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第1309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
入会式

　上田　直治　会員
　（㈱オンリーワン　執行役員）
　推薦者：遠崎　秀一　会員・
　　　　　岩田　智博　会員
�お誕生月記念記念品贈呈

　奥田　　實　３月１日
　室﨑　雅宣　３月17日
　岩田　智博　３月18日
　佐古　雄司　３月18日
　山本　恭瑚　３月27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、３月に入り、まだまだ寒い日もあります
が、空気のなかに春に向かう気配を感じる様にな
りました。一方で、世界情勢は冬を感じさせるよ
うなニュースが連日、続いております。この数日、
ニュースのトップを占めているのはウクライナ情
勢、中国の昆明での無差別虐殺事件などです。
　ウクライナではロシアと親しい政権が市民運動
で倒され、代わって欧州連合（ＥＵ）に近い新政
権が誕生しました。当然のごとく隣国ロシアの
プーチン大統領が反発し、ウクライナの領内に軍
隊を出動させ、一触即発の状況になっておりま
す。といいましても日本から見ると、遠い国の話
しでありまして、ウクライナを訪れたことのある
日本人やウクライナと取引のある日本企業も多く
はありません。日本ではウクライナ情勢への関心
は決して高いとはいえないと思います。ウクライ
ナ情勢をお話するのに違和感をお持ちの方もい
らっしゃるかと思いますが、遠い国の情報に関心
を持たなかったり、鈍感であることは大きなリス
クになります。遠くの国の出来事が世界経済の小
さな歯車に打撃を与えて、それが波及して、影響
を大きくしていくことがあります。ウクライナの
ケースで言えば、ロシアがクリミア半島に軍隊を
展開し、ウクライナ側と軍事衝突が起きれば、国
際社会はロシアに経済制裁を加えるのは確実で
す。ロシアの最大の輸出品は石油と天然ガスであ
り、そのふたつで輸出の９割を占めます。ロシア
は今なおサウジアラビアと並ぶ世界最大の産油国
なのです。当然、ロシアの石油やガスの輸出が国

際制裁によって止まれば、ロシア経済は大きな打
撃を受けますが、国際エネルギー市場も需給バラ
ンスが崩れ、石油や天然ガスの価格が高騰しかね
ません。原子力発電所が止まっている日本経済は
今よりも高い液化天然ガス（ＬＮＧ）を買わされ
ることになり、アベノミクスどころではなくなり
ます。専門家はこうした見立てをしておるそうで
す。ウクライナ情勢は日本経済、日本企業に大き
な影響を及ぼす可能性があるのです。
　1970年代に「バタフライ効果」という面白い単
語が使われ始めました。気象学者が数式による気
象モデルで、世界の気候変化を研究している際に
みつけた法則で、ある地点でのほんのわずかな動
きが別の場所で巨大な変化を引き起こす、という
意味です。まさにウクライナ情勢がこれにあたる
かと思います。
　ただ、ロシアのウクライナへの強硬姿勢の裏に
は米国でシェールガス革命が起き、天然ガスが大
増産されたことによって、ロシアのガスが欧州で
売れなくなったことへの焦りがあるそうでありま
す。そのため、先読みする専門家は国際制裁を受
けたプーチン大統領は閉塞状況の打開のために北
方領土問題で日本に譲歩姿勢を示すのではない
か、というシナリオを持っているそうです。日本
にとっては思いがけない「棚からぼた餅」がある
かもしれません。国際情勢というのは複雑な波紋
を広げ、思いがけないところに大きな影響を与え
るものだけに自分にあまり関係がないと思われる
国際ニュースにも関心を持ち続けたいと思ってお
ります。
　最後に、「バタフライ効果」と言えばもっとも
らしく聞こえますが、日本では江戸時代から同じ
ことを説明した「風が吹けば桶屋が儲かる」とい
う諺がありまして、「桶屋効果」と言った方がい
いのかもしれません。
�幹事報告

　ロータリー友誌・ガバナー月信・新会員紹介配
布の案内。／３月18日開催ロータリー情報勉強会
の案内を回覧。未回答者は記入を。／例会変更。
／本日18：00より理事役員会、18：25頃より現次
合同理事役員会開催。
�委員会報告

広報雑誌委員会
ロータリーの友２月号を読んで感想
� 幸村　憲治会員
　会員番号61番の幸村でござい
ます。
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　それではロータリーの友２月号を読んでの感想
を発表させて頂きます。
　今回のテーマは“平和”です。
　特にその中で２つの記事の感想を述べさせてい
ただきます。
　まずは田中作次会長の“平和への願い”です。
　平和をもたらさない物は何か？それは喧嘩であ
り、争い事であり、エゴであり、戦争だとだと思
います。
　ではそんな平和を脅かすことが起きないために
何をすべきか？
　一人では争い事は起きません。
　それは相手をよく理解し、尊重し、仲良くなる
事だと思います。
　今、アメリカが東アジアの国家間の状況を非常
に心配し、日・中・韓に“隣同士なのだから仲好
くして下さい！”と説いて回っています。それに
対し笑い話ですが、そういう事を言うのであれば、
なぜアメリカはキューバと仲良くできないのか？
という返事をしたくなりますが。
　先のソチオリンピックでフィギュアスケートの
浅田真央とキムヨナが試合が終わってからのエキ
ジビションで仲良く談笑をしている光景は正に象
徴的なことの様な気がします。
　競技は競技、でも一人の人間同士としてお互い
に敬意を表し、仲良くする事が大切なのです。
　我々人間がまずは周りにいる一個の人間同士が
仲良くなることから始めなくてはならないと言う
事だと思います。
　幸い我らが広島西南ロータリークラブは皆仲が
良く争い事が無い、良いクラブで有る事をまず小
さな幸せ、小さな平和として、誇りに思いたいと
思います。
　次にルワンダのＮＰＯ法人のガンベガ・マリー
ルイズさんの“平和”。
　朝目が覚めて、我々は生きている事の喜びと感
謝を感じなければならないという言葉の重は非常
に重たい言葉だと思います。
　我々はいつも平和で有る事を当たり前だと思
い、平和ぼけをしてしまって居る事に対する警鐘
であると感じました。
　現在我々日本人は身近に戦争も内戦も無い訳で
すが、広い意味での平和な状態というのは先ほど
申し上げた戦争や争いごとからの回避だけではあ
りません。地震、津波、豪雨、豪雪、彗星の落下
などの天災や火事、交通事故などの事故なども含
まれると思うわけですが、最近の異常気象と呼ぶ

天候などを考えますと、この地球は何も我々人間
を住まわせる為に生まれ存在している訳ではあり
ません。人間が勝手に住んでいるだけなのであっ
て、現在我々が安全に暮らしている環境こそが奇
跡であり、それこそが異常気象と呼んでも良いか
もしれないのです。
　ちょうど良い空気の量、水の量、風の強さ、時々
降る雨や雪、そして人間が耐えうる気温と湿度で
す。
　CO2問題で先進国と発展途上国が意見の食い違
いを見せていますが、お互い様であり、しかも同
じ船に乗る者同士が誰が許されて、誰が許されな
いなどと言っていては船は沈んで皆が死んでしま
います。皆が地球の環境を当たり前だと思ってい
るが故に意見がまとまらないのではないでしょう
か？
　我々は人類が生存できる環境を与えてくれてい
る地球と月と太陽に感謝し、大切にしその船の上
で生存をしてゆくことこそが平和な環境を維持で
きると感じました。
�スマイルボックス

宮㟢真会員（1,000円）　先日は歓迎会を開いて
いただき、どうもありがとうございました。
山本恭湖会員　本日はポストにご案内を入れさせ
ていただきました。皆様と60才を祝いたいと思い
ます。是非参加いただきたいと思います。
田中朋博会員（1,000円）　２月25日歓迎会を開
いていただきましてありがとうございました。こ
れからも、もっともっと勉強していきますので、
引き続きご指導よろしくお願いいたします。
川妻二郎パストガバナー（10,000円）　※寸志
出席報告

　会員数�64名　出　席�55名　欠　席� 9名
　　　　　　　�来　賓� 2名　ゲスト� 3名
プログラム

外部講師卓話
� ひろしま日本語教室　代表
� 光原　鈴江氏
　本日はお招きいただきまし
て、ありがとうございます。
　ひろしま日本語教室代表の光
原と申します。
　昨年３月に初めてこちらに呼んでいただきまし
て、早いもので１年が過ぎました。
　この１年間は、広島県の事業から離れ、自分た
ちで教室を運営していくために、さまざまな取り
組みをして参りました。その報告も後ほどさせて
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いただきたいと思います。
　今回は、ひろしま日本語教室で現在学ばれてい
る学習者と、無事卒業されて現在は広島でお仕事
をされているお二人に、広島に来られて感じてい
る生の声をお届けしたいと思います。
　まず最初に、インドネシアから来られたヴェガ
さんです。ヴェガさんは、広大医学部の留学生と
して昨年10月に広島に来られました。約５ヶ月間
とても熱心に勉強されています。まだまだ日本語
が十分ではありませんが、ぜひ彼女の話をお聞き
いただきたいと思います。タイトルは「日本語教
室」です。それでは、ヴェガさん、お願いします。

