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第1302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

　宮㟢　真会員
　（㈱ニシキプリント　代表取締役）
　推薦者：徳納　武使会員・
　　　　　杉川　　聡会員

�お誕生月記念記念品贈呈
　久保慎太郎会員　１月３日
　田渕　昌孝会員　１月３日
　河野　　弘会員　１月８日
　徳納　武使会員　１月10日
　三好　清隆会員　１月12日
　宮本　晋一会員　１月14日
　山本　春男会員　１月29日
　吉田　栄壮会員　１月31日
　濵田　公璽会員　１月31日
会長時間

　皆様、明けましておめでとうございます。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、今年の年末年始は日の並びがよく、おか
げさまで長い休みになりました。
　毎年、年が明けますと、「故

ふる

きを温
たず

ね、新しき
を知る」と申しますか、今年がどんな年になるか
を考えてみたくなります。その時の手がかりにな
りますのは干支（十干十二支）であります。今年
は午年ですが、そのなかでも「甲

きのえ

午
うま

」、漢字で書
けば「亀の甲羅」の「甲」が午についたものです。
　識者によりますと、「甲」は甲羅あるいは甲冑
の「甲」ですから「堅い殻」であります。それを
割ったり、脱いだりする年になりますから、「物
事の始まり」を意味するそうです。午は「午の刻」
というように時間を表す際には午前11から午後1
時の間のことで、太陽が最も高く上がり、日光が
強く降り注ぐこと、即ち「物事が盛んである」こ
とを示します。この二つの組合せですから、「旧
体制が崩され、勢いよく何かが始まる」というイ
メージが沸いて参ります。
　昨年、アベノミクスによって日本経済は適度な
円安、株価の上昇、デフレ脱却など、いい方向に
動き始めました。今年はその流れをさらに強め、
停滞の殻を破って、正午の太陽のように日本経済
が盛んになる、そんなことを「甲

きのえ

午
うま

」の年に期
待したいと思います。

　ただ、甲
きのえ

午
うま

の年には戦争や衝突が多く起きて
おります。120年前の甲午の年は1894年ですが、
日清戦争が始まりました。60年前の1954年は前の
年に朝鮮戦争が終結しましたが、ベトナム戦争で
は最大の激戦といわれた「ディエンビエンフーの
戦い」があり、フランスはインドシナ半島から撤
退、その後を引き継ぐ形で、米国がベトナムに軍
事的にのめり込むきっかけにもなりました。
　何か恐ろしい話になりましたが、今の日本と中国
の関係、日本と韓国の関係を見ますと、やはり争い
の火種は日本の周囲にもあり、我々は日中、日韓の
関係改善を今年、強く期待したいと思います。
　一方、干支とは関係なく歴史を振り返りますと、
ちょうど半世紀前の1964年には東京オリンピック
が開かれました。日本が新興国として世界から注
目され、日本人も自信と明るさを持っていた時期
であります。あの時代の勢い、エネルギーにはな
かなか戻れませんが、2020年には２回目の東京オリ
ンピックがやってきます。東京オリンピックを目
指して東海道新幹線が完成したように、今年末に
は中央リニア新幹線も着工されます。何か「堅い殻」
が割れ、物事が動き出す予感は確かにあります。
　新しい年の最初に、こうした流れをつかんで、
みんなでいい年に致しましょう。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信（通常号・地
区大会特集号）配布の案内。／３月２日（日）開
催のIM・津田子供の家とのボウリング・食事マ
ナー研修会案内を回覧。／例会変更。／２月会費
で同好会半期会費を請求。同好会幹事はメンバー
を１月21日（火）迄に事務局へ必ず連絡。／会員
手帳の変更等は１月中に事務局迄。／例会終了後、
理事役員会開催。
�委員会報告

広報雑誌委員会
ロータリー友誌を読んで
� 伊藤　英彦会員
　ヴァイオリンとの出会いから
　父は半年間、大反対でやらせ
てくれなかった。
　半年粘った後、クリスマスプ
レゼントとしてサプライズで買ってもらえた。
　最初しばらくの間、いい音が出なくて嫌になっ
てやめてしまうことが多いが半年間待たされたこ
とで、気が付いたら嫌な時期を乗り越えていた。
　子供があれが欲しいとか、特に、おもちゃでは
なく、勉強がしたいとか、こんな問題をやってみ
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たいというと、親も喜んですぐに買いに行ってし
まうが、これが良くない面もあるのではないかと
思う。
　支援に熱心な方でタイの難民キャンプに行った
時の話
　そこにいる子供たちは、職業を持つことも許さ
れない、キャンプの外に出ることも許されない。
　そんな閉塞感のある生活の中で生きている子
が、パソコンに向かって勉強している自分の姿を
絵に描いていて、そこにはアメリカと書いてある。
　アメリカで将来、勉強したいという夢だと思う
が、それが希望や励みになって生きている。
　日本では、学びたいと思うより先に教えられた
り、いろいろな機会を与えられるが、そういう子
供たちの姿を見て、ヴァイオリンを半年待ったよ
うに、子供の気持ちを高め、夢を自分自身の心で
育ませることがまず大事ではないかと学んだ。
　佐世保の福田金治さん
　現在66歳、23歳でローターアクト、30歳でロー
タリークラブ、人生の２／３をロータリーと関
わって、これからも体の続く限りロータリアンと
して生活していくつもり。
　近年のＲＩの活動方針に疑問
　内容に関しては、自分としては、今からしっか
りと学ばないといけないが、
　この方が座右の銘として紹介　故・佐藤千壽さ
んの言葉が心に残った。
　「もともとロータリークラブというものは、仲
間同士を助け合おう、自分の町を住みよくしよう
という、身近な問題から発生したもので、身を捨
てて人類を救済しようという聖人の集まりではあ
りません。」
　まずは今の自分にもやっていけそうな気がした。
�スマイルボックス

桒田博正会員（10,000円）　１月５日に第二子
が誕生しました。3,716gの女の子です。すこやか
な成長をねがい出宝いたします。
出席報告

　会員数�64名　出　席�55名　欠　席� 9名
　　　　　　　�来　客� 0名
プログラム
会員卓話
「年男新春放談」
� 佐々木信幸会員
　私の生年月日は、昭和17年８
月９日（72歳）馬で長崎原爆記
念日です。

　今年で６回目の年男になりました。
　今日は、私の人生を振り返って見ることにしま
いた。
　生まれは、父親が、吉島刑務所の看守だった事
で、中区吉島です。
　今残念に思っている事は、原爆手帳の申請をし
なかった事です。
　医療費が、無料、小遣いももらえるそうです。
　申請しなかった理由、
　将来の結婚等の障害になるとウワサされていた
ため。
　終戦後は、父親の里、毛利元就の生誕地・サッ
カーのサンフレッチェの本拠地、神楽の町、安芸
高田市に帰りました。
　田舎の分校で、小中学校全校生徒で180名程度
でした。
　運動会・学芸会は小中学校一緒に開催されてい
ました。
　運動会は、集落対抗リレー・綱引き等は父兄も
参加いたしておりました。
　昭和33年にプロ野球選手を夢見て、野球の名門
広陵高校に進学いたしました。
　現在は、沼田ですが当時は、宇品の県病院近く
で今はマンションが建っています。
　理由は、お袋が三次女学院で当時、広島カープ
の門前監督の妹さんと同級生で、門前監督も広陵
出身でした。
　入学時の野球部員、200名程度で田舎の小中学
校全校生徒より多かったです。
　野球は、９人競技ですのでビックリしました。
　背番号はなしで、胸に出身中学校、背中に名前
を書きます。
　野球の練習はなしで、早朝７：30－にグランド
に出てトンボでグランド整理。
　午後は２：30－から50人程度のボール拾いを残
して、宇品港・丹那方面へのランニングで夕方帰
り昼間ボール拾いに残った者の練習態度悪いと、
全体責任で毎夜、上級生より鉄拳等の制裁があり
ました。
　冬のビンタは痛かったです。
　今は問題になりますが、当時の体罰は日常茶飯
事でした。
　１ヵ月位で、背番号を貰います。
　私は、98番で、100番からは、赤１番です。
　既に、部員は50名退部し150名位になっており
ました。
　最初から練習に参加できるのは、中学校・リト

