むというス
タイルのようです。
　コーヒーにまつわる話しを３つほどご紹介した
いと思います。
　第１に、コーヒーの生産国です。世界のトップ
は皆さんご存じの通り、ブラジルです。「コーヒー
といえばブラジル」の連想の通りで世界の３分の
１以上のコーヒー豆を生産しております。では、
２番目がどこかと言いますと、意外な国でありま
して、ベトナムです。ベトナムはコメと並ぶ輸出
農産物をつくろうと90年代にコーヒー栽培を本格

的に始め、今や世界の15％をつくっております。
３位がインドネシアであり、トップスリーのうち
２カ国はアジアの国というわけです。紅茶の国と
思われているインドも実は世界で６番目のコー
ヒー生産国というのも意外です。
　第２は世界でコーヒーを一人当たりで一番よく
飲む国はどこかということですが、ブラジルでは
ありません。１位はルクセンブルグで、２位はフィ
ンランド、３位はデンマーク、４位ノルウェー、
５位スイスと欧州が上位を独占しており、日本は
20位以下だそうです。一方で、インスタントコー
ヒーに限るとロシアが最大の消費国で、世界のイ
ンスタントコーヒーの４分の１をロシア人が消費
しています。このあたりも生活習慣の違いが出て
いるかと思います。
　最後に、コーヒーを入れる器械、コーヒーマシ
ンの話しです。最近は引いた豆ではなく、小カッ
プに入った濃縮コーヒーを使うコーヒーマシンが
人気を呼んでおり、コーヒーの世界にも技術革新
が起きています。なかでも最近、驚いたのはイン
ターネットに接続されたコーヒーマシンがアメリ
カの西海岸では販売されているそうです。これは
コーヒー豆の産地、焙煎業者、焙煎の度合いなど
を入力すると、ネット上から最適のお湯の温度、
ドリップのスピードなどをダウンロードし、自動
的にその豆でベストのコーヒーを淹れるという
「ＩＴコーヒーマシン」だそうで、実際に温度が
２〜３度異なるだけで、コーヒーの味はまるっき
り変わるそうです。コーヒーショップなどに設置
され始めているとのことで、一度飲みに行ってみ
たいものと思います。
　さて、今日の午後もコーヒーを飲んで、ふりか
けを食べて頑張って仕事をしましょう。
�幹事報告

　２月のロータリーレートは１ドル＝102円（１
月と同様）。／ロータリーの友誌・ガバナー月信・
次年度委員会配属表・熊平製作所「抜萃のつゞり」
配布の案内。／４月27日（日）開催　広島14RC
合同懇親ゴルフ大会参加希望者で現在未回答の方
は直接事務局迄。／例会変更。／例会終了後、理
事役員会開催。／２月６日（木）18：30より職業
奉仕委員会GM開催、2月９日（日）10：00より
梅林清掃実施。／次回例会は２月18日（火）（２
月11日が祝日のため）。
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�委員会報告
広報雑誌委員会
RLI報告＆ロータリーの友誌の感想
� 木村　恭之会員
第６期RLI（Rotary�Leadership�
Institute）2710地区分科会研修
パートⅠに参加して
　２月２日（日）広島国際会議
場で朝10時から夕方５時半までの研修に参加して
きました。
　50分授業、６時限までビッチリの一日でした。
　とても充実した授業に心地よい疲労感を覚えま
した。
　ロータリーライフをもっと充実したものにする
ため、ぜひとも多くの会員に受講して頂きたい会
でした。
ロータリーの友誌の感想文
2014年１月号
　比べてみよう　日本と韓国のロータリーのペー
ジが印象に強く残りました。
　日本と韓国のロータリアン会員数の推移比較は
鮮烈に映りました。
　また、女性会員数の比較もハッとする思いがあ
りました。
�スマイルボックス

田中茂樹会員（10,000円）　先日の福島訪問で
は、奉仕プロジェクト徳納理事、社会奉仕寺本委
員長、直前曽里会長、次年度会長林本予定者、杉
川幹事、杉本・岩田副幹事、新藤会員には、朝早
くから夜遅くまでご指導下さり有難うございまし
た。先日の津田子供の家でもお世話になりまし
た。遅くなりましたが出宝いたし御礼申し上げま
す。
根石英行会員　２月１日土曜日に、津田子どもの
家の子どもたちとのボーリングマナー研修を無事
行うことができました。子供の家からは子供達と
職員さん総勢32名が参加されました。当クラブか
ら参加いただいた田中会長、林本副会長をはじめ
とする皆様に感謝し、出宝いたします。
美珠々会（5,000円）　西ロータリークラブとの
囲碁対抗戦（２月１日開催）の結果勝利しました
ので出宝致します。１、２、３位を西南ロータリー
で独占しました。
芝楽会の結果
１位　先小山英夫会員
２位　河野　　弘会員
３位　山下　哲夫会員