「日本語教室」
� キャロウィ　ヴェガ氏
　こんにちは。
　わたしの　なまえは　キャロ
ウィ　ヴェガ　と　もうしま
す。
　きょねんの　10がつに　インドネシアから　き
ました。
　わたくしは、りゅうがくせいです。

　にほんに　いこうと　きめたときから、わたし
が　いちばん　なやんでいることは、ことばです。
　わたしの　にほんごの　ちからが　にちじょう
かいわでさえ　はなすには　じゅうぶんでないと　
おもいます。
　日本に　ついたとき、はじめに　わかったこと
は、　わたしが、もじさえ　わからないという　
ことでした。
　かんじで　かかれた　ものは　よむことが　で
きませんでした。
　ひらがなや　カタカナで　かかれた　のみもの
の　メニューを　よむのに　10ぷんいじょう　か
かったことが　いちど　あります。けっきょく、
ともだちと　おなじものを　たのみました。また、
しゃしんの　まったくない　かみが　ただのチラ
シと　わかるのに　15ふんぐらい　かかった　こ
とも　あります。
　せんでんや　ディスカウントセールのような　
とても　かんたんな　ことでさえも　じぶんで　
よむことが　できませんでした。
　わたしは、これは　しんぱいだなあと　おもい
ました。

　キャンパスでは、じっさい、日本語コースが　

むりょうで　わたしたち、りゅうがくせいに　て
いきょうされていますが、りゅうがくせいの　か
ずが　すくないため、すべての　がっきで　まい
かい　おなじ　きそレベルの　コースしか　あり
ません。
　だいがくの　ほかの　がっこうで、にほんごの　
じゅぎょうを　うけることは、わたしにとっては　
じゅぎょうりょうが　たかいですし、じかんも　
あわないので、むずかしいです。

　わたしは、ともだちから　日本語きょうしつを　
しょうかいされました。
　きょうしつでは、　はじめから　かんげいされ
て、したしみのある　ふんいきを　かんじます。
　わたしの　のうりょくの　なさに　つかれて、
おくびょうに　なっていた　ので、その　ふんい
きに　すくわれました。
　クラスは、水曜日の　よると　土曜日ですので、
だいがくの　じかんと　かさなりません。
　クラスは、ちがったレベルに　わけられていて、
わたしは　じゆうに　わたしが　いいと　おもう　
レベルを　えらんで、はじめることが　できます。

　せんせいは、がっこうで　おしえた　けいけん
は　ないかもしれませんが、わたしたちに　とて
も　よく、がまんづよく　おしえてくださってい
ます。
　おしえるのは　たいへんなことだと　おもいま
すが、このきょうしつが　むりょうで　あること
には、もっと　おどろかされます。
　せんせいがたの　きりょくで、どんなことが　
あっても　まいかい　きょうしつに　ねっしんに　
くるように　はげまされます。
　せんせいがたは、いつも　わたしたちのために　
ベストを　つくされている　ので、わたしが　
じゅぎょうちゅうに　まじめに　できなかったら　
わるいと　おもいます。
　わたしは、せんせいがたが　すきです。わたし
に　おしえて　くださっている　せんせいだけで
なく、すべての　先生が　すきです。
　クラスに　いくと、いつも　わたしの　こころ
を　あたたかく　して　くれます。
　わたしは、ほんとうに　ありがたく　思いま
す。それに、いつも　わたしたちに　やるきや　
おもいやりや　しんせつを　あたえて　くれるこ
とに　びっくりさせられます。
　ですから、わたしが　いつも　クラスに　いく
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のは、　にほんごを　べんきょうするだけではな
く、そんな　きもちを　たいけんしに　いくので
す。それで、わたしは、できれば　もっと　いい　
ひとに　なることを　まなべるかもしれません。

　わたしは、そんなに　あたまが　よくないので、
この５か月間で　わたしの　にほんごが　まほう
の　ように　じょうたつしたとは　いえません。
　このスピーチも　じつは、わたしが　えいごで　
かいたものを　やくして　もらい、たいへん　か
んしゃしています。
　でも、じゅぎょうに　しゅっせきすることで、　
わたしは　こうじょうしんを　いじし、　がいこ
くに　すんでいるということを　かんじる　こと
が　できるので、わたしは　やるきが　さらに　
でてきました。
　その　やるきが、わたしにとって　もっとも　
たいせつなことだと　ようやく　わかりました。
やるきで、なにかを　もっと　よく　することが　
できるからです。
　わたしは、ひとでなく、じぶんじしんが　すべ
てのことに　じぶんの　ペースで、その　すべて
のステップに　おいて　ぜんりょくを　つくすこ
とを　じぶんじしんの　こころに　くりかえし　
おもっています。
　ですから、この　きょうしつは、がいこくじん
で　ある　わたしに　ほんとうに　たいせつなこ
とを　おしえてくれます。さらにボーナスとし
て、わたしは　にほんごも　じょうたつすること
が　できます。それに　ただということもありま
す。
　わたしの　じゅぎょうの　やるきは、ほかの　
どんなことでも　つかえると　おもいます。
　ぐうぜん　みつけられたら　うれしいです。

　そして、わたしについても　もうしますと、　
にほんにいて、わたしは　あいするものに　であ
いました。れんしゅうすることを　とても　うれ
しく　おもいます。それは　弓道です。
　けいけんは　まだ　あさいですが、弓道が　わ
たしの　じんせいの　たいせつな　ぶぶんに　な
ると　おもいます。

　ごせいちょう、ありがとうございました。

　続きまして、中国の周さんをご紹介します。周

さんは約10年前に来日され、日本語教室に来られ
たときは、日本語がまったく話せなくて、「あい
うえお」からのスタートでした。彼女は大きな夢
を持っていて、日本語学習に取り組む姿は凄まじ
いものでした。人は目標を持って勉強するとこん
なにできるのかと、私たちが驚くほどの勉強ぶり
でした。今では、すっかり日本人と普通に話しが
できるようになりました。
　タイトルは「私が見た日本と中国の違い」です。
周さんの目からは、日本がどう見えたのでしょう
か。それでは周さん、お願いします。

「私から見た日本と中国の違い」
� 周　艶氏
　私の名前は、周艶です。中国
の大連の出身です。2004年８月
に日本に来ました。
　初めて日本に来たとき、言葉
が一番難しかったです。最初の日本語の先生は、
ひろしま国際センターの日本語教室の先生方で
す。これも私が日本に来てから一番感じたことで
す。先生の皆さんが自分の休み時間を取って、異
国から来た私たちに日本語だけではなく、日本の
文化やマナーなど、お互いに言葉が通じない状況
の中でいろいろ教えてくれました。例えば、病院
を受診するときの会話を教えるときは、一人の先
生が横になって患者を演じ、もう一人の先生が医
者を演じて、受診するときの光景を想像できてと
ても分かりやすかったです。また、いろいろゲー
ムを考えてくれたり、単語と文法のカードを作っ
てくれたりして、いつも楽しい勉強時間を過ごし
ました。本当に先生方に感謝です。いつまでも忘
れないと思います。
　今、中国は経済開発の途上ですから中国の人は、
今は何をしても利益があるかどうかと考えてしま
う人が多いです。だから、日本に来たばかりの私
が、先生たちの一生懸命な姿を見て感動しました。
　外国人にとって、日本語は本当に難しいです。
中国の漢字と似ていても、読み方も意味も違うの
がいっぱいあります。中国の漢字はほとんど一つ
の読み方しかありませんが、日本の漢字は、多い
ときは６、７つの読み方があります。そして同じ
漢字でも意味が全然違うものも沢山あります。例
えば、日本語の経理は、中国語では社長の意味で
す。麻雀は中国ではスズメ、手紙はトイレットペー
パー、大丈夫は、一人前の男の意味です。愛人は、
中国ではご主人や奥さんの意味です。最初に日本
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奥さんをもらう」という言葉です。
　給料はアメリカが高くて、仕事は中国が一番楽
で、フランス料理は美味しいです。中国では、「お
しん」や「赤い運命」などのドラマを見て、主人
公の女性が、よく頑張って働き、辛抱強く、やさ
しいので、男性にとっては理想的で、中国の男性
は日本の女性に憧れています。

　まだまだお話したいことがたくさんあります
が、時間になりましたので、このあたりで私の話
を終らせていただきます。ありがとうございまし
た。

　それでは、簡単にひろしま日本語教室のこの１
年の報告をさせていただきます。
　昨年４月から今年２月末までの学習者数は、在
籍数が80名を超えており、その国籍は28カ国と地
域となっております。この10 ヶ月間で延べ人数
として、1200人の人が当教室で学ばれています。