1169号� （3）
ロータリー理解推進月間



ルリーグで名の売れた選手だけです。４〜５名位
おりました。
　その他、大勢の正選手になれるチャンスは、３
年生の夏の甲子園出場の県予選終了で、２年の夏
休みだけでした。
　最初のテスト⇨�マラソン競争　上位50名
　　　　　　　　�50ｍ競争　　　上位50名
　　　　　　　　�遠投　　　　　上位50名
　ダブリますので、50名程度でした。
　そして、バッティング練習という順序でした。
　私は、運良く全部に合格いたしまして、バッティ
ング練習を許可されました。
　この時点で、部員数46名になっていました。
　私は、背番号８番でセンター５番打者として県
大会に出場する事になりましたが、ともに第一試
合で－春、バスセンター隣、市民球場－
　　－夏、西飛行場隣、県営球場－で
福山の盈進高校に敗れ高校野球は終わりました。
　甲子園出場は春・夏、盈進高校でした。
　盈進高校は春・夏２回戦で敗退したと思います。
　今、考えてみますとスピードガンはありません
でしたが、早いボールは150キロ位ではなかった
かと思います。
　明治大学の島岡監督より、TELいただき喜んで
田舎に帰り、両親に相談するも３歳下の妹もいま
して、大学を諦め、少し悪の道に走りかけました。
　話しは、少しそれますが、３年前広陵理事長に
呼ばれまして、理事長室に伺いました。
　野球部の創部100周年の記念行事を行うとの事
でした。
　現、日本プロ野球選手で一軍でプレーしている
者は、12名と言われて、サイン入りのバット・ボー
ル・グラブが展示してありました。
　野球部同窓会には、11名の選手が出席し、壇上
で紹介されていました。
　私は、理事長の紹介で、阪神タイガースの金本
選手と写真撮影、雑談をいたしました。
　今、残念に思っておりますのは、金本選手が、
隣のテーブルにカープ新人の野村投手がおります
ので呼びましょうか云いましたがいいと応えまし
た。
　さて、大学を諦め少し悪の道に走りかけました
が母親の泣きながらの説得で心機一転し、市役所
前の県ＪＡに就職しました。
　当時の、広島県のＪＡの組合数は、50余りあり
ました。
　現在では、合併が進み、大型化し13ＪＡとなっ

ています。
　現在のＪＡのトップはＪＡ三次出身の村上会長
で、全国ＪＡの副会長をしておられます。
　参考までに、山下弁護士先生の友人です。
　40歳まで、ＪＡ生命・火災・自動車保険の仕事
に県下のＪＡと頑張っていました。
　ＪＡでは、20年間勤務いたしますとご褒美とし
て、ヨーロッパ視察研修旅行でイギリス・ベル
ギー・スイス・オーストリア・ドイツ・フランス
と６ヵ国15日間行かせていただきました。視察研
修旅行ですので、日当も国内日当とは違いビック
リするほどいただきました。
　新たに、子会社が不動産・建設部門を行うこと
になって、出向を命じられました。
　ショックを受けて、夜の流川を夜な夜な飲んで
おりましたら、広島体協の河野会長、後の広島ア
ジア大会の国体委員長より佐々木君、考えように
よったら本部の保険事業より不動産部の方が、Ｊ
Ａ以外の人達と親交があり将来定年になった場合
は君の為になるので頑張りなさいと激励をされ、
また、心機一転頑張り、2001年に定年を迎えまし
た。
　今思えば、河野委員長のアドバイスが正しかっ
たと感謝いたしております。
　定年後、ＡＮＡホテルスポーツクラブで遊んで
おりましたら、某建設会社から参与としての声が
かかり５年間勤務いたしました。
　2006年に、調剤薬局２社より、相談役として勤
務の話が有り、某建設会社の了解をとり㈱ネクサ
スにお世話になる事にして現在に至っております。
　３年前に、社長より、ロータリーに加入された
らどうですかと話があり、ロータリーは貧乏人は
無理ですと言いました。
　㈱ネクサスで会費等全て面倒みますと言われま
して山下弁護士先生、杉川第一ビルサービス社長
に推薦人になっていただいております。
　今は、私の人生はバラ色かなと思っています。
　お金こそありませんが、適当に夜の流川、昼間
はスポーツ倶楽部で健康維持に努めています。
　終わります。
「年男新春放談」
� 寺本　真司会員
　あけましておめでとうござい
ます。本年度、社会奉仕委員会
の委員長を仰せつかっておりま
す寺本真司です。私は、2007年
３月に、佐々木宏会員と杉川聡会員のご推薦を頂
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き、広島西南ＲＣに入会させていただきました。
　月日が経つのは本当に早いもので、つい最近入
会したばかりだと思っていた私も、あと２か月足
らずで、まる７年が過ぎ８年目に突入してしまい
ます。
　振り返ってみますと、この間に、親睦家族活動
委員会・ＳＡＡ・青少年奉仕委員会の委員長や副
幹事など様々な役を経験させていただきました。
　しかしながら、元来の地味な性格と付き合いの
悪さ等で、まだまだ私の事をよく知らない方も大
勢いらっしゃるのではないかと思います。
　実は入会してすぐにも、このような機会を与え
ていただいた事もあったのですが、不本意ながら
ではございますが、急な仕事が入ってしまいドタ
キャンしてしまったこともあります。そういった
経緯を踏まえながら、ここで改めて自己紹介のよ
うなことを年代をおってお話して、私の為人を
知っていただこうと思います。
　まず年男ということで、今年私は48歳になるわ
けですが、1966年９月23日に五日市で、父・寺本
博和と母・真千子の間に次男坊として誕生しまし
た。
　この年は、日本の人口が１億人を突破した年で、
ビートルズが来日したり、巷ではミニスカートや
ロングブーツが流行したりと、とても活気があっ
た年だったみたいですが、この時、女の子を熱望
していた父の言葉は「なんだ、また男か・・」だっ
たそうです。
　余談ではありますが、この「丙午生れの女性は
気性が激しく男の寿命を縮める」という迷信は、
丙午の年には火災が多いという江戸時代初期の迷
信が、八百屋お七が1666年の丙午生まれだと、さ
れたことから女性の結婚に関する迷信に変化し
て、広まっていった、とされているそうで、これ
が明治・昭和と受け継がれ、出生数が136万974人
という前年度比でいうと25％減という極端に少な
い学年ができあがったわけです。
　そして、このことが後に私の人生にも大きな影
響を与えた要因の一つでもある、とても受験がお
いしい学年へと関係してくるのではないかと思い
ます。
　昭和48年、ＮＨＫ杯でハイセイコーが優勝し、
巨人が10連覇を達成したこの年に、地元の五日市
町立観音小学校に入学しました。当時は絵にかい
たような腕白小僧で、３年生の時に初優勝を果た
したカープの大ファンで赤ヘルがお気に入りの少
年でした。５年生の終わった春休みに、親友の服

部君と岡本君が其々、そろばん塾と学習塾に通っ
ている事を知り、どちらかに絞ることが出来ず、
両方とも同時に習い始めることになりました。
　そして、１年間ではありましたが、そろばんは
３級まで習得し、山口塾ではそれまで中学受験と
いう言葉も知らない暴れはっちゃくだったにも関
わらず、めきめきとその眠れる才能を発揮したの
か、成績を延ばし翌年には楽々と第１志望であっ
た広大附属中学に合格し周囲を驚かせました。た
だ、丙午で合格率が前後の年に比べて非常に低
かったことは幸いだったのだろうと思いますけ
ど。
　昭和54年、この年、世間ではインベーダーゲー
ムやウォークマンが流行し、カープが初の日本一
になるという年でした。
　中学では、ほかに知り合いがいなかったのと、
自宅に卓球台があり、割と得意だったという安易
な理由でクラブを卓球にしたところ同学年は自分
一人という寂しいクラブ活動でしたので、主にク
ラブ活動以外でやんちゃをしていました。
　高校にあがると悪友たちが大勢集うサッカーに
入部しましたが、初心者だった為大して活躍する
ことはなかったですが、多くの友人達に恵まれ、
クラブ活動に、遊びにと青春をめいっぱい謳歌し
ておりました。
　因みに、私が高校１年だった時のサッカー班の
３年生は３人しかおらず、その中の１人の河野先
輩は現宮崎県知事なのですが、とても優しい方で、
クラブは野球班で違ったのですが、なぜかよく絡
んでいただいていた谷口さんが、当時からとても
いかつい先輩で好対照だったのをよく覚えており
ます。また、よく話にでてくる広島県知事の湯崎
くんは、中学の時は１つ先輩だったのですが、中
３の時１年間留学して高校から同級生になったと
いう経緯があり、同級生の間では今もそうなので
すが、長老というニックネームで呼ばれています。
　そんなこんなで、とてもゆるい感じで中学・高
校と６年間、公の場では言葉にできないようなす
ばらしい学園生活をエンジョイし続けた結果、大
学受験を考える頃にはとんでもない事になってい
ました。担任の横山先生に相談したところ、就職
や将来の事はともかく、とりあえず推薦で入れる
ところがあるからと学習院大学の文学部・哲文学
科というところを紹介してもらい、すっかりその
気になって、油断していたある日、横山先生が「推
薦の話は病気で１つ学年がずれとる宮本に譲って
やらんか」という話をしてきました。物事を深く
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重な体験になりました。
　そして、2007年、平成19年、第１回東京マラソ
ンが開催され、新潟県中越沖地震が発生したこの
年に広島西南ＲＣに入会して現在に至っておりま
す。
　右肩下がり継続中の業界の小さな会社なので、
大した活動は出来ないかもしれませんが、自分に
出来ることを何とか熟慮しながらロータリアンを
続けていこうと思っておりますので、今後ともご
指導ご鞭撻、よろしくお願いいたします。