出席報告
　会員数�63名　出　席�56名　欠　席� 7名
　　　　　　　�来　客� 4名
プログラム

会員卓話
「米山奨学委員会卓話」
� 米山奨学委員長
� 奥田　實会員
　こんにちは‼この場に立つの
は久し振りです。先ず、本日の
テーマ「米山奨学委員会」の話をします。
　今期スタート時、田中会長より米山記念奨学会
支援として、会員１人当り16,000円以上が示され
ました。
１　目標額
　　　16,000円×60人（会員数）＝� 960,000円
２　寄付額
　　　㋑普通寄付　4,000円×60人＝� 240,000円
　　　㋺100万ドル基金� 500,000円
　　　㋩特別寄付� 270,000円
　　　　　11月〜５月（７ヶ月）
　　　　　3,000円／人×７ヶ月＝21,000円
　　　　　21,000円×10人＝　　210,000円
　　　　　その他　　　　　　　 60,000円
３　実施額　（合計）� 1,010,000円
４　米山功労者表彰制度の改定（2003年度）
　　　〈従来〉
　　　　◦30万円　米山功労者
　　　〈改定〉
　　　　◦10万円　第１回米山功労者
　　　　◦３万円　準米山功労者
　今期、特別寄付をされた10名（氏名省略）の方々
は今期末で準米山功労者として表彰される。
５　米山記念奨学事業の概要
　①奨学生への支給月額
　　　◦研究生、学部生　　　10万円／人
　　　◦大学院生　　　　　　14万円／人
　②奨学金支給学生数　　　　約800名
　③寄付金　収入額　　　　　約13億円
　④奨学金　支出額　　　　　約14億円
　⑤欠損金　　　　　　　　　約１億円
　⑥積立金　　　　　　　　　約75億円
　⑦来期奨学金支給学生数　　約700名
　⑧寄付金　全国平均　　　　14,629円
� ／ロータリアン１名
　残る時間はロータリーの活動を離れた一人の
ロータリアンとしての話をします。
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　来る３月は私の誕生月です。誕生月の記念ス
ピーチを前借りして、私の誕生祝を兼ねて、お話
をさせて戴きます。
　誕生祝の話ですから、生れた時から今日までの
大きな節目の出来事と、建築設計で飯を食ってい
ますから皆様が御存じのない仕事の話をします。
　生れは昭和12年３月１日、満で77才（喜寿）に
なります。当クラブでは萬歳会員、外の有名人で
は先般、東京都知事に立候補された元首相の細川
さん、政治家では亀井静香さん、俳優では亡石原
裕次郎さん等です。
　昭和20年８才、小学３年、終戦、一番先に覚え
た英語がハングリー、“パパママピカドン”ハン
グリーです。菓子の全く無い時代、ヤンキーから
チューイングガムを得る術を知り、その経験を生
かして、昭和26年14才、中学３年の時、中四国英
語弁論大会に出場、“レディースエンドジェント
ルメン”どうして紳士淑女なのか私の周りの“おっ
さんとおばん”の英訳は何と言うのだろう。
　皆さん、トイレのことを何故ＷＣと言うか、ご
存知ですか？解らない‼ウンコとシッコの英訳で
す。
　「あなた‼そんな顔してノイローゼになるわヨ
‼」「わし、英語を知らんから大丈夫」
　小さい時から絵が好きで好きで小学５年生10才
の時から中学２年生13才まで村新聞と学校新聞に
四コマ漫画を連載。赤貧の何もない時代、文房具
だけは、その褒美に頂き不自由しませんでした。
中学を卒業する頃は真面目に“将来は漫画家”に
決めていたのです。
　長じて17才、原爆を受け体調の悪い父親を助け
るため大学を諦め昭和29年、目指すは大阪のスー
パージェネコン竹中工務店への就職挑戦でした。
北海道から沖縄まで全国の高校工業課程から応募
した生徒1,200名、その中の６名に入ることがで
きました。
　昭和30年18才、入社のため夜行列車で大阪駅に
着いたらポリ（警察官）に家出息子と間違われる
程の田舎者でした。着いた会社の寮で初めての水
洗便所にびっくり、当時ボールペンは世の中に存
在しません。設計図は全て鉛筆を削って描くので
した。
　翌昭和31年19才、広島支店へ転勤、初めての設
計が八丁堀の天満屋百貨店、当時エスカレーター
に乗るため行列ができました。
　翌々昭和33年21才、朝日ビルを設計、当時は今
よりも生意気、「何でも来い、どんな建物でも設

計してやる。」と頭に血が昇っていました。
　それから色々ありまして一気に
　昭和52年40才、独立しました。そうして
　昭和61年49才、ロータリーに入会。
　平成10年61才、会長。それから16年、77才にな
りました。
　次に仕事の話、先ずコストの話をします。70才
の時、広島市民球場を設計、専門家を含め全ての
人が不可能と言われた90億円は１円の予算もオー
バーさせずに完成させました。新球場は建築では
素人の皆さんが見られても解る通り仕上工事は簡
単なもので費用はかかっておりません。ローコス
トにできたのは構造体のローコスト技術です。身
近な例で最近、予算オーバーの話を色々見聞しま
すが、これは全て設計者責任、予算内でまとめる
のが設計者の責務です。
　省エネの話をします。
　昭和55年、34年前、当クラブの会員であった岩
村さんの「みやじまの宿　岩惣」を設計した時「浴
場の湯はボイラーで作るのが常識だが空気で作
る」と言ったら、あの岩村さんがポカンでした。
今では中電が住宅向けに空気で作る給湯、エコ
キュートを設置しています。当時“岩惣”では電
気代に換算して約30％の省エネを実現していま
す。次に昭和61年、28年前、徳島の脇町でショッ
ピングセンターを設計しました。世の中、誰もが
省エネ等、言わなかった時代です。そこに発電機
を設け電気を四国電力から買わなくてよい設計を
したのです。電気代が40％削減できました。当時、
通産省が「自ら電気を作って使用してはいけな
い。」と言われた時代です。
　この話には付録がついています。東日本大震災
で福島の東京電力、原子力発電所の事故、絶対と
いう言葉は使ってはいけないのですが、ここだけ
は絶対に冷却装置をストップさせてはいけなかっ
たのです。「想定外」であったという言葉で、以
後の事故対応をしていますが、冷却装置が動いて
いれば事故は起きなかったのではないか。とすれ
ば、この責任は誰にあるのか、私は原子力発電所
を設計した設計者にあると断じます。設計者の作
成した設計図通りに施工者は作るのです。原子炉
が動いている時は絶対に電気が必要なのです。設
計を業としている私は日常、設計する作品に命を
かけています。もし私が福島の原子力発電所を設
計していたなら事故は起こらなかったでしょう。
何の設計でも設計者は権限と責任をもつ存在で
す。
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　次に独創技術の話をします。
　先週末、日本中をアッと言わせるビッグニュー
スが駆け巡りました。小

お

保
ぼ

方
かた

春子さん30才、女性
の発見したSTAP（スタップ）細胞、すごいです
ネ。私達も負けないように日々新しい技術を研鑽
しています。いわゆる独創技術、これを持てば“一
生食える”技術です。
　私は18年前から皆さん御存じのコンビニ“セブ
ンイレブン”は広島で全店、設計しています。10
年前、構法で特許庁の実用新案権をとりました。
内容は“日本一ローコスト構法”です。この技術
のロイヤリティで一生飯は食えると思ったのです
が、トヨタ自動車が自動車製造技術を応用して独
自の構法を開発したのです。コスト差がほとんど
ないため、広島の田舎者とトヨタを比較したら当
然トヨタとなりました。他のコンビニに私の構法
を売り込めば採用されるのですが、同じコンビニ
は設計できません。しかし他の一般建築で応用で
きますので、日本一ローコスト建築を希望される
人があれば、それにお応えします。
　まだまだ頭の中身は若さに溢れていますから、
世間がアッと言うものを次に考えますから、ご期
待下さい。
　ご清聴ありがとうございました。
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第1307回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
ご結婚記念月記念品贈呈
　三好　清隆会員　２月11日
　杉川　　聡会員　２月17日
　荒木　　攻会員　２月21日
　佐古　雄司会員　２月26日
　田中　朋博会員　２月28日
お子様誕生祝い記念品贈呈
　桒田　博正会員　１月５日
�会長時間
　皆さんこんにちは。来訪者の
皆様ようこそお越し下さいまし
た。ゆっくりと例会をお楽しみ
下さい。
　さて連日、深夜から未明にか
けて、ソチオリンピックがテレ
ビ中継され、睡眠不足になっている方も多いかと
思います。日本選手は出だしで期待されていた選
手がメダルを取れないなど、厳しい滑り出しにな
りましたが、男子フィギュアスケートの羽生結弦