（水・土で65回実施）（ボランティアは延べ人数
600人）
　今回自主運営に伴い、ホームページやFacebook
なども立ち上げたため、国内、海外からの問い合
わせなどもありました。先日、オーストラリアか
ら中高生の修学旅行で、ひろしま日本語教室で体
験学習をしたいとの申し出がありました。またシ
ンガポールの大学生の打診もありました。そして
韓国の大学生は夏と冬休暇を利用した体験学習を
実施しております。今後は色々な国の交流協会と
の日本語教室の開催や、実習生などがおられる企
業からの要望に応え、出張日本語教室も検討して
おります。もし皆様のなかで、日本語教室を開い
てほしいというご要望がございましたら、検討さ
せていただきます。
　最後になりましたが、昨年度頂戴いたしました
ご支援につきましては、会場費と事務用品テキス
トの購入に当てさせていただきました。本当にあ
りがとうございました。今後ともどうぞよろしく
お願い致します。

3
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第1310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

　寺本　真司会員　３月14日
　濵田　公璽会員　３月27日

に来て、少し話せるようになったとき、先生との
会話で「先生、愛人は何の仕事をしていますか？」
と聞いたら、その先生はビックリした顔で、「愛
人はいません！」「えっ？先生、結婚してるで
しょ？」「結婚してるけど、絶対愛人はいません
よ。」後で誤解がわかりましたが、とても恥ずか
しかったです。あと、日本語では男言葉、女言葉
があるのも難しいです。テレビのお笑い番組を見
て、芸人さんの言葉をまねして笑われたこともあ
りました。
　もう一つ日本人と中国人が違うのは、日本人は
YesとNoをはっきり言わないことです。それに対
して中国人はストレートで、自分の気持ちをはっ
きり表現します。同じ否定の表現でも、中国人は

「これは完全に間違っているから、絶対やめるべ
きだ」と言います。日本人は「あまり正しいとは
言えないから、どちらかといえばやめたほうがい
いと思いますよ。」と言います。文法的にも、中
国語の否定は前にくるが、日本語は文章の最後に
なります。
　これも面白いことがありました。最初のバイト
先のことです。やさしいおばさん一人がやってい
るお好み焼きのお店でした。ある一人の常連客に

「周さん、日本に来て一番おいしいと思った食べ
物は何ですか。」と聞かれたので、「うちの近くの
スーパーで買ったシュークリームを食べたとき、
あっ、これおいしいなと思いました。」と答えま
した。そのお客さまが次にお店に来たとき、10個
入りのシュークリームを買って来てくれて、「周
さん、これは広島で一番おいしいと言われている
シュークリームだよ。食べてみて。」食べたら、やっ
ぱりスーパーで買った方がおいしかったので、正
直に答えました。それを聞いたみんなはびっくり
して、後で大笑いされました。お店のおばさんに、

「周さん、そのお客さんの気持ちも考えて。わざ
わざ遠い所から買ってきてくれたのに、そんなこ
と言われたらさみしいでしょう。」今では私も人
の気持ちを考えて答えることができるようになり
ました。
　また、日本と中国の家庭が違うことがありま
す。中国では奥さんも同じように働くのが当たり
前です。だから、どちらかというと、女性のほう
が強いです。旦那さんは家に帰ってから、料理を
作ったり、掃除をしたりする人が多いです。
　中国で、「男性の四大幸せ」という話がありま
す。それは、「アメリカの給料をもらって、中国
で仕事をして、フランス料理を食べて、日本人の
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／新手続要覧（１冊800円）の希望者は事務局迄。
／例会変更。／例会終了後、クラブ協議会開催。
出席報告

　会員数�64名　出　席�54名　欠　席�10名
　　　　　　　�来　客� 1名　ゲスト� 1名
�スマイルボックス

三浦彰夫会員　４月１日付で大阪へ異動となりま
す。今回の例会で最後となります。広島で５年間、
西南ロータリーで４年８ヶ月、お世話になりまし
た。楽しい時間を過ごす事が出来ました。本当に
ありがとうございました。
親睦委員会（2,300円）　先日の河野さん、三浦
さん送別会を親睦委員会として多くの方にお集ま
り頂き、盛大に催すことができました。感謝申し
上げます。
プログラム

会員卓話
「東日本震災支援のあり方　東北
紙芝居プロジェクトについて」
� 奉仕プロジェクト理事
� 徳納　武使会員
　「まち物語制作委員会」によ
り2012年から行われている「東北まち物語紙芝居
化100本プロジェクト」は、東日本大震災で失わ
れた東北の被災地の故郷の民話や物語、また震災
時の体験や復興への軌跡を題材にした紙芝居を３
年間で100本制作し、これを東北の被災地の複数
のボランティア団体等によって現地で上演してい
くという活動であります。本プロジェクトにおい
ては、これを支援する目的で、2013年７月から12
月までの期間において、紙芝居10本と、これを上
演するための木製の枠10個を制作し、完成した紙
芝居を同委員会通じて被災地のボランティア団体
等に贈呈しました。
　現地では、当初は“紙芝居なんて”との声もあ
りましたが、特に故郷に伝わる民話を題材とする
紙芝居を上演するうちに、原発事故や地震・津波
の被害で故郷を離れた人たちの望郷の思いを駆り
立てると共に、故郷を同じくする人々の心を癒し
ていくこととなりました。そこで、紙芝居は現地
のボランティア、愛称「みんぷく」（3.11被災者
を支援するいわき連絡協議会）を中心に各所で上
演されるようになり、現在では内郷まちづくり市
民会議、童謡のまちづくり市民会議、湯本温泉湯
の華会、ふくしま紙芝居まつり関係者、桑折町応
急住宅自治会、大熊町自閉症児親の会、ふくしま
海洋科学館（アクアマリンふくしま）等を含む数

�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。
　今日は３月11日であります。この数日、テレビ
などで繰り返し様々な形で報じられております
が、東日本大震災からまる３年が経ちました。最
近、耳にして心に重く残ったのは、被災された方
にとって、今もつらいことの一つが車を運転する
時にカーナビを使うことだそうです。ナビの画面
には失われてしまった学校、体育館、公民館、市
役所などが今も記載されたままで、音声ガイドが
今は跡形もない道や橋、交差点を伝えるのが苦し
いそうです。
　「もう３年か！」と感じられる方もいらっしゃ
るでしょうし、「まだ３年か！」という方もいらっ
しゃることでしょう。私が今、感じておりますの
は、「もう３年」「まだ３年」という以上に、この
３年間で日本がやはり大きく変わったということ
であります。変わったと感じる点は二つありま
す。ひとつは日本に「再生への意欲」が高まって
きたことであり、二つ目は「コミュニティの復活」
です。考えれば、1990年初頭にバブル経済が崩壊
してから、大震災までの20数年の期間は日本が経
済を立て直そうと、もがき、様々な対策を取りな
がらも成果が出ず、だんだんと気力が萎えてくる
ような期間だったと思います。
　しかし、大震災以降の３年間、震災の打撃を何
とか乗り越えようと、東北だけでなく、日本全体
が力を振り絞ったと思います。大震災による原発
事故では、日本の大半の産業、多くの地域が電力
不足に陥り、日本にモノづくりを残せるのか、と
いう深刻な危機に直面しました。各企業、各家庭
が節電、省エネを懸命に進め、大規模な停電もな
しに乗り越えました。日本人は外圧も含め、危機
に際して集中力を発揮し、集団としての力を発揮
します。「火事場の馬鹿力」ならぬ「震災後の馬
鹿力」を発揮しました。
　バブル崩壊後の長い停滞のトンネルの中で忘れ
ていた力の出し方を日本人は思い出したように思
います。結果的に日本経済全体が無気力を脱し、
再生への意欲を高め、アベノミクスもあって、こ
の１年の経済は大きく改善してきました。足下は
厳しさも出ておりますが、進んでいく道の先には
明るさが感じられるのではないでしょうか。
�幹事報告

　４月６日（日）開催花見家族例会案内を配布。
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いは被災による避難から復興への思いを語ると万
感胸に迫り、被災地を理解するうえで大いに役
立っています。
　更に、原発復興の作業員を受け入れたいわき湯
本温泉の女将の皆さんの奮闘を題材にした紙芝居
は女将さん達自身により上演されており、原発作
業員の減少に伴う温泉街の衰退を食い止めるべく
地元ではこの紙芝居を観光にも活用しようと活動
した結果、平成27年４月から６月にかけて行われ
る、「デスティネーションキャンペーンふくしま」
に採用されることが決定しました。

3
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第1311回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ROTARY
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。
　さて日本は高齢化、人口減少の影響でなかなか
旅行需要も伸びないようですが、最近お隣の島根
県の観光振興で、いい話しを聞きました。
　島根の空の玄関、出雲空港の年間利用者数が急
増し、2013年度に1966年の開港以来、初めて80万
人を突破したという話しです。日本有数の過疎県
ですから、出雲空港の利用者数は漸減傾向が続き、
2009年度以降は60万人台の利用に落ち込んでいた
そうです。
　ところが、昨年は地元の最大の観光地である出
雲大社が60年ぶりの遷宮ということで話題を呼
び、出雲空港利用者数が急増したそうです。「何だ、
神頼みか」とおっしゃるかもしれません。ですが、
遷宮の儀式は数日しかなく、それだけで旅行客が
増えるほど甘くはありません。出雲大社を「縁結
びのパワースポット」として強力に押し出し、若
い女性観光客が急増したことが大きな力になって
います。女性客を中心とするチャーター便まで出
たそうです。若い女性客は一回お参りに行って、