1
� 14

第1303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

　小川　光博会員　１月22日
　根石　英行会員　１月23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、日本列島を大変厳しい寒波が襲っており
まして、北海道の宗谷地方ではマイナス30度近く
まで冷え込んでいるそうです。その寒さのなか、
昨日は「成人式」の記念行事が各地で開催されま
した。今年の新成人は121万人で、記録が残って
いる1968年以降で最も少ない人数になりました。
　戦後の第一次ベビーブーム世代（1948 〜 50年）
が成人となったピークの1970年には246万人だっ
たことを考えますと、半分以下ということになり
ます。
　少子化の話は聞き飽きたと思われるかもしれま
せんが、世界という視点で20歳の人口推計を調べ
てみますと、１億2020万人だそうです。つまり日
本の新成人はちょうど世界の１％にあたるわけで
す。「たったそれだけか」と少なく感じる方もお
られると思いますが、日本の成人は意外にたくさ
んいるな」というものであります。
　人口減少、少子高齢化とさんざん言われていま
すが、日本の若者は世界の１％を占めており、し
かも大学進学率が60％という高い基礎知識を持っ
た集団です。生まれた時にはパソコン、携帯電話
などが身近にあり、インターネットはじめITに
関する知識は高く、グローバリゼーションととも
に成長してきましたから国際認識も低いはずはあ
りません。英語の会話力が世界の中では低いと指
摘されますが、世代の問題ではなく、これまで育っ
てきた環境の問題で、今後、いくらでも改善でき

考えない私は快くその話を受け慌てて受験対策を
とったのですが、結局その後、河合塾に入学する
ことになりました。その事には全く後悔の気持ち
はないのですが、後にそのまま進学していれば、
紀子さまとご学友になれたという事を知り、少々

「惜しかったかな」と思いました。
　浪人中はオートバイに出会い、峠というところ
を知り、２年目になる頃にはどっぷりとそっちの
方にはまっていました。そして、いつの間にか、
東京の大学を目指すという目的が、筑波サーキッ
トを走ってみたいという目的に変わっていってい
る錯覚に陥る感じがするほどでした。
　そんな調子ではありましたが、1987年、昭和62
年、アサヒビールがスーパードライを発売。ファ
ミコンが３年半で1000万台を突破し、広島カープ
の衣笠祥雄が2131試合連続出場の世界記録を達成
したこの年に、無事に、日本大学農獣医学部に入
学しました。
　上京した私は、早速、ローンを組んでヤマハの
ＴＺＲというバイクを購入し、共に二浪し、峠で
鎬を削った友人2人とレース活動を始めました。
　当時、バブルの風は４輪のF1には吹いていた
のですが、２輪のGPに吹くことはなく、あえな
く活動は３年で打ち切り就職活動をせざるを得な
い状況になってしまいました。
　1991年、平成３年、米国を中心とした多国籍軍
がイラク・クウェートの空襲を開始したこの年、
パリスというゴルフウェアとかで有名だったアパ
レルメーカーに就職しました。
　1993年、平成５年、半ば強引に親父に呼び戻さ
れる形で広島に戻り、稼業の寺本緑化建設に就職、
当時東京で付き合っていた現在の奥さんを広島に
連れてくることになり、そのまま結婚しました。
　翌1994年、平成６年、F1レーサーのアイルト
ン・セナがサンマリノGP決勝で激突した年の２
月に、長男の雄馬が誕生しました。だからといっ
てセナの生まれ変わりというわけでもなく、普通
に育っています。
　更に翌1995年、平成７年、野茂がロスアンジェ
ルス・ドジャースでデビューした年の９月に、長
女の鈴音が誕生しました。父親似なので、きっと
幸せになるはずです。
　1998年、平成10年、郵便番号が７ケタになり、
サッカーＷ杯フランス大会に日本が初参加した年
にＪＣに入会しました。仕事に慣れて忙しくなり
始めた時期だったので、結構きつかったのですが、
多くの友と出会い、奉仕・友情・修練を学んだ貴
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　私は、子供の頃はとても恥ずかしがり屋で、人
見知りこそなかったものの、集団が好きではなく、
静かで無口な子どもでした。いえ、本当ですよ。
でも、思い返してみると、このような子供の時に、
私が今の職業に就く、最初のきっかけがあったの
です。
　それは、５歳の時、いとこのお姉さんの所に遊
びに行って、お姉さんが鍋でべっ甲飴を作ってい
るのを見た時の事でした。おとなしい子供だった
私は、その作業をひとしきり見入ったあと、自宅
で飴を自分で作ってみようと思ったのです。しか
し、やはり子供のこと、飴を作る原理は知りませ
ん。
　べっ甲色は醤油の色だろうと思って、砂糖と醤
油を鍋に入れて火にかけたのでした。
　そう、私の最初の料理は見事に失敗に終わりま
した。でも、この体験によって、私は自分で食べ
るものを作る、と言うことを意識したのです。
　私は今は料理研究家ですが、最初に本格的に取
り組んだのはケーキ作りからでした。28歳の頃、
結婚して子供が小学生になり、午前中に時間を取
ることができるようになったので、ボワブリエー
ルのケーキ教室に通い始めました。当時、ボワブ
リエールの市原シェフはフランス帰り、マダムは
フランス人で私と同い年でした。ここでの経験が、
私のケーキ作りの基本の修行となりました。
　当時、市原シェフは職人だなとよく思いました。
もちろん、お菓子へのこだわりも強いのですが、
何より人の名前を全然覚えてくれません。私など、
毎回教室に行くと「あんた誰だっけ」とずっと言
われ続けたのです。この職人がやっと私の名前を
覚えてくれた時は、正直嬉しく思ったものです。
　このケーキ教室には月３回ほど通っていまし
た。毎回、ちゃんと完結させるために、習ったケー
キは自宅で３回は作っていました。最初はうれし
がって食べてくれていた家族も、とても全部は食
べきれなくなってきたので、近所の友人がやって
いた喫茶店に持って行っていました。
　その喫茶店のお客さんに、ケーキ食材の販売会
社の人がいて、いつも私の作ったケーキを食べて
いたようでした。その会社は別にケーキ教室を開
いていたのですが、そこの先生が急に辞めること
になって、いつも食べているケーキを作っている
私に、「先生をやらないか」と言ってきました。
最初に話があったときは「いやとんでもない、と
てもできません」と断ったのですが、２度３度と
誘われるので、一度やってみることにしました。

ると思います。
　高い戦力を持った１％であれば、世界の３％に
も５％にも10％にもあたる力を発揮するでしょ
う。問題はモチベーションです。モチベーション
の低い集団は、競争にも戦闘にも勝つことはでき
ません。
　モチベーションを持った日本人の強さを最近感
じるのは、プロスポーツです。本田が先週、イタ
リアのセリエAの「ACミラン」に移籍し、強烈
な個性とプレーを初戦から発揮しました。ほかに
も欧州には長友、香川、岡崎、内田など多数の日
本人選手が活躍しており、世界で戦おうというモ
チベーションを感じます。米大リーグをみても、
我がカープから移ったヤンキースの黒田、ワール
ドシリーズを制したレッドソックスの上原、その
他多数の日本人投手が活躍しており、黒田は来季
の年俸が16億円とカープ選手の総額を上回る金額
をしっかり稼いでいます。
　そうしたスポーツ選手のようなモチベーショ
ン、目的意識をどう新成人に持たせるか、我々大
人が高いモチベーションを持って、日々働き、そ
の姿でみせるしかないなと思います。成人式で心
を引き締め、今年もがんばろうと思います。以上
で会長時間を終わらせて頂きます。
�幹事報告

　新会員歓迎会・お別れの会・職業分類表・広島
14RC合同懇親ゴルフ大会案内等配布の案内。／２
月１日開催津田子供の家とのボウリング大会・食
事マナー会案内、３月２日開催G6・7合同インター
シティ・ミーティング案内を回覧、必ず回答を。
／同好会半期会費請求用メンバーリスト提出なら
びに次回会員手帳追加変更シールの連絡は、来週
火曜日締切。／例会終了後、クラブ協議会開催。
出席報告