選手が金メダル、スキージャンプの葛西紀明選手
がラージヒルで銀メダルなど中盤に来て、ようや
くエンジンがかかってきたように思います。
　オリンピックを見ていますと、アスリートの年
齢の幅の広さにちょっと驚かされます。今回の日
本人の初メダルとなった男子スノーボードハーフ
パイプ銀メダルの平野歩夢選手は15歳。羽生選手
は19歳と10歳代の選手が目立つ一方、ジャンプの
葛西選手は41歳で参加選手の中で最年長でした
が、他の日本選手を上回る成績を残しました。
　種目によって選手年齢が大きく異なるのは、体
力や身体能力がモノを言う競技と技術的な要素の
占める比率が高い競技の差があるからだそうで
す。スケートはフィギュアもスピードも若くなけ
れば戦えませんが、ジャンプ台からの踏みだしや
飛行姿勢など技術と経験次第で成績を出せるジャ
ンプでは40歳を超えてもトップアスリートとして
活躍できます。女子スキージャンプで、ワールド
カップでは連戦連勝だった高梨沙羅選手がメダル
に手が届かなかったのも経験という見えない要素
があったように思います。
　もうひとつ見逃せないのは子供の頃からの英才
教育と練習時間の長さが選手寿命を左右する点で
す。羽生選手や浅田真央選手もそうですが、小学
生の時に才能を見いだされ、厳しいトレーニング
を積み上げ、オリンピックに至っています。19歳
といっても選手歴はその競技のトップアスリート
としては10年を超えるキャリアを持っているわけ
です。そうした選手は長年の練習の蓄積疲労で故
障が起きたり、子供の時からの英才教育の結果に
よる「燃え尽き症候群」なども出ることがありま
す。浅田真央選手が23歳ですでにソチオリンピッ
クを集大成として引退を表明しているのは幼い頃
からのトレーニングを必要とする競技の厳しさを
示しているようです。
　私たちの身の回りを見ますと、企業や組織で一
番難しい課題は世代交代のように思います。ビジ
ネスは経験や人脈という要素が大きな影響力を持
つため、企業の経営陣の年齢は高くなりがちで
す。一方、人間の体力、気力にはどこかでピーク
があります。その経験と体力のバランスをどう見
極めるかは、体力の個人差もあってなかなか難し
いことですが、世代交代に失敗すれば、組織も個
人もその影響を受けます。
　今回のオリンピックでも男子フィギュアでロシ
アのプルシェンコ選手が団体戦では活躍し、ロシ
アを金メダルに導きながら、個人競技では演技の
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プログラム
会員卓話
「世界理解月間に因んで」
　国際奉仕・台北新東RC親善
　委員会委員長
� 山下　幸彦会員
・国際化への歩み
　1910年までに16のロータリークラブが結成さ
れ、全米ロータリークラブ連合会として発足し、
ポール・ハリスが初代会長に就任。
　その後カナダのウインニベックでロータリーク
ラブが組織されロータリークラブ国際連合会に変
更、1911年大西洋をわたりアイルランド、スコッ
トランド、で結成され、1922年、国際ロータリー
の名称になりました。
・国際奉仕の始まり
　初期ロータリーで、最初に国際奉仕に類する活
動が行われたのは、1914年、第一次世界大戦の頃
からといわれ、アメリカからヨーロッパに出兵し
たロータリアンの子弟を、イギリスのロータリア
ン家庭がホストしたり、アメリカ、イギリス、ア
イルランド、カナダのクラブによって、ヨーロッ
パ各地で避難民への物資補給や、傷病兵の慰問や、
終戦で復員してくる軍人に対するボランティア活
動などが行われました。
・国際奉仕の思想
　ロータリーの国際奉仕の基幹となる思想は、国
家、思想宗教などの要素が複雑に入り交じって、
現実には１つとはいえない世界を、ロータリアン
のfellowshipに基づいた相互理解によって一つの
ものにして、恒久の世界平和を目指そうとすると
ころにあります。�
・国連への関与
　ロータリーが深く関与して、世界平和を実現す
るための特筆すべき活動として、国連の設立と国
連憲章の制定があげられます。
　1945年、サンフランシスコで行われた国連設立
準備会には、合衆国国務省から要請を受けて、RI
から11名の顧問団が参画し、国連憲章の原案作製
に当りました。
　その会合に出席した世界各国の代表のうち、７
名の委員長と20名の代表がロータリアンであり、
代議員を合せると実に49名のロータリアンがこの
作業に参加したと言われています。

スタート前に故障で棄権ということになりまし
た。受け継ぐ若手を育成できなかったロシアの失
敗のように見受けられました。
　そうした世代交代をどううまくすればいいの
か？ある自動車メーカーの幹部の方からひとつい
いアイデアを聞いたことがあります。そのメー
カーはＦ１に参戦しておられましたが、Ｆ１の技
術やマネージメントのチームには創業者の命に
よってある時点から「４年サンセット」制を設け
られたそうです。サンセットとは日没ですから、
チームメンバーは４年で任期が切れれば、次の人
に自動的にバトンタッチするというシステムで
す。経験が生かせそうでも、心残りでも、チーム
を卒業させます。こうした工夫こそ、組織には必
要なのではないでしょうか。ソチオリンピックの
残りの競技をそんな視線も持ちながら、観戦した
いと思います。
� （林本正継副会長による代読）
�幹事報告
　2014-2015年度版ロータリー手帳の予約案内。希
望者は回覧に記入。／津田子供の家からのボウリ
ング・食事マナー会の礼状を回覧。／２月25日夜
の新会員歓迎会は、河野会員の転勤に伴い歓送迎
会に変更し広島グランドインテリジェントホテル
で開催。／呉市立美術館「根付と宮中装束展」案
内を配布。／例会変更。
出席報告
　会員数�63名　出　席�51名　欠　席�12名
　　　　　　　�来　客� 2名　ゲスト� 4名
�スマイルボックス

佐々木宏会員（10,000円）　今日2月18日で70回
目の誕生日を迎えました。最近では70歳といって
も、ちっとも古来（こらい）稀（まれ）ではありま
せんが、これまで元気に過ごせたことに感謝いた
します。
山本豊会員（3,000円）　この度、２月15日付、
ひろしま市民と市制くらしのガイドに、優れた接
客、誰もが訪れやすいお店として「いい店ひろし
ま８店舗を表彰」に、山豊長楽寺店（漬物）も選
ばれました。皆様のおかげです。今後とも、よろ
しくご指導賜ります様お願いいたします。
芝楽会の結果（２／16）
優勝　山下哲夫会員
２位　河野会員
３位　伊藤会員
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今年ブラジルで開催されるワールドカップや本田、
長友、香川など欧州のプロチームでの日本人選手の
活躍が増加の大きな要因であると、すぐにわかりま
す。実際、中学校の部活で最大の部員数を持つのは
サッカーです。これに対し、水泳、陸上というのは
やや地味な競技で、人気の理由がややみえにくい面
もあります。どうやら、水泳は北島康介はじめ五輪
でのトップレベルの選手の継続的な活躍とウエアな
ど導入費用が安く、全国どこにでもプールがあり、
親しみやすいことが要因のようです。陸上は箱根駅
伝や中高年のマラソンブームなどが影響しているの
は間違いありません。つまり目に見えるヒーローが
いて憧れを持ちやすい、メディア露出が多く、メッ
セージをたくさん発信している、身近で参加しやす
いことなどが、そのスポーツに人を引き込むカギに
なっているようです。
　こう考えますと、私たちがビジネスなどをする際
にも同じことが言えるように思います。人に憧れを
持ってもらうような商品をつくらなければなりませ
んし、それには人を感動させるストーリーが必要に
なります。商品にかけた想いや開発の努力など実は
どんな商品、サービスにもストーリーはあるわけで、
それをどう表現していくかだと思います。
　メディアへの露出はなかなか難しいものですが、
インターネットを使った情報発信は低コストで誰に
でもできます。それも単発の発信ではなく、ウエブ
の頻繁な更新や週一のメルマガ発信など、きめ細か
い取り組みが欠かせません。また、最初、商品やサー
ビスを買ってもらう際の敷居を下げる工夫も必要に
なります。品質の高い商品はコストもかかっており、
値段も高くなりますが、まずは一回使ってもらうよ
うな導入の工夫が重要と想います。
　日本は少子化だけでなく、人口減少による市場
の縮小も始まっております。今後さらに厳しい経
営環境になりますが、スポーツの栄枯盛衰はビジ
ネスにも通じるヒントを与えてくれるように思い
ます。市場環境に関係なく売上を伸ばす知恵と勇
気をスポーツから得たいと想います。
�幹事報告