多くの地元団体によって「まち物語制作委員会」
が制作した紙芝居が上演されています。
　紙芝居が特に頻繁に活用されているのは、いわ
き市、相馬市、南相馬市、相馬郡新地町であり、
新地町では語り部活動としてほぼ毎日、いわき市
内郷地区では毎月、スーパーなどのコミュニティ
広場や公民館、避難者の集いなどで週１，２回の
ペースで上演されています。
　新地や相馬においては、紙芝居は市営・町営の
図書館に置かれ、頻繁に貸し出しがされており、
語り部の方が借りようとしても借りられない状況
も生じています。また、いわき市においても近々
増刷し、いわき市の市営図書館におかれる予定と
なっています。
　本プロジェクトで贈呈した紙芝居の上演活動
は、上演当日のみならず、練習も含めて多くの関
係者が継続的に共に力を合わせて取り組んでお
り、そのため上演する側のコミュニティの結束を
より強化すると共に、紙芝居を視聴する被災者に
とっては、自らの地元の歴史や故郷との繋がりを
再認識したり、現在の大変な避難生活の中におけ
る癒しや、将来に向かっていく心強さや、将来に
対する希望を見出すきっかけにもなっています。
また、被災者を受け入れている地域の住民や被災
地を訪れる観光客にとっては、東日本大震災や被
災者の現状に対する理解をより深めたり、被災者
の心情を感じたりする事になり、それが被災者と
の新たなコミュニケーションを持つ機会となっ
て、被災地では紙芝居を媒体とした新たなネット
ワークが構築され、地域のコミュニティ再生に役
立っています。
　本プロジェクトにより贈呈した紙芝居は、地域
の民話や偉人伝等の地元の歴史と地縁に関するも
の、あるいは被災当日の状況や体験実話に関する
もの、例えば、被災時の津波の生々しい記憶や、
行き先もわからず非難した原発事故の体験、また、
障害者が避難所でいじめに遭いながら強い気持ち
で乗り切った体験等、記録し伝えなければならな
い被災の記録であり、その内容は多岐に渡ってい
る。今後も被災地各地で上演、利用され、東日本
大震災の復興に役立っていくものと予想されま
す。
　紙芝居は、そこに描かれた物語を一つの素材と
して、語り部の体験を通して人から人へ直接に伝
えることができるというツールとなっており、特
に被災者自身が語り部となり、戻ることのできな
い故郷への想いや子ども達に伝えたい歴史、ある
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�幹事報告
　クラブ月報配布の案内。／５月２日〜５月３日
開催RI第3690（韓国）地区大会案内の詳細は事
務局迄。／４月６日開催花見家族例会案内を回
覧。未回答者は回答を。／職業奉仕委員会の優良
従業員推薦は本日が提出期限。推薦のある方は事
務局迄。／例会変更。／本日18：30よりホテル
JALシティ広島でロータリー情報勉強会開催。
�スマイルボックス

芝楽会の結果（3月14日）
優勝　遠崎会員
２位　上田会員
３位　室﨑会員
出席報告

　会員数�63名　出　席�48名　欠　席�15名
　　　　　　　�来　客� 2名　来　賓� 1名
プログラム

外部講師卓話
「八丁座人気の秘密」
� ㈱序破急　代表取締役社長
� 蔵本　順子氏
　本日の外部卓話者は粋な和服
姿の素敵な美人社長。
　広島市中区出身。街中から映
画館が消えていくことを憂い、今の世の中の流れ
に楨差して広島のど真ん中に存在することに価値
がある映画館を作るという凄いことをやってのけ
られたパワーの持ち主。
　2010年11月福屋八丁堀店に「八丁座」をオープ
ンされた敏腕社長は、素敵な姿、優しい語り口か
らは想像もできない熱い思いを持たれている方で
した。
　地元広島に計り知れない秘めた思いを持ち続
け、全国でも類を見ない和モダンで贅沢なつくり
の映画館「八丁座」構想は、広島の活性化に燃え
る思いで取り組まれている様子がひしひしと伝
わってきました。

3
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第1312回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

それでこそロータリー
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、３月も最後の週になりました。ちょうど
来週の火曜日は４月１日で年度初めとなります

縁に恵まれ無事嫁入りできれば、友達に出雲大社
を強力に薦めてくれるほか、一回で効果がなけれ
ばまた行こうということでリピーター要因になる
そうです。
　もともと島根県というのは知名度が低い県で、
お隣の鳥取県と間違えられやすいのは皆さんもご
存じと思います。そこで県の観光課が話題を呼ぶ
宣伝をしようと数年前から広告代理店と組んで、
自虐ＣＭを展開しました。「全国で47番目に有名
な県」、「島根に鳥取砂丘はありません」、「妖怪が
多いのは鳥取、神様が多いのが島根」といった
キャッチコピーの自虐ＣＭは東京、大阪では話題
になり、島根県の知名度は急激に上昇したそうで
す。神様に頼りつつ、地元が自助努力したことが
出雲空港の利用増につながったわけです。
　となれば当然、我が広島空港の話しになりま
す。私はよく利用しておりますが、利用客数は
2012年度には215万人で、03年度には306万人でし
たから、10年間で３分の２まで落ち込んでいるわ
けです。新幹線のスピードアップや低料金の高速
バスなどライバルがどんどん進化したうえ、12年
12月には岩国錦帯橋空港が開港し、東京便の乗客
を奪われています。
　少し前になりますが、成田空港や羽田空港の着
陸料が高いために欧米からの寄港便を韓国のイン
チョン空港に奪われ、日本に飛んでくるフライト
が減るのではないかと懸念されたことがありまし
た。しかし、成田、羽田ともに滑走路の延長、増
設で機能を高め、着陸料も値下げ努力をしたため、
寄港便は減らず、かえって羽田空港は今や世界で
４番目に離発着数の多い空港に復活しています。
　広島空港も県や地元経済界の努力で、盛り上げ
る必要がないでしょうか？このまま旅客が経れ
ば、羽田便の数が減り、都合のいい時間にフライ
トがないといった事態になり、ますます利用客が
減るサイクルに陥りかねません。空港の衰退は地
元経済の衰退にもつながります。
　例えば、カープとサンフレッチェを広島への観
光客動員につなげるアイデアがあります。東京の
後楽園で巨人戦のチケットを取るのは大変です
が、巨人戦を見たい東京の人を「カープ対ジャイ
アンツ戦の観戦付きツアー」で広島観光に呼び込
むといった方法です。さらに宮島の厳島神社もも
う少し全国から参拝客が集まるパワースポットと
して売り出してはいかがかと思います。
　決して神頼みではない出雲の成功にならいたい
と思います。
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るように思います。もちろん電子マネーを使える
装置や通信回線など追加コストが必要になります
が、１円玉や５円玉を大量に用意し、数えたりす
る手間に比べ、全体としてのコストは下がるのは
間違いありません。最近、電子マネーが使えるお
店や自販機が急激に増えているのはそういった事
情もあるのでしょう。
　消費税引き上げが順調に進むことを祈りたいと
思います。
�幹事報告

　釜石市・山田ロータリークラブからの「やまだ
の作文第42集」－小中学生の作文冊子－回覧の案
内。／４月６日（日）開催花見家族例会案内を回
覧。未回答者は回答を。／例会変更。／例会終了
後、編集会議・次年度会員組織委員会ＧＭ開催。
出席報告

　会員数�63名　出　席�47名　欠　席�16名
プログラム

新入会員卓話
「自己紹介」
� ㈱ザメディアジョン　専務取締役
� 田中　朋博会員
　みなさん、こんにちは。昨年
の12月17日にロータリークラブ
へ入会させていただいて、約３
ケ月が経ちました。本日は生まれてから現在まで
の生立ちをお話させていただきます。
　父親は鉄道弘済会（現在は西日本KIOSK）に勤
務し、母親は自分が高校卒業するまでは専業主婦
で、大学に入ってからパートで万惣へ勤務してお
りました。３つ下の妹が一人おります。そんなな
かで生まれ育ちました。父親がJR関連の会社であっ
たために、駅近くの社宅に住み、尾長小学校へ通い、
３年生の時にいまの実家がある安佐南区へ家を購
入したことから引っ越しました。安西小学校時代
は、ほとんどソフトボールばかり、その先輩に誘
われて、安西中学校からバスケットボールを始め
ました。この当時は、自分たちが３年生のときは、
１クラス45人くらいで12組、２年14組、１年15組
もあり、西日本一のマンモス校だったようです。
もちろん、校舎もなくプレハブ教室で過ごしまし
た。中学から指導してもらっていた高校の先生の
下でバスケットをしたかったので、安西高等学校
へ進学。なんと、その先生は観音高校へ移動になり、
指導者のいないバスケットボールクラブでした。
顧問の先生はいましたが、実質名前だけだったの
で、抽選会なども授業を休んで自分たちで行って