　会員数�64名　出　席�51名　欠　席�13名
　　　　　　　�来　客� 1名　ゲスト� 1名
プログラム
会員卓話
「年女新春放談」
� 山本　恭瑚会員
　私は、1954年（昭和29年）３
月27日、広島市で生まれまし
た。ご年配の方ならご存知とは
思いますが、昭和40年まで新川場町（しんせんば
町）という町名がありました。現在の国泰寺一丁
目から小町、中町、袋町にかけての地域ですが、
子供の頃はそこに住んでいました。
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んか。ロータリーの会員の奥様のための教室もあ
りますよ。興味のある方は私に言ってください
ね。最初にフランスに行ったのは47歳の時、グリ
オットを立ち上げた年でした。
　パリで３週間強ほど、現地のアパルトマンを借
りて生活し、リッツやコルドンブルーの教室にも
通いました。初めてのパリは、街の造りが日本と
違い、建物は歴史のあるものばかりです。ブティッ
クより市場やスーパーに居るのが楽しく、さまざ
まに飲んだり食べたり作ったり、見るもの聞くも
のがすべて勉強になりました。
　やがて日本に帰る時が来て、フランスから帰っ
て関空に帰りましたが、空港に降り立った途端、
フランスに戻りたくなってしまいました。
　それはまるで、フランスに恋をしているかのよ
うな感覚でした。
　フランスでの経験は私を変えてくれたと思いま
す。フランスに行ってから、私という人間が変わっ
たのです。フランスでは個人主義だし、人々は精
神的にも自立して生活しています。そのような社
会に触れて思ったのは、日本の中では自分自身は
きちんとやっているのに、どうして人の言うこと
や人の目を気にしたければならないのかというこ
とでした。
　何か、人にとらわれない、人にどう思われてい
るかとか何を言われるとか、そんなこと気にしな
くてもいいのだと思うようになって、「自分は自
分らしく生きていける」と思えるようになったの
です。
　それは、ある種の自信？　ができたというか、
ある意味で開き直り？　ができたというか、周り
をあまり気にしなくても良くなったのだと思いま
す。
　52歳の時、パリで現地在住の日本人女性とビジ
ネスの話をしながら、夕食を日本人が経営してい
る寿司屋で取ることになりました。この時、寿司
の味はともかく、醤油が美味しくないことにビッ
クリしたのでした。醤油はキッコーマンブランド
だったのですが、海外で生産された醤油は日本で
販売されているものとは味が全然違うのです。聞
いてみると、現地には醤油はこれしかないという
ことでした。この時思ったのは、広島にはもっと
美味しい醤油がある、なにより広島には美味しい
ものがある、フランスにぜひ広島の食材を紹介し
たい、という事でした。
　この時の体験が強い動機となって、フランスと
ドイツで毎年交互に開催されている国際食品見本

　当時私は33歳。これがケーキ教室の先生になる
きっかけとなりました。
　最初の生徒さんは８人でした。最初はドキドキ
でしたが、今まで習ってきたやり方や教え方を
ベースに、自分流にアレンジして教えていくとい
う体験は、私を変える事になりました。人との関
わりの中で「作って」「見せて」「伝える」という
のが楽しくて嬉しいと感じたのです。まさに、ド
キドキがワクワクに変わっていった瞬間でした。
　そして、この最初の授業で、「これは私の職業
になるな」と実感したのです。
　この教室では、月に２回、５年間教えました。
　このケーキ教室の生徒さんの紹介で、その後、
各地の公民館でケーキ教室を開くようになってい
きました。最盛期には８つの公民館で教え、バブ
ルの時にはそれ以外に個人の自宅への出張講師も
承ったりしていました。これらの仕事が、その後
の広島クッキングスクールの先生や、鈴峯学園や
広島文化学園の非常勤の大学講師、ＲＣＣテレビ
での料理の仕事へとつながっていったのです。
　ちなみに、今でも鈴峯と文化学園の非常勤講師
は継続しています。また、ＲＣＣの「いまナマ３
チャンネル」に出演しています。ぜひ見てみてく
ださいね。
　さて、46歳の頃には、十日市にアトリエを借り
て、そこでケーキ教室や大学の講義の準備などを
していました。当時、アシスタントの女性が二人
いました。とても優秀な二人で、きっと彼女たち
も将来、私のように料理を教えることになると思
いました。そこで、彼女たちのために、47歳の時、
キッチンスタジオを自分で作りました。それが今
のステュディオ・グリオットです。
　ところが、残念なことに彼女たちは結婚すると
家庭に入り、子供が生まれたりするとなかなか時
間を取ることもできないようで、結局、今は私一
人でスタジオを守っています。
　スタジオでの私の仕事、料理研究家とか、料理
教室の先生とか言っても、私がどのような仕事を
しているのか見たことがないという方がいらっ
しゃると思います。そこで、今日は私の料理教室
のビデオを持ってきました。ぜひご覧に入れたい
と思います。
　＜現在の仕事のビデオをここで流す＞
　今、見ていただいたような様子で、スタジオで
も料理教室を行っています。
　西南の会員さんの教室もあります。皆さん、ぜ
ひ一緒に料理を作って、一緒に食事を楽しみませ
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した。
　まず、日本においては、広島で「パリ祭り」を
実現したい。フランスのマルシェや料理やお菓子
等の食文化を集めた、フラワーフェスティバルの
ようなお祭りを実現して、広島の人にフランスの
食文化を紹介したい。あわせて、これが広島の町
おこしの一つになれば、と思っています。
　そして、フランスにおいては、パリで広島のお
好み焼きのお店を開店させたい。日本びいきのフ
ランスにおいて、パリの若者が集まるマレという
街で、鉄板で焼き上げるお好み焼きをフランスの
人々に、見て、食べてもらいたい、と思っていま
す。
　うま年の女らしく、今年は飛び跳ねて走り回っ
て、実現に向けて頑張っていきたいと思います。
ぜひご協力をお願いします。
　それでは、今年１年、どうぞよろしくお願いし
ます。

1
� 21

第1304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

　広島東南ロータリークラブ　杉原昭三会員
　（㈱すぎはら　代表取締役会長）
　１月12日ご逝去（85歳）
会長時間

　会長時間は18日〜 20日奉仕プロジェクト委員
会が福島県を訪問しました報告がありますので、
割愛させて頂きますのでよろしくお願いします。

（田中会長）
�幹事報告

　クラブ月報配布の案内。／各種案内（ボウリン
グ大会・職業奉仕委員会GM・梅林清掃・新会員
歓迎会・インターシティミーティング）回覧、未
回答者は回答を。／新しい手続要覧が１月中に発
行。希望者は事務局迄（１冊８＄）。／例会変更。
／例会終了後、新会員のロータリー情報開催。
�委員会報告

奉仕プロジェクト委員会
「紙芝居で語り継ぐ被災地の心」
奉仕プロジェクト委員会� 徳納　武使会員
　私たちのクラブでは昨年より広島のボランティ
アグループ「まち物語制作委員会」の支援を行っ
ています。「まち物語制作委員会」は震災後いち
早く被災地に入りボランティア活動を行ってきた
グループです。物資の提供が一段落した後、地域

市（フランスではシアル、ドイツではアヌーバ）
にブースを取って、フランスに広島の食材を紹介
する企画を立てました。これは56歳のとき、３年
かけて実現させました。西南の中でも、山豊さん、
田中食品さんなど、協賛していただきました。本
当にお世話になりました。ありがとうございます。
　幸いなことに、このシアルでの広島食材のブー
スは大好評で、これを契機として現在ではダシ、
醤油、お酒が広島から輸出されています。
　今年は還暦を迎えます。
　年女を迎えるにあたり、今後の自分の仕事を改
めて考えてみました。
　フランスとの関わりを持ってから、ことある毎
にフランス、フランスと言ってきました。最初は
フランスかぶれみたいなことも言われましたが、
毎年フランスと関わり、実績も積んできたことで、
次第に評価されるようになってきました。
　今では、フランスに修行に行きたい若い料理人
やパン職人からいろいろと相談されるようになっ
ているし、フランスでの販売を考える企業からも
相談を受けるようになっています。
　ピーター・ドラッガーは、企業に次のように問
いかけています。