　新会員紹介・３月18日（火）開催のロータリー
情報勉強会案内を配布。／３月４日（火）夜の現
次合同理事役員会の未回答者は、必ず本日中に事
務局迄。／例会変更。／例会終了後、次年度クラ
ブ協議会開催。／本日18：30より歓送迎会が広島
グランドインテリジェントホテルで開催。／３月
２日（日）13：30よりG6・7合同IMがリーガロイ
ヤルホテル広島で開催。メークアップ対象。

2
� 25

第1308回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ROTARY
物故会員黙祷
　広島東南ＲＣ　児

こ

玉
だま

　治
おさむ

会員
　（こだまクリニック院長）
　２月19日ご逝去（68歳）
入会式
　山國　豊会員
　（ヤマクニ装飾　代表）
　推薦者：杉本　清英　会員・
　　　　　宮本　晋一　会員

�連続出席100％
　18年……荒木　　攻会員
　16年……平原　一彦会員
　８年……池久保光治会員
　４年……佐々木信幸会員
　２年……新藤幸次郎会員
会長時間
　皆さんこんにちは。来訪者の皆様ようこそお越し
下さいました。ゆっくりと例会をお楽しみ下さい。
　さて、ソチ・オリンピックも終わり、少し淋し
いような気もしますが、夜更かしで睡眠不足にな
ることもなくなりました。若い選手が活躍したり、
活躍できなかったりの大会でしたが、日本にとっ
て今後の社会構造の変化を真剣に考えさせられる
場にもなりました。少子化の問題です。
　どのスポーツも世界で戦えるトップレベルの選
手が出てくるかは、選手層の厚み、つまり競技人
口によってくると思います。フィギュアスケート
は今回、女子はメダル的には残念な結果になりま
したが、男子は好成績を収めました。やはり世界
のトップレベルの選手を輩出しているのは競技人
口、指導者、練習環境が整っているからでしょう。
　最近、面白い統計数字を知りました。全国の中
学校の部活動の部員数の2001年から昨年までの変
動です。これをみますと、柔道とバレーボールは
40％前後、剣道は30％、軟式野球は25％、卓球、
バスケットは20％弱、それぞれ部員数が減少して
おります。ちょっとショッキングなくらいの大き
な落ち込みです。全国でバレーボール部がある中
学校は最盛期の半分になっているそうです。少子
化だからやむを得ないか、というとそうでもなく、
部員数が伸び続けている競技が３つあります。皆
さん、どの競技かおわかりでしょうか？
　サッカー、水泳、陸上です。サッカーは奇しくも
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プログラム
外部講師卓話
「アンジュヴィオレ広島
� −誕生の軌跡」
NPO法人広島横川スポーツカ
ルチャークラブ理事
横川商店街振興組合理事長
� 村上　　正氏
　本日は皆様のご貴重なお時間を拝借し、「アン
ジュヴィオレ広島」の話しをさせて頂く機会を頂
き本当にありがとうございます。
　不慣れにつき上手なお話はできないと思います
が、チーム誕生のきっかけと現在の状況というこ
とでお話をさせていただきます。
　まず、アンジュヴィオレ広島が誕生するきっか
けとなった横川の街の様子です。
　1994年にアストラムラインが開業し、この経営
を軌道にのせる為にアストラムライン沿いのバス
便は全てカットされ、横川を経由するバスは1/3
も削減されてしまいました。
　沈滞し意気消沈する街の状況でしたが、広島市
から突然、「少額だけど５年間は補助するから、
活性化イベントを開催してみないか？」との提案
が舞い込みました。
　今でも感謝するのは、その時、「商店街単独で
なく、地域の皆さんと一緒に作り上げなさい。」
とのアドバイスを頂いたことでした。
　従来あまり交流することもなかった地域の皆さ
んとの共同作業が始まり、以来18年間、「横川ふ
しぎ市」の名で２〜３万人の人が集う地域イベン
トに育ててまいりました。
　2004年の横川駅前改良工事の際には、【明治38
年に横川〜可部間で運行した日本初の国産バス】
の復元に取り組み、町衆のパワーを結集して実物
大でこれを完成させ、【かよこバス】と名づけて
横川駅前広場で展示しています。
　駅前改良工事の結果、横川は中四国で４番目の
乗降客数を誇る交通至便の地となり、アートを志
す若者やサッカーファンなどが多く集まってくる
街になりました。これを追い風に更なる活性化を
求め、【横川をもっと元気にする会】という名の
勉強会を2010年に立上げて「バス」「アート」「サッ
カー」の３点で活性化に取り組むことになりまし
た。
　「サッカー」をテーマに取り組む街があると聞
きつけて、「トップを目指す女子サッカーチーム
の育成を引き受けてほしい。」と、県サッカー協

�米山奨学生近況報告
� 黄　正国
　米山奨学生の黄　正国と申し
ます。
　昨年度の４月から広島西南
ロータリークラブでお世話に
なっております。早くも１年経ちました。留学生
活の最後の一年間、米山奨学生に選んで頂き、奨
学金を頂いたおかげで、無事に学業と研究に成果
をあげることができました。まず、何とか学位論
文を書き上げまして、今年の３月23日に広島大学
大学院教育学研究科から博士学位を授与される予
定です。そして、広島大学大学院教育学研究科附
属心理臨床教育研究センターの助教として採用さ
れ、４月１日から教員として勤務することになり
ました。
　昨年度の４月から毎月広島西南ロータリークラ
ブの例会に参加させていただきまして、奉仕と親
睦について沢山のことを学ばせていただきまし
た。カウンセラーの根石英行先生をはじめ、広島
西南ロータリークラブの皆様が親切にしてくだ
さったことを心より感謝しております。また、前
会長の曽里先生と現会長の田中先生にもいろいろ
お世話になりました。年末の忙しい時期にもかか
わらずに、お疲れ会を開催してくださるなど、た
くさんの激励をくださいました。
　皆様の温かいご支援がなかったら、この日を迎
えることは出来なかったと思います。この場をお
借りして、広島西南ロータリークラブの皆様に感
謝の気持ちを申し上げます。これからも、広島で
頑張っていきますので、ロータリーの皆様とのつ
ながりを大切にしていきたいと思います。今後も、
引き続きご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしく
お願いいたします。
�スマイルボックス