が、今年は大変な日になります。消費税が５％か
ら８％に引き上げられるため、この日にシステム
の変更や表示の切り替えなど様々な対応が必要に
なるからです。
　これまで100円の商品には５％の消費税が上乗
せされ105円で販売されていたものが、８％の消
費税で108円になります。今まで５円玉や10円玉
のおつりを用意していればよかったものが、１円
玉の釣り銭が大量に必要になると思います。
　有名な話しですが、１円玉の製造原価は３〜４
円で、通貨価値よりもモノとしての実物価値の方
が高いということがあります。日本では１円から
500円まで６種類の硬貨が発行されておりますが、
製造原価が通貨価値より高いのは１円玉と10円玉
のみです。１円玉は純度の高いアルミニウム、10
円玉は銅、亜鉛、錫の合金であり、この10年ほど
資源価格が高騰したことで、製造原価が上昇して
しまったわけです。といっても50円玉、500円玉
は通貨価値より製造原価の方がはるかに安いた
め、全体として硬貨の発行費用はバランスが取れ
るというわけです。ちなみに500円玉の製造原価
は50円弱で、450円以上は儲けになり、そのため
政府には貨幣発行益という利益が入ります。ここ
が通貨の面白いところでありまして、紙や金属に
お金の図柄を印刷するだけで、価値を持たせるこ
とができるわけですから、政府に信用力がなくな
ればお金は一瞬で紙くず、金属スクラップになる
という恐ろしい事態が起きます。
　問題は消費税を８％にして、１円玉のお釣りが
増えると、１円玉の追加発行が必要になり、政府
の負担が増えるということです。ですが、民間の
負担も増えます。お店の方は日々、ご商売のため
にお釣りを用意されますが、銀行での両替は有料
だからです。これまでは例えば「１日１回に限り
硬貨50枚以内」の両替は無料で、２回目以降また
は「51枚以上500枚まで」は315円となっておりま
した。今後はお店での１円玉の使用量は急激に増
えますから、お店はたくさんの１円玉を用意する
だけでコスト負担が増します。そのため財務省か
らの指導もあって、「１日１回500枚まで」は無料
と銀行での無料両替の枠が増やされました。これ
でも足りないことは十分にありますので、お店の
皆様は頭を痛めておられることでしょう。
　そう考えますと、「SUICA（スイカ）」「ICOCA

（イコカ）」や「EDY（エディ）」といった、電子
マネーは少額硬貨を使わなくて済むという面で、
政府にもお店や企業にとっても大きなプラスがあ
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③�読書レポート…毎月自分の気になる本を読んで
レポートを提出すると、1000円分の図書カード
がもらえます。雑誌でも漫画でもOKです。

④�映画鑑賞レポート…こちらも仕事柄、映画を観
る機会が多く、会社から映画の観賞券が支給さ
れます。ただし、レポート提出が必須です。

⑤�勉強会…当社では各種勉強会が行われていま
す。社長個人が「５」という数字が好きなため、
新人を対象にした勉強会は、朝「５時55分」開
始です。余談ですが、本人の結婚式は、GW期
間中の５月５日の５時55分から挙式を行ったこ
ともあります。

⑥�ベクトル勉強会…会社の価値観（ベクトル）を
合わせる、・歴史を学ぶ（先人を学ぶ）をテー
マにした勉強会が７時30分から行われます。全
員参加で、ラジオ体操のように、最後にハンコ
をもらいます。これが価値観共有の評価と連動
しています。

⑦�株主総会は「厳島神社」…弊社は資本金8150万
円、53名の株主で会社が成り立っております。
１年に１度株主の皆さんに報告する株主総会
は、毎年厳島神社でのご祈祷と合わせて神社内
の朝座屋で行われています。厳島神社で株主総
会を行っている会社は唯一だそうです。

⑧�知覧研修…呉の大和ミュージアムの公式図録の
出版をはじめ、人間魚雷「回天」、知覧特攻隊、
吉田松陰先生など、さまざまな歴史書籍の発行
を行っています。そんなご縁で、毎年、知覧で
の先人の想いと人間力、感性を磨く研修として

「知覧研修」を実施。全国の経営者、社員旅行、
新人研修、幹部研修として年間500人以上、延
べ3000人以上の実績があります

⑨�フリーアドレス…会社には、自分の机がありま
せん。パソコンと資料BOXが１つだけ与えら
れています。毎日、早い者勝ちで決まった席は
なくパートさん、契約社員、社員のスタッフも
みんな同様に仕事をしています。もちろん、社
長をはじめ、役員も席はありません。

⑩�プロレス団体＆ＡＶ女優…これは社長の個人的
な趣味ですが、プロレスの選手やAV女優など
が普通に会社のなかにいたり、弊社のイベント
に参加したりしています。

　以上のような少し変わった制度のなかで、25年
間仕事をしておりますので、ある程度のことは、
耐えられる？　何でもできると思います。これか
らもどうぞ、ご指導よろしくお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました！

いたほどです。またまた、この高校は体育や生活
指導が厳しくて、なわとびやマット運動などの必
修科目で単位を落とす生徒が数人も出て留年する
問題が起こり、フジテレビの深夜11時すぎのニュー
ス番組「デイトライン」も取材に来たこともあり
ました。高校から大学へは、推薦（バスケットボー
ルと評定平均値の併願）で近畿大学工学部へ入学。
１年間は真面目にクラブ活動をしましたが、それ
以降は、アルバイト・サークル活動などでいろん
なことを学びました。就職活動時期には、広告代
理店を志望。東京での就職活動を行っていました
が、理系だったためこれ以上、就職活動という理
由で学校を休めなくなったため、就職活動を終了。
当時、アルバイトや仕事をさせてもらっていたい
まの会社「ザメディアジョン」へ入社することに。
自分が新卒生第一号で、振り返ると、入社した当
時の先輩社員はみんないなくなっていました。そ
こからは新卒社員をずっと採用し続けて、いまの
体制になっています。会社の業務は、「出版事業」「人
財事業」「障がい者斡旋事業」「大学運営」の４つ
の部門があり、自分は出版事業の担当役員です。
業務内容としては、地域雑誌の発行・編集や広島
県の広報冊子・編集、東京の出版社の編集業務

（KADOKAWA、JTB、ダイヤモンド、講談社、
学研など）、その他、広告制作やＨＰ制作などを行っ
ています。最近では、自費出版や企業や商品のブ
ランディング化をコンセプトにした出版のサポー
トにも力を入れております。いまでこそ、50人近
くスタッフがおり、会社っぽくなっておりますが、
入社した当時は７〜８人で、①給与遅延②外部へ
の支払遅延③経費清算が忘れられる、されない④
高速道路利用ダメ、下の道を通って地道に活動す
る⑤出張に行くのは金券ショップ分しか経費が認
められない…などなど、考えられないような変な
制度がありました。いまは、なんとかそれらしく
なり、福利厚生も少し充実し、いろんな新しい制
度（変わった制度？）がありますので簡単にご紹
介させていただきます。
①�１万円プレゼント…自分の誕生日の前後１ケ月

に両親と食事をした写真をとって、社長と総務
部にメールを送ると食事代としていただけま
す。両親への感謝が目的です。

②�サンクスカード…社内で物事をお願いしたり、
伝言したりする際に、ただ渡すだけでなく、メッ
セージカードに「ありがとう」と感謝を書いて
渡します。月末に集計して30枚もらうと3000円
が手当として支給されます。
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幹事　　杉川　　聡
　３月２日（日）13：30からリーガロイヤル広島において、「変
貌する社会の中で近未来の平和を考える〜ロータリアンので
きること〜」をテーマに、国際ロータリーグループ６・７合
同インターシティミーティングが開催された。当クラブから
は、田中会長以下35名のメンバーが出席した。
　広島南ロータリークラブ　長
沼　毅実行委員長の開会宣言で

開会したＩＭは、井内Ｇ７ガバナー補佐の主催者挨拶、沖田ガバナーの来賓
挨拶と続き、メイン事業の講演とパネルディスカッションに入った。講演の
トップバッターは、広島修道大学佐渡准教授が務められ、「国家の果たす平和
達成への役割」と題して熱く思いを述べられた。続いて、東北アジア地域平
和機構講座運営委員の片野淳彦さんが「平和の文化とアイデンティティ」と
題して講演され、休憩を挟んで、３人目の講演は、清泉女子大学山本達也准
教授が「情報通信技術と現代社会」と題され30分間話された。その後、井内
Ｇ７ガバナー補佐の進行で、会場から質問を募り、近未来の平和について熱
い議論が時間を延長して続けられた。メンバーにとっては、「平和」について
じっくりと考える時間を与えて頂き、とても良いシンポジウムであった。
　その後、会場を移して懇親会が開催された。主催クラブの広島南ロータリー
クラブ白井会長の開会挨拶、昨年開催された平和シンポジウムの責任者を担
当された川妻パストガバナーの乾杯の音頭で宴は開かれた。最後は、広島南
ロータリークラブの伊藤副会長の中締めの挨拶で閉会した。