「あなたの会社の本業は何か」
「顧客は誰か」
「顧客にとっての価値は」
「本業はどうあるべきか」
　フランスは、私にとって第二のふるさとのよう
なものです。帰ったら落ち着いて、とても居心地
が良いところ。食材は豊かで、買い物にいってウ
キウキワクワクして、創作意欲を刺激してくれる
ところ。
　そして、日本は私の生まれた国です。フランス
と同じように、日本には長い伝統のある、素晴ら
しい食文化がある。食材も豊かで、味覚は繊細で
洗練されている。何より、現代のフランス料理は、
日本料理の影響を抜きに語れなくなっています。
　スタジオグリオットの、いえ、わたくし山本恭
瑚の本業は、食を通じて両国の文化と人々をつな
ぐ架け橋になって、それぞれの国の人々が、もっ
と豊かな食生活と豊かな人生を生きる、そのお手
伝いをすることの中にあるのだと考えています。
　今後とも、日本とフランスとの架け橋となる中
で、私の本業は何かということを突き詰めていき、
顧客にとっての価値を創造して行きたいと考えて
います。
　つきましては、年女の今年、次の目標を立てま
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今年こそ、それを実現したいと云う話をしたと思
います。
　第２回目の60才の時の話は、私は質素な生活に
憧れていて、清貧人生をめざした。家は、立って
半畳寝て一畳の小さい家に住み、何処に行くにも
歩いて行き、遠くの場合は自転車又はバス、電車
を利用し、美食を好まず、服は最小限にし、エア
コンは使わず、春夏秋冬自然を味わいながら生活
をしたいと話しました。その為には所得を下げる
のが一番と思う。65才になった時、妻に老齢年金
だけで生活が出来ないものかと聞きますと、妻も
賛成してくれ、大丈夫と云う事で給与所得を大幅
にカットして、質素な生活を楽しんでいます。
　今回３回目の話は、以前西南ロータリークラブ
に在籍しておられた亡き佐々木典明さんと宇田誠
会員との思い出の話をさせて頂きます。
　８年程前に、佐々木典明さんより「郵政民営化
で、白島の郵便貯金会館が売却されると、解体さ
れ、マンションになってしまうかも知れないので、
何とか残したいので協力してほしい」と云う相談
が有りました。
　我社も社会貢献と云う視点から出来る事は協力
する事にしました。佐々木典明さんに、亀井郁夫
国会議員の私設秘書を紹介され、２人が申されま
すのは、郵政省は、一般競争入札で最高値を提示
した者に売却するのが基本だが、もし、広島市や
県（公共団体）が買う場合に限り、約10億円程度
で優先的に売却する意志が有るが、広島市も県も
財政的に厳しく買えそうにない。もし、吉田さん
が今迄と同様に市民ホールとして存続して頂ける
のなら、自分達が政治を動かし、市や県と同程度
の条件で買える様に努力するから、買って頂けな
いか…」と云うものでした。
　早速、役員会に報告、取引銀行より資金面での
内諾、又、買取資金に加え、運営面でも毎年約
３千万円の赤字になっていますので、その対策を
顧問税理士と話をまとめました。
　それから当時の市長秋葉さんとも会い、又広島
市、議会の側面の協力を頂いていたようです。
　その様な時、宇田会長、当時商工会議所会頭を
されていましたが「チョット、話を聞いてほしい」
と云う事で、広島銀行本店の会長室で話を聞きま
すのに「商工会議所としては、広島県に買わせた
いので、この件、私に任せてくれないか」と云う
内容で、私も大いに賛成しました。
　引き受けを渋る藤田知事を説き伏せ、県に買わ
せた宇田さんの手腕は大いに評価すべきだと思い

のコミュニティー再生を目的に「東北まち物語紙
芝居化100本プロジェクト」が提案され、当クラ
ブでは地区補助金を活用して支援をすることと
し、これまで96本の紙芝居が被災地に届けられま
した。紙芝居の制作には被災された方々とのコ
ミュニケーションが必要で、コミュニティの再生
に一役買えること、津波被害で跡形もなくなった
地域の歴史文化を物語や絵で復元することで次の
世代へ語り継ぐこと、そして地域の魅力として発
信力のあるものを紙芝居にすることによって地域
を元気にする効果も期待できます。地元ではこの
紙芝居を観光にも活用しようと活動し、ＪＲのふ
くしまデスティネーションキャンペーンに採用さ
れることとなり、１月18 〜 20に開催されたモニ
ターツアーに当クラブから田中茂樹会長をはじめ
８名が参加し、現地のボランティアの方々との交
流、活動の模様を視察しました。また、いわき市
の小名浜ロータリークラブを訪問し、田中会長か
ら川澄会長にアクアマリンふくしま（水族館）の
復興をテーマとした紙芝居を贈呈、その活用をお
願いしました。今回現地を訪問し、語り継ぐツー
ルとして紙芝居の有効性を実感しました。尚、Ｎ
ＨＫのカメラマンも同行し、ツアーの模様が広島
のローカル番組で放映された他、現地の新聞ラジ
オでも紹介されました。

プログラム
会員卓話
「年男新春放談」
� 吉田　栄壮会員
　私はＲＣに平成元年に入会し
ていますので、年男として皆さ
んに話をするのは３回目となり
ます。
　第１回目の48才の時の話は、学生の頃より登山
が好きでしたので、結婚したら妻を連れて北アル
プスに登りたいと云う夢を持っていましたから、
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自分にとっては、かなりびっくりするぐらいの金
額でした。
　正直その金額を稼げる保険の仕事にも驚きまし
たが、それ以上に、それだけ稼いでいながら全く
派手にせず、質素に見せながら自分達のことを気
遣ってくれるその人に憧れました。それから真剣
に転職を考えたのを覚えています。
　保険で独立する為には３年間の研修期間が設け
られています。
　１年目は結構いい生活をさせて頂きました。当
然、ノルマやプレッシャーなど精神的には辛いこ
とばかりでしたが、高卒の自分が35万円という給
料をもらい、土曜・日曜休みというまず生活に困
ることはない環境でした。また、この仕事を始め
たらからには引っ越すことはないだろうと思い、
マイホームも購入しました。勤続半年、頭金なし
で住宅ローンが通るなんて、保険会社ってすごい
ですよね。
　２年目以降は給料も下がっていくので大変でし
たが、何とか無事クリアしていきました。
　がむしゃらに働いていたためか、あまり当時の
記憶がありません・・・。
　入社前採用試験の面接などでは、代理店として
独立できたら一生飯が食えるといわれており、ま
た自分が本当に独立できたらどんなに嬉しいもの
かと思っていましたが、実際に独立するところま
で来たとき、嬉しさはほとんど無くそれよりは責
任感やプレッシャーを多く感じたことをはっきり
と覚えています。
　独立に当たって、先輩がある話をしてくれまし
た。
　今までは、毎朝会社に出社していたが今からは
自由になる。特に保険の代理店は自宅を事務所に
出来るから、朝着替えずに仕事をしたり昼ごろか
ら仕事を始めたりとルーズになる人が多い。やら
ないといけないことは出来るんだけど、どちらで
もいいことはしなくなってしまう、それをすれば
もっと大きくなれるのに人間は弱いからね。
というような話でした。
　確かにそうだと思い、事務所を借りました。
　何とか生活が出来るレベルでしたので、事務所
家賃は休日や夜間に肉体労働をして稼ぎました。
休日はマツダの塗装工場での塗料カスの清掃、平
日夜間は軽トラを借りて古新聞や古雑誌を集めて
回りました。約１年ほど過酷な生活を過ごしてい
くうちに、しっかりと本業で事務所家賃も払える
ようになりました。

ます。現在名前は変りましたが、市民ホールとし
て存続しているのは宇田さんのお陰です。又、郵
便貯金会館の様な公共的施設は長期的に安定的に
運営されなければいけません。その点でも私共の
様な民間企業が社会貢献をする事を使命と考える
のなら、経営基盤の安定をはかるのは勿論ですが、
イメージとして、社会が、この会社に任せても大
丈夫と思って頂ける様に社会的に認知される会社
になっておかねばならない事に気付きました。そ
れからは、私は会社の経営方針としてもっと社会
貢献の出来る会社になる事を頭に入れて運営に力
を入れてゆきました。
　しかし、あれからリーマンショックや東北地震
や強力な同業者の広島進出等が有りましたから、
もしあの時、白島会館を私共の会社が買い運営を
していたら、どの様な事になっていたかと思いま
すと、塞翁が馬であの時、宇田会長のアドバイス
は我社の救いの神だったかも知れません。又、そ
れを機会にもっともっと社会的信頼の頂ける会社
にする思いを深くした訳です。
「新会員卓話」
� 伊藤　英彦会員
　こんにちは、ご紹介いただき
ました伊藤です。
　吉田会員のとてもスケールの
大きな素晴らしいお話のあとで
恐縮なのですが、自分が独立するときから今まで
のことと、今の仕事の内容を話させていただきま
す。
　自分の考えが、会社勤めから独立へと変わった
のは約10年前のことです。
　当時は中古車の販売をしていたのですが、そこ
で販売した車の保険の手続きをお願いしていた保
険代理店の方の影響を受けたのがきっかけでした。
　自分だけでなく、自分の家族のことまで気にか
けて頂ける、とても優しく面倒見のいい方でし
た。正直、古くて傷んだ車で営業をされていまし
たが、よく食事に連れて行ってもらって、また毎
回ご馳走してくださっていたのを覚えています。
　保険の仕事に少し興味を持ったのはそれからで
す。どんな仕事なのか、給料は??などと時々聞い
ていました。ただ、その時は興味本位で転職など
は全く考えていませんでした。
　ある日、代理店事務所（と言っても簡易なプレ
ハブでしたが）に行った際、人に見せたことはな
いけど、特別に伊藤君には見せてあげようと、毎
月の保険手数料の明細を見せてくださいました。
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そのうち100トン以上の船は８万隻だそうですか
ら、40万隻近くの船は漁船などの小型船になりま
す。数万トンの大型船と十数トンといった小型漁
船が入り乱れて航行するのですから、やはり事故
のリスクは大きいです。しかも海は広いといって
も船は必ず港から出て港に戻り、海には海峡など
もあり往来は集中するものの様であります。
　皆さんも耳にされたことがあると思いますが、
南シナ海とインド洋を結ぶマラッカ海峡は年間10
万隻の大型船が通過するそうです。ここは中東か
らの石油タンカーやＬＮＧ船、欧州航路の大型コ
ンテナ船の通り道ですから大変に混雑しており、
速度を落として通過しなければ危険だそうです。
そのために海賊船が簡単に大型船に追いついて船
体にとりつき、乗り込んでくるそうです。
　世界の船の話題で今、関心を呼んでいるのは来
年、完成するパナマ運河の拡張工事でしょう。パ
ナマ運河は中米パナマに掘られた大西洋と太平洋
を結ぶ長さ80キロの運河で、実はちょうど100年
前の1914年に開通しました。それ以来、世界の海
上交通の要となってきました。パナマ運河を通過
できるのは１日40隻だけですが、とにかくここを
通過できなければ南米のホーン岬を回るか、南ア
フリカのケープ岬を回るしかないわけで大変重要
な交通路となっています。
　パナマ運河を通る船は当然ですが、幅や長さに
制限があり、現状では大体７万トンくらいまでの
船しか通れないそうです。海運の世界ではパナマ
運河を通れる最大級の船を「パナマックス」と呼
ぶそうで、世界の船のサイズの基準になってきま
した。拡張工事が完成すると10万トンを超える船
も通過できるようになるそうで、世界の貿易構造
を変えるのではないかといわれています。例えば、
アメリカの穀倉地帯のミシシッピー川沿いで集荷
された穀物がルイジアナなどの港から積み出さ
れ、日本や中国に向かう時、今のパナマックスよ
りも大きな貨物船が使えると輸送コストが下が
り、米国の穀物の競争力が増すということだそう
です。
　実はこのパナマ運河は帝国海軍が誇った戦艦大
和、戦艦武蔵にもかかわりがあります。両戦艦は
パナマ運河を通れない大きさに意図的に設計され
たからです。大和、武蔵はともに満載時排水量が
７万2000トンで、これに対抗するサイズの戦艦を
米国が建造してもパナマ運河を通れないため、太
平洋か、大西洋のどちらかでしか運用できず、無
駄が多くなるからだそうです。