萬歳幸治会員（10,000円）　確定申告が３月17
日までです。
佐藤克則会員（2,000円）　去る２月６日行なっ
た職業奉仕委員会のＧＭで会費を1,000円多く頂
きました。誰か相手がわかりませんのでニコニコ
Boxに入れさせて頂きます。間違って処理した私
の罰金も含めて。
出席報告
　会員数�64名　出　席�51名　欠　席�13名
　　　　　　　�来　客� 2名　来　賓� 2名
　　　　　　　�ゲスト� 2名
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した。短期間でここまで駆け上がってこれたのは、
温かくご支援頂いた企業や市民の皆さん、またマ
スコミ各社さんの力強い後押しのお蔭と心より感
謝しています。
　また選手諸君も、足への負担が大きい土のグラ
ンドでの練習、働きながらほとんど休みも取れな
いサッカー漬けの生活、恵まれない厳しい環境の
中で「広島にトップリーグのチームを作ろう」を
目標として懸命に頑張ってくれました。怪我だら
けになりながらもここまでがんばってくれた選手
諸君にも、「本当にありがとう」との言葉を贈り
たいと思います。
　今年から既にチームは「なでしこリーグ」の所
属となり、広島県サッカー協会を卒業して単独運
営をしなければならない立場になりました。全国
に遠征に出かける11試合、当チームが直接運営し
なければならない広島での11試合と、チームの負
担・責任ははるかに重いものになりました。けれ
ども、チームは選手・スタッフ一丸となって【広
島】の名を女子サッカー界に刻み込んでゆく所存
でおります。
　「広島カープ」、「サンフレッチェ広島」に続く
市民球団として、でき得れば賛助会員ご加入や自
販機設置場所の提供などを通して、この【アンジュ
ヴィオレ広島】への温かいご支援を賜れればとお
願い申し上げる次第です。

　　　アンジュヴィオレ広島
　　　広報企画担当
� 宮地　弘充氏

会指導者が横川の街を訪れてこられたのは2011年
の６月でした。
　公民館に街の世話役達が集まり、そのお話をお
伺いすると
・�広島の優秀な女子選手達は、広島に進路が無い
ので皆県外に流出している。
・�岡山の湯郷ベルというチームは温泉街にあり、
選手は昼間は街で働きながら夜練習に励み、日
本のトップチームの上位に君臨して頑張ってい
る。
・�選手の住居、職場、練習場を街でご用意頂けれ
ば、すぐにでも強いチームが誕生する。
と熱く熱く語りかけられました。
　皆、思いがけなく大きく責任の重いご提案にし
ばらく逡巡していましたが、「断る理由も無いな
…。」と言うメンバーの一言でチーム作りに乗り
出すことになりました。
　元来、女子サッカーチームは街や学校のクラブ
が母体で大きく育ってリーグ加入するパターン
と、企業が丸抱えで育成するパターンがほとんど
だそうです。我々は知りませんでしたが、クラブ
育成の経験も無く、スポンサーもおらず、ルール
にも無知な街の素人衆が【トップを目指す女子
チーム】作りに乗り出すというのは前代未聞のこ
とだそうです。
　ともあれ、2012年３月３日、19名の選手を揃え
てチームの発足を発表し、４月から【広島県女子
サッカーＡリーグ】に参戦いたしました。
　チーム１期生の奮闘もあって同リーグを７戦全
勝で制覇し、翌2013年には１つ上のカテゴリーの
【中国女子サッカーリーグ】に進出いたしました。
　このリーグでは全９戦を無失点で制覇し、さら
に【フジタ杯女子サッカー大会】や【もみじレ
ディースサッカー大会】にも優勝し、全戦無敗で
11月の【チャレンジリーグ（男子のＪ２にあたる
リーグ）】昇格戦に挑みました。11月９日のこの
試合会場（コカスタジアム）には1645名もの観客
が応援に駆けつけ、東京から視察にこられたリー
グ関係者達が大変驚いていたそうです。
　この試合は声援むなしく延長の末、１：２で破
れてしまいましたが、続く鹿児島でのチャレンジ
リーグ入替戦に勝利し、晴れて2014年からのチャ
レンジリーグ昇格が決まりました。
　素人集団がその誕生からお手伝いしてきた女子
サッカーチーム【アンジュヴィオレ広島】ですが、
思えば実質わずか１年８ヶ月で２つのリーグを制
覇し、目標のトップリーグ入りも見えてまいりま
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DONATIONDONATION
２  月 年度累計

ス マ イ ル 69,000 円 682,000 円
善 意 の 箱 11,609 円 97,043 円
100万ドル 54,462 円 417,855 円

（10）� 2014年２月
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掲　示　板

３月行事予定
❖３月４日（火）夜
　第９回理事役員会・現次合同理事役員会
� （イルグリード）
❖３月11日（火）13：45 〜
　第５回クラブ協議会� ANAホテル4F
❖３月15日（土）10：00 〜
　PETS（会長エレクト研修セミナー）
� ホテルグランヴィア
❖３月18日（火）
　新会員のロータリー情報（予定）　13：45〜
� ANAホテル4F
　ロータリー情報勉強会　18：30 〜
� ホテルJALシティ

山下　幸彦　４日
三浦　彰夫　８日
林本　正継　９日
曽里　　裕　９日
佐々木　宏　18日
荒木　　攻　28日

三好　清隆　11日
杉川　　聡　17日
荒木　　攻　21日
佐古　雄司　26日
田中　朋博　28日

会員誕生日

２月の会員記念日

結婚記念日

パートナー誕生日

入　会　月

創　業　月

林本　正継夫人　径　子様　３日
森田由美子夫　　　茂　様　10日
池久保光治夫人　紀　子様　11日
木村　恭之夫人　陽　子様　12日

山本　恭瑚　Ｈ21年
宮本　晋一　Ｈ25年

平石　雅史　プルデンシャル生命保険㈱
� Ｓ63年
橋本　幸範　橋本法律事務所�Ｈ20年
奥田　　實　㈱奥田建築事務所�Ｓ52年
岡本　俊雄　岡本電機㈱� Ｓ10年
佐々木　宏　ヒサゴ食品㈱�Ｓ22年
曽里　　裕　広島ネームプレート工業㈱
� Ｓ21年