たが、昭和58年現住所である西区古江へ引っ越し
古田中学校に転校しました。
　高校は広島県立広島井口高校に進学しました。
ここでは今の妻と出会い大学卒業後には結婚をし
ました。
　その大学は九州国際大学に進学しました。この
学校の自慢は…特にありませんが、最近ではカー
プの松山竜平選手が出身していることと、付属の
女子高からバトミントンのオグシオの潮田が出身
であることぐらいです。
　卒業後はそのまま入社しました。そして平成11
年に以前にも話しました広島青年会議所に入会さ
せて頂きました。ここでの体験は私にとって非常
に有意義でした。この会には色々な意見がありま
すが、もしご子息がいらっしゃれば是非入会を検
討して頂きたいと思います。
　ということを話していたら時間がなくなりまし
た。是非次回機会があれば続きを話したいと思い
ます。
　本日は拙い話しで失礼しました。ご清聴ありが
とうございました。
　今後とも宜しくお願い致します。

新入会員卓話
�㈱ニシキプリント　代表取締役
� 宮㟢　　真会員
　先月の歓迎会ありがとござい
ました。
　改めまして１月に杉川会員と
徳納会員に推薦して頂き広島西
南ロータリーに入会させて頂いた宮㟢です。本日
は貴重なお時間を頂きましたので少しでも私の事
を皆さんにわかってもらえるように話しをさせて
頂きます。
　私は昭和46年６月17日生まれの42歳になります。
　会社は、株式会社ニシキプリントで編集・印刷・
製本業です。
　生い立ちは昭和46年名古屋にて生まれました。
その時の父の仕事は生命保険の会社で北陸・東海
地区の新規店舗を立ち上げては次の場所に移る仕
事をしていました。ちょうど名古屋で開業準備を
していた時でした。その直後に父の兄が印刷会社
を立ち上げる為に広島に帰ったようです。
　幼少期は今の廿日市市、当時は廿日市町ですが、
そこで佐方小学校・廿日市中学校で学んでいまし

2013−　
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　３月18日（火）18時30分よりホテルJALシティ広島で、第２回ロータリー情報勉強会を開催しました。
　本年度の勉強会はロータリーをより深く理解することにより、ロータリーの素晴らしをあらためて認識してい
ただくことを目指しています。

第１部��勉強会 　次の内容で実施しました。
１　私のロータリーライフ　担当　室崎クラブ奉仕理事
　　（新会員時代から現在に至るまでを振り返ってお話をしていただきました）

２　親睦と奉仕について　　担当　佐々木ロータリー情報委員長
　　（奉仕の理念と親睦について解説しました）

第２部　懇親会
　入会３年未満の会員を均等に各テーブル配置し、テーブルごとの座長の司会のもとフリーディスカッション形
式で懇談を行い世代間を超えた幅広い交流をはかっていただきました。

　第１回に引き続き今回も32名（内入会３年未満13名）の多くの会員に出席していただき当初の目的もほぼ達成
でき実りある勉強会となりました。

　ロータリークラブへの入会の動機は自分の希望で入会した人はいませんでした。
興味を持っていたところ入会の誘いを受けて入会した、先輩が楽しい会だからと入
会を誘ってくれた、転勤族だが以前より先輩責任者が入会していた縁を引き継いで
入会した、断って、断って遂に断りきれなくなって入会したという消極的な動機の

入会もありましたが、入会後、幅広い人たちとのお付き合いで、大変勉強になっている。自分の業界だけでは考
える視野が狭くなるが、ロータリークラブに入会したお陰で、異業種の人の話が聞けて大変勉強になる。ロータリー
クラブに入会すると、地域のことが良く分かり、その上知り合いがたくさん出来て非常に有意義である。例会出
席や委員会活動を通じて、自分が成長できるので、今後もクラブ活動に積極的に参加します。このような、積極
的な感想や意見が多く聞くことが出来ました。

第２回ロータリー情報勉強会の開催
ロータリー情報委員長　佐々木　宏

懇親会報告
ロータリー情報委員会
岡本　俊雄

私のロータリーライフ

室﨑雅宣

情報委員会ＧＭ ２０１４年３月１８日

７． ２０１１～２０１２年度 山 下 会長 クラブ広報理事

２５周年記念事業
米山奨学生カウンセラー引受

２０１１年１１月１３日 弥山登山

ロータリー情報委員会

奉仕と親睦について

ロータリー情報委員会

佐々木 宏

2014年3月18日

入会年度 ２００５年（平成１７年）９月９日

６３人中３３番目

推薦者 木村恭之会員

推薦承諾人 中村富洋会員

生年月日 １９５１年（昭和２６年）３月１７日

６３歳 ６３人中３１番目

同好会 芝楽会（ゴルフ）

好漢クラブ（中国語勉強会）

８．２０１２～２０１３年度 曽 里 会長 親睦家族活動副委員長

９．２０１３～２０１４年度 田 中 会長 クラブ管理運営理事

10．２０１４～２０１５年度 林 本 会長 幹事

１.二つのモットー

ロータリーには2つのモットー（奉仕の理念）があります。

1950年に正式にロータリーのモットーとして採択された

Service above self

人道的奉仕（社会奉仕 国際奉仕）の理念を表したもの

超我の奉仕 奉仕第1 、自己第２

自己の個人的利害を超えてのService（奉仕）を行なう。

Service(奉仕）とは

他人のことを思い遣り、他人のために尽くす

１．２００５～２００６年度 中 村 会長 職業奉仕委員

三菱重工広島工場見学
会員企業一覧表作成、配布

２．２００６～２００７年度 佐々木 会長 プログラム委員

２０周年記念台北訪問（台北観光・ゴルフ・中正紀念堂桜植樹）

He profits most who service best

職業奉仕の理念を表したもの

1911年にアーサー フレデリック シェルドン
によって提唱

最も良く奉仕するものは最も良く報われる

継続的な事業を発展を得るためには儲けを
優先するのではなく職業を通じて社会に貢献
するという意図をもって経営する。良好な商
品を適正価格で提供し、顧客 従業員や仕
入先等のすべてに対して公正でなければな
らない。その結果高い信用 信頼を得ること
が出来、継続した発展が可能となる。

そのためには高度の職業倫理を推進しなけ
ればならない

３．２００７～２００８年度 荒 木 会長 プログラム委員長

卓話者 外部卓話１８人
迫田日銀広島支店長、坂口中国電力陸上部監督他

４．２００８～２００９年度 梶 本 会長 副幹事

１３ロータリーゴルフ懇親大会で団体優勝

２ ２３－３４の決議

職業奉仕派と社会奉仕派対立

この対立を調和させる決議
今では奉仕の理念を表す重要なドキュメント

第1条
ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、それは利
己的要求と義務およびこれに伴う他人のために奉仕をしたいと
いう感情の間に常に存在する矛盾を和らげようとするものであ
る。
この哲学はー「Service above self」の哲学であり
これは「He profits most who service best」という実践的な
倫理原則に基づくものである。

５．２００９～２０１０年度 平 原 会長 国際奉仕委員長

台北訪問（高雄観光・ゴルフ）
ベトナム訪問（移動図書館寄贈）

２００９年８月２９日
韓国済州島 ゴルフツァー

２００９年１１月０６日台北訪問
鵝鑾鼻岬よりバシー海峡を望む

３ 親睦と奉仕

RI戦略計画 中核的価値観

ロータリーにおいてロータリアンがなにを優先させどのように行動
するかというロータリー活動の基本指針を表したもの

奉仕 親睦 多様性 高潔性 リーダーシップ

親睦 多くの人が集い力を合わせることにより、人類全体に

奉仕することができます。力を合わせて活動することに

より多くのことを知り、豊かな人生を送り、広い視野を

持つことになります。親睦は国家、民族その他様々な

違いを超えて寛容の境地へと導きます。

６．２０１０～２０１１年度 石 井 会長 職業奉仕委員長

日本基準寝具廿日市工場見学
会員企業一覧表改定、配布
ベトナム訪問（移動図書館寄贈・観光・ゴルフ）

２０１０年１１月１３日
３ＲＣ（西・廿日市・西南）合同ゴルフ大会

２０１０年１１月２５日ベトナム ホイアン
移動図書館寄贈

親睦と奉仕の関係

毎週例会では、会員同士が親睦を育み、打ち解けた語
らいの中で互いに知識を高め、視野広げ、さらには事
業の発想の交換なども行い、互いに切磋琢磨して自己
研鑚を積み高度の道徳的水準を高めてそれを奉仕の
の心に発展させていく場となります。