　その時の肉体労働はとても貴重な経験でした。
黙々と体を動かす間、本業のことや将来のことな
ど、多くの事を集中して考える時間が作れたこと
が今につながっていると思います。
　その後、自動車販売も始めていくわけですが、
始めた大きなきっかけは、お客様とのトラブルで
した。というのも、保険という仕事柄、また以前
中古車販売をしていたこともあり、車を探してほ
しいとか車屋さんを紹介してほしいと依頼を受け
ることが多々ありました。もちろん良かれと思い
紹介するのですが、お客様から車屋の対応へのク
レームがあったり、紹介したことでこちらが気ま
ずくなったりすることもあった為、この際自分で
しようと始めました。
　はじめは１人から半分趣味的にスタートしまし
たが、今では従業員にも恵まれて自動車部門の方
がメインになっています。特に買取りは、ディー
ラーや中古車販売店での買換えの下取りと比較し
てお客様にメリットが大きく、喜んでいただけて
いるため順調に伸びてきています。
　買取り資金も多く必要なため、先ほどの吉田会
員のお話を羨ましいなぁと思って聞かせて頂いて
おりました。
　このような経験をしてきて、このたび、谷口会
員と佐々木会員にご推薦頂きロータリークラブと
いう素晴らしい会に入会させて頂けたことを本当
に感謝しております。
　これからも皆様のお役にたてるよう頑張ってい
きますのでどうぞよろしくお願いいたします。あ
りがとうございました。

1
� 28

第1305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、新年が明けて、あっという間に１月も下
旬に入りました。年始からいろいろな事件が起き
ておりますが、先週、広島市の沖合で起きた自衛
艦「おおすみ」と釣り船「とびうお」が衝突した
事故には驚きました。「とびうお」の船長さんと
釣り客の二人の方がお亡くなりになりました。心
よりご冥福をお祈り申し上げます。
　あれだけ広い海で船がぶつかるというのはよほ
どの偶然に感じますが、調べてみますと世界の海
では毎日45万隻くらいの船が航行しております。
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り、「奉仕」とされたのです。「奉仕」はもともと
人間の上下関係を前提とする仕え奉るの語義が中
心であり、平等意識に立脚した近代用語としての
serviceとは異質のものであります。ロータリー
の創設者ポール・ハリスでさえも、著書“This�
Rotarian�Age”（ロータリーの理想と友愛）の中
でserviceについて次のように語っています。

「serviceという言葉を言いすぎると陳腐になるか
らusefulness（役に立つ）という方がはるかに控
え目で適切であろう」と。
　私はガバナー時代に、「奉仕」は使われている
全ての用語について「役に立つ」と訳して単純に
考えると良いと説明してご理解を得た思い出があ
ります。「奉仕の理想」についてはのちほど補足
するとして、次のVocation（職業）というのもロー
タリーの専門用語であり、辞書で見る一般用語と
は異なる意味を持っています。ロータリーではこ
れをbusiness,�occupation,� trade,�professionなど
職業関連の総称として認識し、さらに職業人を
business事業人とprofession専門職務に携わる人
との二種類と表現しています。
　Vocationは語源がラテン語のVocatio（神のお
召し、神授の仕事）であることから、ドイツ語の
Beruf、英語のCallingと同様に、いわゆる天職論
として宗教的解説をする人も居られます。しかし
ながらポール・ハリスが述べているように「ロー
タリーは宗教と同じではなく、それに代わるもの
でもない。古くからある道徳観念を現代の、特に
職業生活に実践しようとするものだ」と解釈して、
ロータリーは宗教とは完全に一線を画するものだ
と理解すべきでしょう。人間は他者のために役立
てるように職業を分担、分業しているというのが
ロータリーの職業観であり、綱領にあるように有
益なとか有用なとかいう表現の根拠となっていま
す。そしてこの考え方がロータリーの基盤たる職
業分類の原則の根底を成すものであります。
　つぎに「職業」と「奉仕」の二つの言葉の合体
語たる「職業奉仕」とは、言葉としての難解さを
内在しているのは何故かについて考えて見ましょ
う。
　1927年にAims�and�Objects�Plan�Committee（目
標策定計画委員会）による四大奉仕部門の設定の
際、一つの部門として名付けられた職業奉仕

（Vocational�Service）は、その取り扱いと言葉自体
にも矛盾性を持って登場しました。他の部門と違っ
て職業は利潤を得るため、自分のためですが、世
のため、人のためを思う奉仕とはエネルギーの相

　海運とはなかなか複雑なものですが、事故が起
きないように祈りたいと思います。
�幹事報告

　各種案内回覧の案内。／例会変更。／例会終了
後編集会議・次年度理事役員会開催。／２月１日

（土）10：00 〜津田子どもの家とのボウリング及
び食事マナー研修会開催の最終案内。
�スマイルボックス

濵田公璽会員（10,000円）　昨日母アサエのお
別れの会に、田中会長他会員の皆様には、お寒い
中お参り下さり、ご参香頂き、寺内一同感謝申し
上げます。又、事務局、近松様には受付のお手伝
い、心よりお礼申し上げます。合掌。
出席報告

　会員数�64名　出　席�52名　欠　席�12名
　　　　　　　�来　客� 3名　来　賓� 1名
�プログラム
職業奉仕に思う
パストガバナー（広島西ＲＣ）
� 諏訪　昭登氏
　職業奉仕はロータリーの金看
板だとか、ロータリーのロータ
リーたる所以だとか言われ、
ロータリー固有の理念だと語られています。
　とかく、それを高尚なものとして難しく解説し
すぎることで、職業奉仕は判り難いという原因と
なっていると考えられます。
　たしかに職業奉仕（Vocational�Service）とい
う言葉は、ロータリーの専門用語であって、如何
なる辞書にも載っていません。殊に、ロータリー
用語の日本語訳に誤解の因

もと

となるものが多いこと
から関連して、この辺りの説明から始めましょ
う。まずService（奉仕）はフレデリック・シェ
ルドンが、1908年、シカゴＲＣ入会時にロータリー
に導入した経営の科学のキーワードであり、彼が
発表してのちの職業奉仕理念の基礎とされている
標語の中に表現されている言葉です。他方で、フ
ランク・コリンズ（ミネアポリスＲＣ）が発表し
て一般的奉仕理念の表現と解釈された標語にも
入っており、結果として二つの標語の全体がロー
タリーの最重要の言葉“Ideal�of�Service”（奉仕
の理想）へと昇華されたものと思われます。
　1920年に日本へ渡来したロータリーでは創始者
の米山梅吉など先達たちが、日本語に正しく適合
する言葉が無いことで、サーヴィスというカタカ
ナでの使い方をしていました。戦雲急を告げる
1940年を前にして、敵性語の日本語化の強制があ

1169号� （13）
ロータリー理解推進月間



れ、1913年、バッファロー大会でアイオワ州スー・
シティＲＣに起草が依頼されました。当初のロバー
ト・ハントに代ってＪ.Ｒ.パーキンスのまとめた文
章は全会員から意見聴取のうえ、1915年、サンフ
ランシスコ大会でRotary�Code�of�Ethics（道徳律）
と名づけられて採択されたのであります。この“全
分野の職業人を対象とするロータリー道徳律”と
名付けて発表された職業倫理宣言は、その後、40
年近くに渉ってロータリアンの道しるべとなりま
した。1916年、この道徳律を掲載して発表された“A�
talking�knowledge�of�Rotary”（ロータリー通解）