第２回職業奉仕委員会GMの開催
　２月６日木曜日、18時30分からホテルＪＡＬシティ広島に於いて、第２回職業奉仕委員会ＧＭを開催し
ました。
　議題を「会員企業の事業を社会にどう役立てるか、ロータリーの職業奉仕との関係を学ぶ」として、代
表して２社の参加会員企業の企業内容の紹介と、企業理念の解説、また企業活動が社会にどう役に立って
いるかを伝えて頂きました。工業・建設系、販売・流通系、サービス系に分けて年３回行うＧＭの２回目
です。
　先ず職業奉仕の基本的な考え方を理解し合うために、山下哲夫会員に資料をもとにその解説と、山下会
員自身の解釈をお話し頂きました。今回は販売・流通系の会員からの話題提供となり、佐古会員、三浦会
員に自社の取り組みについてお話し頂きました。
　その後食事を楽しみながらの意見交換となり、途中参加会員それぞれにマイクを回し、発表に対する感
想や自身の、また近況などを伝えてもらいました。
　当日の参加者は20人でした。
� 職業奉仕委員会　委員長　佐藤克則
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広島西南ロータリークラブ

歓 送 迎 会
平成26年２月25日（火）18：30～

広島グランドインテリジェントホテル3F「光琳の間」

　皆様、３月で異動にともない退会すること
となりました三浦です。本来この会は、田中
さんと宮㟢さんの歓迎会でありましたが、河
野さんの送別会と、滑り込みで、私、三浦の
送別会も合同で開催していただく事となりま
した。
　広島に来て約５年。西南ロータリークラブ
に入会し４年と８ヶ月お世話になりました。
あっという間の５年間でした。それだけ充実
した日々を過ごせたものと思っております。
これも、西南ロータリークラブへ加入させて
頂いたからこそだと思っております。入会時、
私は37歳でした。その時クラブには、30歳代
は私しかおらず、周りは『オジサマ』ばかり
で戸惑った時期もありました。その中で、皆
様に助けられながらここまでやってこれたと
思っております。
　４月より大阪で勤務となりましたが、次回
広島で勤務するときは、ワンランク上の立場
でお邪魔できればと思っております。クラブ
の皆様が、今後益々のご活躍される事を心よ
りお祈り申し上げます。皆様本当に有難うご
ざいました。� 三浦　彰夫

　皆さんこんばんは。本日は多くの会員の方々にご参加賜わり厚く御礼申し上げます。
また吉田会員には素晴らしい会場をご提供頂きましてありがとうございました。
　さて、本日は歓迎会だと思っておりましたら２名の転勤がございまして、三浦さん、
河野さんが退会され、後任に引き継いで頂く事になりました。今回の歓迎会で、田中
朋博さん、宮㟢真さんの２名が入会されますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
　三浦さん、河野さん、転勤されてもいつでもどうぞお気軽に西南ロータリークラブ
にお立ち寄り下さい。また新入会員の方々には、早く慣れて頂いて、参加するのが楽
しい会になれます様、祈念致しましてご挨拶とさせて頂きます。

田
中
会
長
挨
拶

　本日はお忙しいところこのような盛大
な歓迎会をして頂きありがとうございま
す。
　１月に杉川様と徳納様に推薦を頂き広
島西南ロータリーに入会させて頂いた宮
㟢です。
　まだ入ったばかりなので何もわかりま
せんが出来る限り参加して皆さんに覚え
てもらうように頑張ります。
　社業は印刷業をしています。取り巻く
環境など、なかなか厳しい業種ですが少
しでも地域に、そして皆さまにお役にた
てるようにと思っています。また来月の
卓話でお時間を頂いいていますので話し
をさせて下さい。今後ともどうぞ宜しく
お願い致します。� 宮㟢　真

　本日は、大変お忙しい中、このような送別会を開
催いただきありがとうございます。また、記念品ま
でいただきありがとうございます。
　入会して、３年を切りますが、皆様には、大変お
世話になりました。入会時は、スマイル委員会、２
年目は、親睦家族活動委員会、３年目は、なんと親
睦家族活動委員会の委員長を仰せつかり、大変、忙
しい毎日で光栄に感じました。不慣れな私を、委員
全員で助けてもらい、曲がりなりにも活動ができま
した。特に、小川副委員長には、面倒をおかけし、
表舞台には出ず陰ながらお世話になりました。入会
のきっかけは、徳納会員とは、仕事上の付き合いが
あり、ぜひRCに入会して、顔を広め奉仕に参加す
ればとの誘いでした。御蔭で、色々な人と仲間にな
り、広島のために貢献できました。また、芝楽会で
は、ゴルフの厳しさを教えていただき、今後のゴル
フ人生の糧にします。私は、東京転勤となりますが、
後任の藤崎君を私と同様に、厳しくご指導ご鞭撻を
お願いいたします。
　短い間では、ありましたが、大変お世話になりま
した。東京へお越しの折は、ご連絡ください、時間
がある限りお付き合いします。失礼いたします。
� 河野　弘

　みなさん、こんばんは。田中です。
　本日は、このような歓迎会を開いていただきましてありがとうございます。過去を振り返ってみると、「歓迎会」を開くことはありますが、開い
てもらったのは、会社に入社したときもなかったので、学生時代のクラブの歓迎会以来です。本当にありがとうございます。
　昨年の12月17日に入会させていただきまして、約２ケ月が経ちました。
　ほとんどのみなさんが経営者や、支店の支店長さんですが、自分は経営者ではありません。過去に何度も、ＪＣやライオンズなどの話がありま
したが、会社ではそういう会には、ほとんど入会する意思もないことから、これまでずっとお断りしていました。
　今回の入会させていただくきっかけは、マリーナホップの定例会に参加させていただくことになり、杉川さんからお話をいただきました。お話
をいただいた当初は、自分は出張も多く、週に半分は会社を空けることがあるので、難しいだろうとずっと考えておりました。
　そんなときに、杉川さんから「僕の方が出張も多く、あなたよりも忙しいけどやっているので、大丈夫！」と言われ、社に持ち帰って相談し、
なんとか入会させていただくことになりました。入会させていただいて、まだまだわからないことだらけですが、例会や勉強会などに参加するご
とに、「奉仕活動」という言葉を耳にするようになってから、いろんなところで、いままでは気にもしなかった「奉仕」という言葉に気づいたり、
考えたり、敏感になるようになりました。うまく説明はできませんが、これからのいろんな活動を通して、学んだことを社に持ち帰って、１つで
も多くのことを伝えていくことができればと思います。
　来月には卓話のお時間をいただいているので、仕事のことや詳しい自己紹介は、またそちらでお話させていただきたいと思います。少しだけ、
お話させていただくと、自慢ではありませんが、奥さんは元ミス広島です。結婚して、16年が経ちますが、旧姓は平野公仁江（ひらのくにえ）と
言います。ですが、自分と結婚することで、なんと「たなかくにえ」になってしまったのです。そんなネタで、「笑っていいとも！」をはじめ、全
国のテレビ番組に何度も出していただいたこともあります。先日のクリスマス例会は、入会したてだったのもあり、勝手がわからなかったのです
が…。次回は家族例会にはぜひ参加させていただきたいと思います。
　まだまだ、入会したばかりなので、できる限りいろんな行事に参加したり、例会には30分前の11時30分くらいに伺って準備を手伝ったりして、こ
れからもいろいろ学んでいきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
　本日はどうもありがとうございました。� 田中　朋博
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西南ロータリー　何でもコラム