例会そして親睦は奉仕活動を実践するための重要な
要素です。

親睦活動 懇親会 ゴルフ会 飲み会は親睦活動といい
親睦というロータリー本来の活動を支援する上で重要
な役割りを果たしている。

参考 ロータリーの源流 ロータリー情報マニュアル

1171号� （13）
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西南ロータリー　何でもコラム

　みなさんも新聞やニュースでご存知かと思いますが、３月18日に平成26年地価公示が発表されまし
た。地価公示とは、地価公示法に基づいて国土交通省土地鑑定委員会が毎年１月１日の都市計画区域
等における標準地を選定して「正常な価格」を判定し公示するものです。相続税路線価や固定資産税
評価額と違ってすべての土地に価格が示されるものではないため、あまり興味をもたれないかもしれ
ませんが、実はすべての公的評価や不動産鑑定評価の拠り所となるもので大変重要な役割を持ってい
ます。また地価はその地域の経済状況の一つの目安となり、他の都市との比較によって広島の景気の
状況も見えてくるところがありますので、今回は地価公示の概要をご紹介してみたいと思います。
　まず、最高価格地点からですが、住宅地はホテルJALシティの北隣のマンションの敷地で550,000円
／㎡（坪単価180万円強）、商業地は八丁堀交差点の中国銀行西隣の福屋別館の敷地で1,970,000円／㎡

（坪単価650万円強）となっています。（※地価公示の最高価格は限られたポイントの中の最高価格で
すから市内全ての土地の最高価格とはなりません。）
　そして価格と合わせて大切になるのが変動率です。変動率は昨年１月１日の公示価格に対する今
年１月１日の公示価格の増減率を表します。広島県全体の変動率は住宅地で▲1.9（前年▲2.6）、商
業地で▲1.8（前年▲3.2）と共に下落ですが前年より下落幅は縮小しています。広島市では住宅地▲0.4

（前年▲1.5）、商業地＋0.4（前年▲1.6）と住宅地については下げ止まり傾向、商業地については上昇
に転じたことが分かります。また、県全体の上昇率の最大地点は住宅地では「東区光が丘15番２」
で＋8.3（前年±0）、商業地では「東区光町二丁目８番17」で＋9.2（前年±0）となっており広島駅
周辺が整備されることによる地価上昇が顕著になっています。これらの上昇率は全国的に見てもか
なり高い上昇率といえます。次に下落率の最大地点は住宅地では「江田島市江田島町小用三丁目
8410番28」で▲9.8（前年▲10.5）、商業地では「江田島市大柿町浦字常道2071番３外」で▲10.1（前年
▲10.4）となっており、それぞれ全国ワースト３位、全国ワースト４位を記録しています。このよう
に地域格差は大きいものの、今回の地価公示は広島も景気の潮目にあるということを示しています。
　次に広島市の平均変動率を他の主な都市のものと比較してみました。（　）は前年

広島市 東京23区 大阪市 名古屋市 福岡市
住宅地 ▲1.9　（▲2.6） ＋1.8　（▲0.2） ＋0.1　（▲0.6） ＋2.6　（＋0.4） ＋1.8　（＋0.7）
商業地 ＋0.4　（▲1.5） ＋2.7　（▲0.4） ＋3.6　（▲0.1） ＋3.7　（▲0.3） ＋2.9　（＋0.7）

仙台市 札幌市 京都市 神戸市 岡山市
住宅地 ＋3.1　（＋1.6） ＋1.2　（▲1.2） ＋0.1　（▲0.9） ＋0.6　（▲0.4） ▲0.7　（▲1.5）
商業地 ＋3.4　（＋1.3） ＋1.6　（▲1.1） ＋2.2　（＋0.2） ＋1.0　（▲0.6） ＋0.0　（▲1.9）

　このように地価公示の結果からも全国的に昨年は景気の潮目だったことがうかがえます。消費増
税の影響がどこまで景気に影響は分かりませんが、大方の見方では少なくとも10％になるまでは大
きな影響はないのではないかといわれていますので地価は今年も引き続き上昇傾向を維持すると思
われます。
　広島市はよく福岡市、仙台市、札幌市等と比較されますが、残念ながら地価の動向を見る限りい
ずれの都市よりも元気がないように思えます。広島といえばお好み焼き、もみじまんじゅう、原爆ドー
ム、宮島、マツダ、カープ、サンフレッチェなど全国に誇るべき特色のあるものがたくさんありま
すので、そうした魅力を活かし地域経済の活性化のためにみんなで力を合わせて元気な広島を作り
上げていきたいですね。

地価公示からみる広島の景気
児　玉　栄　威

（14）� 2014年３月
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DONATIONDONATION
３  月 年度累計

ス マ イ ル 35,000 円 717,000 円
善 意 の 箱 16,992 円 114,035 円
100万ドル 53,523 円 471,378 円

掲　示　板

５月行事予定
❖５月４日（日）11：00 〜
　宮島桜を囲む会� 宮島（包ヶ浦）運動広場
❖５月13日（火）18：30 〜
　歓迎会� 広島グランドインテリジェントホテル3F

日　時：2014年３月４日　18時00分〜 18時30分
場　所：ＡＮＡクラウンプラザ広島
出席者：田中・林本・杉川・室崎・山本・宮本・
　　　　徳納・平原・久保・岩田・杉本

・会長挨拶（田中会長）
　次年度林本丸が進行中ですが、新しい船の邪魔
にならないように速やかにすすめたいと思いま
す。ご協力宜しくお願いします。
・議事
①合同幹事会・合同事務局運営委員会報告
� （杉川幹事）
　資料参照。次年度人頭分担金について。合同事
務局を使っている市内11クラブの会員が合計700
〜 800人いる。広島北ロータリークラブが出て
いった時に1,800万円残金があった。通常であれ
ば経費を頭割りすると1,100円／人かかるが残金
があったのでこれまで800円／人にしていた。残
金が相当減ってしまったので少し値上げして、次
年度からは1,000円／人にしたい。� ……了承
　メーキャップの金額を現行3,400円であるが４
月から消費税があがるので3,500円にしたい。
� ……了承
②�新会員３名の委員会配属と親睦家族活動委員長
について� （杉川幹事）

　山國会員、上田会員、藤崎会員の３名の配属に
ついては親睦家族活動委員会に配属。河野親睦家
族活動委員長が転勤されるので後任の委員長を誰
にするか。小川副委員長に兼務して頂き、小川親
睦家族活動委員長兼副委員長とする。
③４月プログラム及び花見家族例会について
� （室崎理事）
プログラムについて
４月１日　造園会社の正本社長　“桜の話”
４月８日は花見例会に振替

４月15日　�台北の歓迎会の時演奏して頂いた免出
隆山さん　“雑学としての尺八”

４月22日　曽里直前会長　クラブの歩み
　　　　　（Ｒ情報委員会ＧＭ時の話）
花見家族例会について
　家族会費を3,000円から4,000円に値上げ。
　アトラクションはライアー演奏の宇月彩さん

（ドイツで考案された弦だけの素朴な楽器）。
　ゲストは米山奨学生の黄夫妻、今年に限って会
費は免除。
　雨が降った時のために予算の中に桜の花代で
30,000円入っている。
④ＲＩ会長賞申請について� （杉川幹事）
　必須項目は会員が１名以上増えていること。
　項目の中で３つ以上チェックがあること。
　事務局で申請して頂く。
⑤２月度会計報告� （杉川幹事）
　資料参照。未収入金が増えている。
　スマイルの方も３月末で予算を達成できそう。
⑥各理事役員報告� （杉川幹事）
　徳納理事　　�カンボジアの件宜しくお願いしま

す。
　その他の理事は特になし
⑦その他（優良従業員推薦）
　優良従業員推薦が一人も出ていない。
　５名ぐらいは推薦して欲しい。

・次回開催日は４月１日（火曜日）13：45 〜
・閉会の挨拶（林本副会長）
　今年度は田中会長を中心に役員の皆様大活躍で
順調にここまで来ています。ゴールが見えるとこ
ろまで来ているが最後まで気を引き締めて下さ
い。今年度は会員増強に象徴されるようにパワー
を発揮されました。次年度私達はそれを引き継い
で省エネ運転でできるように頑張りたい。

2013-2014年度　第９回理事・役員会　議事録
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奥田　　實　１日
室﨑　雅宣　17日
岩田　智博　18日
佐古　雄司　18日
山本　恭瑚　27日

寺本　真司　14日
濵田　公璽　27日

会員誕生日

３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

寺本真司夫人　美　奈様　５日
児玉栄威夫人　幸　子様　９日
田中朋博夫人　公仁江様　14日
三浦彰夫夫人　里　香様　15日

田中　茂樹　Ｈ２年
三好　清隆　Ｈ３年
寺本　真司　Ｈ19年
杉本　清英　Ｈ20年
折本　　緑　Ｈ22年

村尾博司　㈱興洋� Ｓ49年
宮本晋一　㈲みやもと� Ｈ13年
根石英行　弁護士法人 広島メープル法律事務所
� Ｈ13年
佐藤克則　社会保険労務士法人 サトー
� Ｓ60年
田村英樹　㈱アージュ� Ｈ８年

日　時：2014年３月４日　18時30分〜 19時00分
場　所：ＡＮＡクラウンプラザ広島
出席者：田中・林本・杉川・室崎・山本・宮本・
　　　　徳納・平原・久保・岩田・杉本・對馬・
　　　　佐々木・根石・末廣・白築