〈フィラデルフィアＲＣのガイ・ガンデイカー著〉
は、シンシナティ大会でクラブ管理運営のテキス
トとして採択され、職業倫理高揚を前提としたロー
タリーの一般奉仕概念を確立し、初期ロータリー
思考を体系的に総括したものでした。残念なこと
に道徳律はその第６条、第11条の宗教色の濃さか
ら1931年には配布停止となり、1951年以降名称の
みＲＩ細則第16条として残っていたものも1980年
には完全削除となったのです。
　勿論“ロータリー通解”も同じ運命を辿り、次
第に使用されなくなりましたが、キリスト教の愛
の倫理を基盤としたこの二つの文章は、宗教色を
除いて見ると現在でも第一級の教育書と言えま
す。さてこのような流れの中で先ほど申し上げた
ロ ー タ リ ー 最 重 要 の キ ー ワ ー ド“ideal�of�
SERVICE”（奉仕の理想）が1918年、カンザスシ
ティ大会の国際ＲＣ連合会綱領の中に公式文書と
しては初めて登場しました。「尊敬すべき事業の
基礎として“ideal�of�SERVICE”を…」の文言は、
ロータリーは奉仕の理想を基礎に置く今でいう職
業奉仕を最重要なるそして目的として明確に規定
したことになります。
　1921年、米国以外の海外で初めて開催された英
国エディンバラ大会でシェルドンが、「ロータリー
哲学」と題して演説をし、彼の標語“He�profits…”
は他者への奉仕は自己犠牲ではなく自己開発、自
己実現への不可避の道であり、他者との共存共栄
をはかることが当然の帰結だと語っています。少
なくともこの頃までは、シェルドンとポール・ハ
リスによる職業倫理派と他方の宗教倫理派との論
争は前者がリードをしていたと思われます。折も
折この大会では、第一次世界大戦（1914 〜 18）
の経験から対外的奉仕の社会奉仕に加えて国際奉
仕が提唱され、明らかな団体奉仕的理念の萌芽が
見られたと言えましょう。
　また同じ頃に“Service,�Not�Self”（超我の奉仕）

反する言葉の合体であり、ここに職業奉仕は不可
解だという根源があるのでしょうか。ここで職業
と奉仕の正しい意味を考えると、ロータリーでは
職業は分業、役割分担によって他者のため有用即
ち役立つことを主眼とした実践であり、奉仕は全
ての局面において他者の役に立とうと考える倫理
と実践たることと解釈すれば、両者は同一方向で
あると理解出来ると思います。ロータリーは職業
を営む心（利潤追求）を奉仕の心（世のため人の
ために役立とうと思う）と同一と考えて、職業を
営む過程に倫理性を要求するものだとしたのであ
ります。これが職業奉仕の基本理念であり、職業
を通じて社会に貢献するという目的の真意です。
　ロータリーは職業をbusinessとprofessionの二
つをもってVocationと表現していると申し上げま
したが、もともと後者は弱者救済志向、いわば愛
情の世界の考え方として、その考え方で事業経営
を行えば尊敬と信頼、そして経済的信用を得て、
永続性ある安定経営となります。その結果として
職業を通じて社会に貢献出来るということに最重
点を置いているのが職業奉仕の原点、ロータリー
の特徴なのであります。ポール・ハリスは、
businessとprofessionは等位置にあるとすること
をロータリー創始の思想としております。ロータ
リーは職業人の組織である以上、受益者がロータ
リアンであることを基本条件であることを認識す
れば、職業奉仕の理念は決して難解では無いと思
います。次に前段で申しあげた補足ですが、ロー
タリーで最も重要なキーワードは、Ideal�of�
Service（奉仕の理想）であり、ロータリーの基
本理念はのちにこの言葉によって綱領に凝縮され
て来ます。ロータリアンは綱領を受諾、導守する
ことを誓約して入会を許されております。歴史的
には1910年、全米ロータリークラブ連合会結成時
に（ＲＩの創立と見做されている）親睦が目的か
ら外れた最初の綱領が発表され、1911年、シェル
ドンのHe�profits�most�who�serves�best（最もよ
く奉仕する者、最も多く報いられる）とコリンズ
のService,�Not�self（超我の奉仕）が発表され、
前者はロータリー宣言の結語とされました。
　1912年、国際ロータリークラブ連合会となった
際に連合会とクラブの綱領が分離され、クラブ綱
領の中に公式文書としては初めて“service”が登
場しました。この綱領は原始ロータリーの親睦と
相互扶助を一掃したものでした。原始エゴイス
ティックとも言われるロータリーは、次なる発展
を職業倫理向上へと定めて倫理基準の必要が叫ば
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でいう四大奉仕部門を確定させました。ここで対
外的奉仕の一つを社会奉仕部門（Community�
Service）としたため、23－34は社会奉仕に関す
る方針と名づけられその全般的方針たる性格を誤
解される因となりました。また、他の奉仕部門と
は異質のものでありながら、一つの奉仕部門と位
置づけられて、初めてVocational�Service職業奉
仕部門が出来ました。1930年頃までは、職業奉仕
理念はロータリーの象徴として何とか主流を維持
しておりましたが、基本標語たる“He�profits…”
のprofitの持つ即物性が批判され続けていまし
た。1930年にはシェルドンがポール・ハリスの姿
勢の変化に失望したためか退会したこともあっ
て、コリンズの標語は本人の思わざる誤解によっ
て人道的な奉仕理念の表明の様に解釈することが
尊重される傾向が強くなって来ました。二つの標
語は同じ重みで扱われるべきところ、逆に“He�
profits…”は重みを減殺され、逆転への傾向が明
確に見られるようになって来たのであります。
ロータリーはこういう流れの中で第二次世界大戦

（1939 〜 45）を経験し国際的、人道的支援活動が
拡大されて大きな部分を占めるに至ります。1947
年、ポール・ハリス死去を機に1917年、アーチ・
クランフが提唱したロータリー財団への飛躍的寄
付増大があり、その後の財団プログラム特に国際
的奉仕活動の目覚しい伸長に繋がって行く端緒と
なったのであります。一方職業奉仕はパーシー・
ホジソン（1949 〜 50ＲＩ会長）が1948年、“Service�
is�my�business”（奉仕こそわがつとめ）を発刊し、
当時の混乱した状況の中で職業奉仕を改めて強調
し、理論と実践を両輪の如く進むべきロータリー
運動を説いたのです。ロータリーの職業奉仕は奉
仕の理想をロータリアン以外の人とわかち合うこ
とだとしております。この本の題名はＲＩテーマ
の初めともなり、ホジソンは職業奉仕中興の貢献
者というべき実績を残しました。ところが不思議
なことに、その直後にＲＩ職業奉仕委員会が廃止
されておりますが、国際奉仕や社会奉仕の実践活
動がさらに拡大されて、職業奉仕がおろそかにな
る傾向が顕在化したのではないかと思われます。
1950年、二つの標語はロータリーの公式標語とな
りましたが、その後、1954 〜 55年度ＲＩ会長と
してハーバート・テーラーは、自らが1932年創案
した“四つのテスト”をＲＩテーマとしたことで、
判り易いロータリアンの行動基準として職業奉仕
にも重用されるようになりました。1980年、道徳
律完全削除によってロータリーの職業倫理宣言が

の標語を作ったコリンズが死去した（1920年）こ
ともあって、これが宗教的倫理に立脚したものと
誤解されて来たことを正すかのように“Service�
Above�Self”と改変されました。1922年、連合会
は国際ロータリー（ＲＩ）と改称して、それ以降
創立のクラブはこの連合組織体の一員として世界
共通の組織規定のもとに推進することを約束した
のであります。直前に申し上げたようにこの時点
で職業倫理派と宗教倫理派との確執が顕在してい
る一方で、1915年頃から急速に拡大されていた身
体障害児協会支援のような人道的奉仕がロータ
リー活動であるかの如き状況を見せて来て、本来
の職業倫理中心を守ろうとする人々との激しい対
立を現出しました。このロータリー分裂の危機と
も言える状況を見事に回避させたのは1923年、セ
ントルイス大会決議34号、通称23－34であります。
ウィル・メーニア・Jr（ナッシュビルＲＣ）とポー
ル・ウェストバーグ（シカゴＲＣ）がまとめた23
－34は、道徳律が個人倫理確立の問題であるのに
対し、ロータリーの理念の確定とその倫理が行動
として表われる実践の原理原則を説明した、現在
に至るまでロータリーの最重要文書であります。
紛糾していた大論争を、個人奉仕を主としながら
も団体奉仕を一定の条件のもとで認めようとする
歩みよりが成立したと考えて良いと思います。
　さて、ロータリー最重要キーワード“Ideal�of�
Service”に話を戻しますが、この言葉の説明は
どこにもありません。しかしながら23－34の第一
項目に「ロータリーは利己と利他の調和を目的と
する人生哲学である」と定義し、個人の倫理を説
いて「その哲学は超我の奉仕の哲学であり、最も
よく奉仕する者、最も多く報いられるという実践
的な倫理原則に基づくものである」とあります。
二つの標語が一体として奉仕の理想の実体を構成
することが表明されたと考えて良いと思います。