　法律の話をすれば良いのですが、会社法に絡み会社再建等の話になれば、公開をはばかられるこ
とがありますので、代わりに最近読んだ「永遠のゼロ」にちなんで少し歴史について考えているこ
とを書きます。
　著者の百田氏の発言が物議を醸していましたのでこの本を読むことは躊躇していましたが、列車
を待つ間に本屋に寄りつい手に取ってしましました。昭和期前半のことを考えるには悪い内容では
ないと思います。ついでに映画も見ましたが一応合格点だと思います。これについてのコメントは
しません。皆さんでビデオでも借りてそれで感じていただくほうがいいでしょう。
　さて、私は司馬遼太郎の本が好きです。その歴史観では明治時代の歴史は「坂の上の雲」で見ら
れる様に肯定的ですが、昭和の歴史は「統帥権が鬼胎」となって否定的です。司馬氏によるとノモ
ンハン事件は日本の惨敗であったとしています。これは五味川純平氏（人間条件の作者）の評価と
同一です。ところが最近ソ連の文書公開により日本軍よりソビエト軍の損害がはるかに多かったこ
とが判明しました。スターリンは戦果を過大に損害を過少に発表するプロパガンダで世界とソビエ
ト国民を欺いていたのです。元外交官岡崎久彦氏の本では司馬氏の明治時代を評価する態度には同
意するが、昭和の評価は必ずしも正しくないとの検証もあります。
　1995年に公開された「ヴェノナ文書」を基にした中西輝政氏の解説によると、ソビエト・コミン
テルンの日米を戦わせたいという工作が成功し日米の開戦によりソビエトが東部戦線から西部戦線
に戦力を集中できたとの評価となります。ちなみに「ヴェノナ文書」はアメリカの情報局が大統領
にも秘密で1940年代以降のソビエトの暗号を長年解析した結果報告で、アメリカ政府の中枢にコミ
ンテルンのエージェントが入り込みハル・ノートの作成にかかわり日米開戦に影響を与えたことが
うかがえるものです。もちろん日本にもスパイ・ゾルゲ等が入っていまして政策に影響を与えたこ
とは「近衛上奏文」でもうかがえます。又、当時、蒋介石の反日プロパガンダがアメリカにおいて
相当の影響を与えていたことはつとに知られていることです。
　最近の日本を取り巻く外交は特に周辺を巡って難しい状況にあります。半藤一利氏が歴史40年説
というのを唱えていることはいつか会長時間に述べた事があります。江戸末から40年で日露戦争に
勝利し、それから40年で太平洋戦争に負け、それから40年して復興してジャパンアズナンバーワン
となり、それから現在は29年経過しています。今から80年前は昭和９年です。その当時は戦争の足
音が徐々に大きくなっていました。又、当時の総理大臣を見ると浜口雄幸以降はどの総理大臣も１
年未満でした。一人近衛文麿総理が３回やっています。最近の状況と比べればどうでしょうか。ち
なみに近衛総理も腸が弱かったそうです。余り考えたくないことですが、昭和15年に予定されてい
た東京オリンピックが中止になったのは日華事変の開始によるものでした。
　歴史は繰り返さないかもしれませんが、歴史に学ぶことは必要でしょう。特に、秘密外交文書が
公開される50年後の検証は注意する必要があります。昭和史を今改めて考えてみる時期に来ている
のかもしれません。
　外国が外交的プロパガンダを行うことがあります。日本人はそれに対して憤慨していますが、外交
は武器を使わない戦争であることを思えば感情的にならず冷静に科学的に対処する必要があります。
　今回も少し理屈っぽくなったことをお詫びします。引用した各著者の本を読むと意外と面白いで
すよ。

歴史を再考する
山　下　哲　夫
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日　時：2014年２月４日　13時45分〜 15時00分
場　所：ＡＮＡクラウンプラザ広島
出席者：田中・林本・曽里・杉川・室崎・宮本・
　　　　徳納・平原・久保・石井・岩田・杉本

・会長挨拶（田中会長）
　田渕さんと宇田さんのご葬儀に行って参りまし
た。田渕さんとは前々回の例会の後お邪魔した時
握手して別れたのが最後になった。宇田さんは専
務の時お会いして、会う度に「無理をせずキッチ
リやれ」とアドバイスを受けた。皆さんのおかげ
で２月を迎えることができ、残り４ヶ月です。だ
んだんネタも尽きてきたのでまた、しっかり勉強
して頑張りたい。
・議事
①合同幹事会報告� （杉川幹事）
　資料参照。来年度は合同幹事会幹事が廿日市Ｒ
Ｃになる。会合場所がサンプラザになるかもしれ
ない。
②福島県訪問報告� （徳納理事）
　１月18日（土曜日）から１月20日（月曜日）ま
で福島県いわき市に行ってきた。一部補助金事業
の実施効果の聞き取りを行った。また、ＪＲのデ
スティネーションキャンペーンに紙芝居を使った
現地の観光ツアーが組み込まれた。行った所は観
光資料館と、仮設住宅の集会所、アクアマリンな
ど。アクアマリンでは、“いわき小名浜ロータリー
クラブ”に紙芝居を贈呈してきた。２泊３日の強
行スケジュールであったが会長以下充実した活動
だった。私たちが贈呈した紙芝居が最初は単なる
紙芝居と言う思いであったが語り継がなければい
けない話を語り継ぐツールとして自発的に活用し
ていた。
　報告書は今月中にまとめる。
　３月11日に卓話として発表。
③新会員候補山國氏について� （杉本副幹事）
　山國豊さんの紹介。私や宮本会員と同じ消防団
に所属している。宮本会員と同級生で広島市立庚
午中学校の出身である。職業は自営で内装業（ク
ロス（壁紙）貼り）を行っている。
　消防団活動も熱心にしており、ロータリーの奉
仕活動にも興味を持っている。是非入会の承認を
お願いします。
� ……出席理事了承。

　２月18日にゲストで来て頂く。
　合わせて藤原さん（修繕業）もゲストとして依
頼する。
④３月のプログラム及び行事について（室崎理事）
３月４日　�ひろしま国際センター日本語教室代表

光原鈴江氏の卓話、川妻PGも来訪
３月11日　�奉仕プロジュエクトの徳納理事による

福島県訪問報告
３月18日　�株式会社序破急　代表取締役社長　蔵

本順子氏の卓話
３月25日　田中会員と宮㟢会員の新会員卓話
⑤１月度会計報告� （杉川幹事）
　資料参照。プログラムで26万円残っているので
外部卓話をお願いする。接待交際費の消化は台北
新東ＲＣ来訪の時に使ったもの。社会奉仕の紙芝
居の支払いは別途検討。
　国際奉仕事業は40万円残っているが３月にカン
ボジアへ行くときのお土産代。
⑥各理事役員報告� （杉川幹事）
　宮本理事　　�会員数70名目標に対して残り６名