・次年度会長挨拶（林本次年度会長）
　今年度は田中会長を中心に頑張っておられる。
特に気になるのは会員増強が目覚ましいものがあ
る。次年度は新しい人が沢山入り増員はありが内
部の充実に気を配っていく必要がある。一気に伸
びる竹の節になればよい。
・議事
　現年度から次年度へ引継ぐこと
　　宮本理事
　　　皆さんの力でここまで来られた。
　　　�増やすのも大事であるが、退会者を出さな

いようにしたい。
　　佐々木次年度理事
　　　今年度は会員が随分増えた。
　　　�新会員が多いので新しい会員にクラブに馴

染んで頂けるようにしたい。
　　　退会者を出さないようにしたい。
　　山本理事
　　　委員長に恵まれて予定以上に出来ている。
　　　�今回ニシキプリントさんを紹介して頂いて

スムーズに出来た。
　　對馬次年度理事
　　　今年度は会報を担当してすごく大変だった。
　　　�次年度はみんなで少しずつ関与して負担を

減らしたい。
　　　�今年度は内部広報が主だったので次年度は

外部に情報を発信したい。
　　徳納理事
　　　今年は福島の支援が大変だった。

　　　やってみるとやりがいのある事業であった。
　　　�国際奉仕についてはカンボジアに行ってき

ます。
　　　……�カンボジアは30周年事業なので次年度

はあまり関わらないかもしれない
　　　�新たな事業を増やさないように、今ある事

業を大切に。
　　根石次年度理事
　　　�今年度大変頑張ってこられたので見習って

いきたい。
　　　�地区補助金を使った事業を引き続き検討し

たい。
　　　徳納会員に顧問で残ってもらいたい。
　　平原理事
　　　�今年は末廣委員長、奥田委員長に頑張って

頂きノルマを達成できた。
　　　�皆さんに無理を言って善意の寄付をお願い

している。
　　　�新地区補助金をまたやるのですばらしいこ

とだ。
　　　�みんなが寄付しないといけないなという雰

囲気作りができればよい。
　　末廣次年度理事
　　　�今年度委員長を引き受けた時はまったくわ

からない状態であったが平原会員や梶本会
員に教えられて１年を過ごした。

　　　�地区の勉強会に行くと仕組みがよくわかっ
た。

　　　�次年度委員長の仲田さんは真面目な方なの
で今から幾らお金を集めるのか、その数字
はいつでるのか聞いてこられる。

　　　今年経験したことを引き継ぎたい。
　　　�皆様に寄付をお願いするので雰囲気作りに

気を付けたい。

2013-2014年度　現・次年度合同理事・役員会議事録
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編集
後記

広島西南RC　２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 4 11（祝日） 18 25 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 × × × 休会
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 4 11（祝日） 18 25 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 遠崎　秀一 ○ △ △ 100％
47 寺本　真司 ○ △ ○ 100％
48 俵　　雅之 ○ ○ ○ 100％
49 徳納　武使 ○ △ ○ 100％
50 對馬　久子 ○ ○ ○ 100％
51 山本　　豊 ○ ○ ○ 100％
52 山下　哲夫 ○ ○ ○ 100％
53 吉田　栄壮 ○ ○ ○ 100％
54 山下　幸彦 ○ ○ ○ 100％
55 山本　春男 ○ ○ ○ 100％
56 山本　恭瑚 ○ ○ △ 100％
57 濵田　公璽 △ ○ ○ 100％
58 児玉　栄威 ○ ○ ○ 100％
59 田村　英樹 ○ △ ○ 100％
60 幸村　憲治 ○ ○ △ 100％
61 伊藤　英彦 ○ ○ ○ 100％
62 田中　朋博 ○ ○ ○ 100％
63 宮㟢　　真 △ ○ △ 100％
64 山國　　豊 ○ 100％
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　１月に転職して３ヶ月が経過しまし
た。以前の会社からロータリークラブ
の退会を促され、幹事に退会の報告に
伺ったのがきっかけです。幹事に説得

されロータリークラブを辞めずに会社を退職して
しまいました。日頃は地味な性格ですがたまに大
胆な決断をします。年齢を重ねてからの転職は厳
しいですが、これまでと違う視点で見方を変える
と、これまでと違うビジネスチャンスがあるのだ
と気付かされました。会報の編集も残り少なくなっ
てきましたが様々な角度からアプローチして良い
ものを作っていきたいと思います。� （杉本）

1171号� （17）
識字率向上月間



　３月５日から２週間の予定で、ハワイ大学で講義を聴講
する機会をいただいたこともあり、ハワイに行ってきまし
た。
　折角の機会と思い、海外で初めてメークアップをしてき
ました。事前に事務局からもらったリストを眺めながらど
のクラブに参加するかを思い巡らしました。「あのピンク
の素敵なロイヤルハワイアンホテルが魅力的だなぁ〜」と
思ったり、「いやいや会員数が多すぎる」とちょっと臆し

たり。あれこれ考えた結果、西南ロータリークラブの会員数と同じぐらいのワイキキロータリー
クラブを選び、参加しました。次に、服装です。やはりスーツ？それとも常夏ハワイの正装であ
るアロハ？カジュアルでも大丈夫？など。でも心配は無用でした。皆さんの服装は様々で、カチッ
とスーツの方もいれば短パンにビーチサンダルの男性もいました。さすが、ハワイ。
　また、事前に分かってはいたのですがなんと女性会員が多いこと。３分の１ぐらいの方が女性
だったように思います。西南ロータリークラブはわずか４人なので、やはりさびしいですね。
　進行はとても和やかなもので、最初にゲストの紹介がありましたが、一人の男性がマイクを持っ
てゲストの傍に行き、各ゲストが自己紹介をしていました。私はどうすればいいんだろう？とド
キドキしていたのですが、会員は他のプログラムがあるということを隣の席の方が教えてくださいました。
　そのプログラムとは、自己紹介のときとは違う男性が壇上から降りてきて、メークアップに来ている私たち（写真のとおり４名）を前に
招き、片腕を振って会員全員が歓迎（?）の歌を歌ってくれました。そして、「自己紹介をしてください」と言われ、そのまま各自が自己紹
介をしました。私はありきたりの自己紹介をしたのですが、「広島を知っていますか？」と尋ねたら「Yes!」と。そして「Yumiと呼んでくだ
さい」と言うと「Yumi」と声をだしてくださり、とても心地よい空間でした。何より私の拙い英語に反応してくださったことを嬉しく思い
ました。
　他にも、誕生月の方が前に呼ばれ、バースデーソングを歌いケーキのろうそくの火を吹き消し、後から誕生月の方にケーキがふるまわれ
ていたのには驚きました。あの時の例会だけで何人の方がマイクの前で話をしたのでしょうか。思いつくだけで十数名。楽しい例会でした。
写真を撮っていた方が「広島でメークアップしたことあるのよ」と声をかけて下さり、翌週にはニューズレターを送ってくださいました。
　ロータリーの会員であるということだけでつながる、というのは素晴らしいことだと思います。私は入会してまだ３年ですが、入会した
当初、当クラブの方が「仲間です」と私を紹介してくださったことが嬉しかったことを覚えています。それが世界につながっているという
のは、何とも面白くワクワクすることです。思い切って参加して本当に良かったです。また機会があれば「仲間」を楽しみたいと思います。
� 森田由美子

　芝楽会は沖縄へ３月13日（木）から３月15日（金）の２泊３日
の日程で遠征ゴルフに行ってきました。
　今回は台北新東RCのゴルフ同好会の方々が参加してくださり、
芝楽会から10名そして台北新東RCから９名（内ゴルフは７名）
の計19名と大変賑やかな遠征となりました。
３月13日（木）　沖縄カントリークラブ
３月14日（金）　那覇カントリークラブ
３月15日（土）　サザンリンクス
と３日連続のプレーでハードなスケジュールでしたが天候にも恵
まれ全員元気にゴルフを楽しみました。
　最終日はプレー終了後首里城を見学した後、台北新東RCの皆
さんとは11月に台北で再開することを約束し那覇空港でお別れし
我々は広島へと帰路につきました。
　台北新東RCの皆さんと親密な交流が図れたことは、互いに理
解を深め、国際親善に寄与することができ楽しくもあり又有意義
な３日間でした。� 佐々木　宏記

芝楽会 台北新東ＲＣ合同沖縄遠征記

Dear Iwada-san :

Kono tabi Okinawa Golf Ensei no Tour wa Iroiro to Yoi Arrange, Okage wo Mochimashite Yuukai na Tabi ni 
narimashita. 3ka kan renzoku no PLay dewa chotto Tsukaremasu ga, Mina-san to Tanoshiku Jikan wo 
Sugoshimashita, Kasanete Kansha Kangeki no I wo Hyou suru shidai de Arimasu.
Kondo Taiwan de mina-san to Saikai dekiru koto wo Kitai shite, Kangei wo Moushiagemasu.
Douka Mina-san nimo Yoroshiku Otsutae Kudasai.
Yoroshiku ! 

J. S. Tsai 
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