を何とか勧誘したい
　室崎理事　　�親睦の方は新入会員歓迎会と花

見、最終夜間例会の３回ですが今
の話でもう１回歓迎会があるかも
知れない。

その他の理事は特になし
⑦その他� （各理事）
米山奨学生終了記念品について
　黄さんが３月で１年終了されるので記念品を渡
す。
100万ドル基金からの米山追加寄付について
　20万円追加で拠出。合計で50万円。
　次年度も減ることはないので要注意。
・�次回開催日は３月４日（火曜日）現次合同夜間
理事会です

　�　田渕会員の息子さんが経営されているイルグ
リードで予定

・閉会の挨拶� （林本副会長）
　スムーズに協議、報告ありがとうございます。
福島の件、徳納理事が一生懸命やって頂いた。現
地に行ってみると、紙芝居の支援から始まり、小
さな種が芽になり花が咲いたような気がする。地
域の活性化に繋がっている。奉仕は参加してみて
喜びを感じる。次年度の参考にしたい。

2013-2014年度　第８回理事・役員会　議事録

（14）� 2014年２月
学んで　楽しもう　ロータリー



編集
後記

広島西南RC　１月度個人別出席状況一覧表
（メークアップ期間の都合上１ヶ月前を掲載しております）

氏　名 7 14 21 28 出席率
1 荒木　　攻 ○ ○ ○ △ 100％
2 萬歳　幸治 ○ ○ ○ ○ 100％
3 平原　一彦 ○ ○ ○ ○ 100％
4 林本　正継 ○ ○ ○ ○ 100％
5 平石　雅史 △ △ ○ ○ 100％
6 橋本　幸範 △ △ ○ ○ 100％
7 林　　暢也 ○ ○ ○ △ 100％
8 石井　和彦 △ ○ ○ ○ 100％
9 池久保光治 ○ ○ ○ ○ 100％
10 岩田　智博 ○ ○ ○ ○ 100％
11 梶本　尚揮 ○ ○ ○ ○ 100％
12 木村　恭之 ○ △ ○ ○ 100％
13 久保慎太郎 ○ ○ ○ ○ 100％
14 河野　　弘 ○ ○ ○ ○ 100％
15 桒田　博正 ○ ○ ○ ○ 100％
16 三好　清隆 ○ ○ ○ ○ 100％
17 村尾　博司 ○ ○ ○ ○ 100％
18 宮本　　昇 ○ ○ ○ ○ 100％
19 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ ○ 100％
20 三浦　彰夫 ○ △ ○ ○ 100％
21 森田由美子 ○ ○ △ ○ 100％
22 宮本　晋一 ○ ○ ○ ○ 100％
23 根石　英行 ○ △ ○ ○ 100％
24 仲田　淳嗣 ○ ○ △ ○ 100％
25 岡本　文治 ○ ○ ○ ○ 100％
26 奥田　　實 ○ ○ ○ ○ 100％
27 大国　七蔵 ○ ○ ○ ○ 100％
28 大野　　忠 × × × × ����0％
29 小川　光博 ○ △ △ ○ 100％
30 岡本　俊雄 △ ○ △ ○ 100％
31 折本　　緑 ○ △ ○ △ 100％
32 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100％

氏　名 7 14 21 28 出席率
33 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100％
34 曽里　　裕 ○ ○ ○ ○ 100％
35 杉川　　聡 ○ ○ ○ ○ 100％
36 先小山英夫 ○ ○ ○ ○ 100％
37 佐藤　二郎 ○ ○ ○ ○ 100％
38 佐藤　克則 ○ △ ○ △ 100％
39 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100％
40 末廣浩一郎 ○ △ △ ○ 100％
41 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100％
42 佐古　雄司 ○ ○ ○ ○ 100％
43 新藤幸次郎 ○ ○ ○ ○ 100％
44 田中　茂樹 ○ ○ ○ ○ 100％
45 谷口　公啓 ○ ○ ○ ○ 100％
46 田渕　昌孝 × × × × ����0％
47 遠崎　秀一 △ △ ○ ○ 100％
48 寺本　真司 ○ ○ ○ △ 100％
49 俵　　雅之 ○ ○ ○ ○ 100％
50 徳納　武使 ○ ○ ○ △ 100％
51 對馬　久子 ○ △ ○ ○ 100％
52 山本　　豊 ○ ○ ○ ○ 100％
53 山下　哲夫 △ ○ ○ ○ 100％
54 吉田　栄壮 ○ ○ ○ ○ 100％
55 山下　幸彦 ○ ○ ○ ○ 100％
56 山本　春男 ○ ○ ○ △ 100％
57 山本　恭瑚 ○ ○ ○ △ 100％
58 濵田　公璽 ○ ○ △ ○ 100％
59 児玉　栄威 ○ ○ ○ ○ 100％
60 田村　英樹 ○ ○ △ △ 100％
61 幸村　憲治 △ ○ ○ ○ 100％
62 伊藤　英彦 ○ ○ ○ ○ 100％
63 田中　朋博 ○ ○ ○ ○ 100％
64 宮㟢　　真 ○ ○ ○ △ 100％

名…名誉会員　　 …出席免除会員　　　　○…ホームクラブ出席　　△…メークアップ　　×…欠席
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編　集　会報資料委員会

　『クラウドコンピューティング』。
これはサービス提供会社がデータセ
ンターのソフト・ハードをネット経
由で提供し、利用者はそれを用いて

事務処理などを行う事を言います。これまでは
自らパソコン等やソフトを購入し、個別の設備
投資が必要でしたが、クラウドは必要なサービ
スの料金だけを支払うので最低限の投資で済み
ます。しかしデメリットもあります。詳しくは
例会場などでお尋ねください。� （谷口公啓）

1170号� （15）
世界理解月間



　去る２月９日（日）、安佐南区の広域公園のウメの園において、社会奉仕委員会の恒例事業で
ある友好記念梅林整備作業を行いました。
　当日は、晴天とはいえ前日降った雪が相当残っているというコンディションにも関わらず、田
中会長をはじめとする広島西南RCのメンバーとそのファミリー 33名の有志が集まりました。
　朝10時に集合し、杭、及びロープの補修や、肥料の散布などの作業をした後は、山本（恭）会
員の監修による豚汁、宮本（晋）会員のお店のお弁当等がふるまわれ、楽しい時間を過ごしました。
　今年の作業は例年より若干早めであったため、梅の花はまだ開花してなかったのですが、この
文章が紙面に掲載されている頃には咲き誇っているかと予想されます。そして、全体的には、年々
樹勢も良くなってきており、順調に行けば、今年も５月末から６月頃には、たくさんの梅の実を
収穫できるものと思われます。� 社会奉仕委員会　委員長　寺本真司

広域公園

「友好記念梅林」
整備事業

津田子供の家
ボウリング及び
食事マナー研修会
事業報告