“He�profits…”という実践的な倫理原則が奉仕の
理想の根源であって、もともと職業倫理観に立脚
したものだということが理解出来ます。ＲＩの公
式名簿巻末に奉仕の理想とは“thoughtfulness�of�
one�helpfulness�to�others”即ち他者への思いや
りと手助けであるという、チェスリー・ペリーが
書いたといわれる唯一の説明文が2008年まで載っ
ていました。これは一般的奉仕理念として全般に
適応し得る説明でしょう。
　次に1927年には先に申し上げたように従来の内
部、対外的奉仕という二元論から国際的奉仕が加
わったことによりＲＩ目標策定計画委員会は、今
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を拡げたことによって職業宣言は2011年、「ロー
タリーの行動規範」と改変され、職業奉仕はその
性格を否応なく変化せざるを得なくなって来てい
ます。現在、地域のリーダー、定年退職者、一時
的に事業または専門職務から退いている方々、特
に2013年の規定審議会では職業を持っていない
し、また持ったこともない人も会員資格を認めら
れています。1989年の声明も依然としてクラブの
職業奉仕活動とはの論点で判然としない現況にも
あります。理念としての職業奉仕理念は不変とし
ながらも、ＲＩが推奨するように職業奉仕の団体
的奉仕の実践については、職業上のスキルを生か
した社会奉仕的活動をも含めるということを容認
すべきなのでしょうか。当時、ＲＩは就職相談、
職業指導、職業情報、職業活動表彰という職業奉
仕部門委員会を推奨しましたが日本の実状と解釈
との問題で僅かの部分しか根づいていません。改
革は常に必要ですが、基本的に職業人の組織たる
ロータリーで最重要たる職業奉仕理念を認識し、
決して“超我の奉仕”の理念だけを語って人道的
奉仕活動に偏重したロータリー運動を推進するこ
とのないよう注意すべきでしょう。片肺飛行では
前途の不安が募るばかりです。職業奉仕を誇りと
する折り目正しく、日本の香りのするロータリー
を充分考え、そして実践される良識ある皆様に期
待して、本日のスピーチを終ります。
　ご清聴ありがとうございました。

空白となっていましたが、1987年、40年ぶりにＲ
Ｉ職業奉仕委員会が再開されて「職業奉仕に関す
る声明」を発表し、1989年には新たに「ロータリ
アンの職業宣言」が採択されました。
　他方では、1962年提唱の世界社会奉仕（ＷＣＳ）
概念に基づいて、財団の急増する財源をもとに団
体奉仕的発想の1978年、３Ｈ運動、1985年、ポリ
オ・プラス計画その他の各種補助金制度の急拡大
など、現在に続く厖大な国際的、地域的奉仕プロ
ジェクトが現出されています。その成果は大きく
称讃される一方で、理論的根拠についていまだに
異論のある人々も少なくないでしょう。前述の
1987年、「職業奉仕に関する声明」は職業奉仕を
クラブと会員両方の責務だとしているため未だに
議論の続くところです。さらに1989年、“He�
Profits…”は第二標語に格下げされ“Service�
Above�Self”が第一標語となって、時流を反映し
たかの感慨を持たざるを得ません。この時流は団
体奉仕活動の拡大にブレーキをかけるものと思う
人々によって23－34が1984年来、度々削除提案が
出ましたが、主として日本のシニアリーダーの尽
力で回避され、特に2010年、規定審議会で第一項
目がロータリーの哲学と尊重されるべきものと採
択されたのは大変喜ばしいことです。ロータリー
不変の理念を表わす第一項目を含む23－34が全面
削除されたらロータリーは終りです。不易流行の
心で深い思慮で対処すべきだと思います。現在Ｒ
Ｉは財団との一元化を“One�Rotary”の名のも
とに、2011年から急速に進めており、本年度から
その象徴と思える未来の夢計画が実施となり、混
乱も見られます。One�Rotary構想の中心たるＲ
Ｉ戦略計画でも、職業奉仕が軽んぜられている感
が拭えず、公共イメージと認知度の向上という優
先項目の中の小目標の一つとされているのは、更
に違和感のあるところでありましょう。
　いま職業奉仕は、理念としては“He�Profits…”
に基づき綱領の主文にあり、第二条にはその考え
方が明記されています。即ちロータリアンの倫理
水準を職業人として高めること、職業に貴賤なく
全ての職業は有用であること、自分の業務の行い
方でモラルを高め、業界全体へ拡げる努力をする
こと（社会への奉仕をする思考と実践）とあるこ
とです。職業奉仕は理念としては、あくまでも職
業人たるロータリアンが受益者となることを前提
としていることを前提としていることは不変で
す。
　ところが会員身分が職業人に限らず、その範疇
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DONATIONDONATION
１  月 年度累計

ス マ イ ル 88,000 円 613,000 円
善 意 の 箱 15,253 円 85,434 円
100万ドル 54,462 円 363,393 円

掲　示　板

２月行事予定
❖２月４日（火）13：45 〜
　第８回理事役員会� ANAホテル4F
❖２月６日（木）18：30 〜
　職業奉仕委員会GM� ホテルJALシティ広島
❖２月９日（日）10：00 〜
　梅林清掃� 広域公園梅の里
❖２月25日（火）
　次年度第１回クラブ協議会　13：45 〜
� ANAホテル3F
　新会員歓迎会　18：30 〜
� 広島グランドインテリジェントホテル

『ロータリーの友』電子版のご案内

一般社団法人　ロータリーの友事務所
代表理事　片岡　信彦

拝啓　新春の候、ますますご清祥の御事とお慶び申し上げます。
　『ロータリーの友』につきましては、日ごろご高配を賜り幸甚と存じます。さて、かねて
からご案内申し上げておりました『ロータリーの友』電子版を１月号から配信させていただ
くことになりました。なお、１月号につきましては、１月中旬にアップをする予定です。
　電子版につきましては、まだ歩みだしたばかりで、これから改良を重ねていかなければな
らない段階ではございますが。昨年４月に開催されました規定審議を拝聴しながら、この新
しい電子版を育てて参る所存でございます。
　なお、下記の要領でアクセスできますので、ぜひ一度ご高覧賜わり、お気づきの点を何な
りとお聞かせいただきたく、お願い致します。

電子版の閲覧方法
　ロータリーの友のホームページ　www.rotary-no-tomo.jp　にアクセスして、『ロータリー
の友』電子版をクリックしてください。
　ＩＤとパスワードを要求する画面が出てきますので、下記、ご入力ください。

　　ＩＤ　　　　rotary
　　パスワード　rotary

追伸　2013年10月号からも順次ご覧いただけるよう、準備を進めております。
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久保慎太郎　３日
田渕　昌孝　３日
河野　　弘　８日
徳納　武使　10日
三好　清隆　12日
宮本　晋一　14日
山本　春男　29日
吉田　栄壮　31日
濵田　公璽　31日

小川　光博　22日
根石　英行　23日

会員誕生日

１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

久保慎太郎夫人　初　音様　13日
山本　恭瑚夫　　三上 治様　13日
仲田　淳嗣夫人　訓　子様　17日
田村　英樹夫人　景　子様　19日
宮本　晋一夫人　玲　子様　27日

荒木　　攻　Ｈ８年
佐々木信幸　Ｈ22年
新藤幸次郎　Ｈ24年

池久保光治　㈲エイデン� Ｓ41年
新藤幸次郎　㈱新藤栄商店� Ｍ18年
谷口　公啓　㈱キノル・システム・ワークス
� Ｈ11年

弔　　辞
　謹んで田渕昌孝さんのご霊前に、広島西南ロータリークラブを代表
して哀悼の意を表しますとともに、ご家族の皆様には心よりお悔み申
し上げます。
　あなたの訃報の連絡を受けた時、愕然と致し、言葉を失いました。
１月21日の例会で佐々木会員より、田渕さんが入院されているとお聞
きし、心配で連絡もせず突然に駆けつけてご迷惑をおかけし、申し訳
ありませんでした。
　一昨年、私が会長に指名され、連絡を頂いた時には、「何でも手伝う
よ」と快くお返事を頂き、ホッと致しましたが、その後ドクターストッ
プになってから応援団にまわりますと言われ、大変残念がっておられた姿が思い出されます。
体調の変化を大変心配致しておりましたが、例会に元気な姿で参加されておられましたので、安
心しておりました。ところが、まさかこんなに早く容体が急変するとは今でも信じられません。
　田渕さんは広島西南ロータリークラブのメンバーとして、平成15年に宇田会員、大国会員の
推薦で入会されました。以来、10年間の長きにわたり、近年では2007-08年会員組織理事、2009-
10年SAA役員、2010-11年副会長を歴任され、人に優しく温厚なお人柄は会員からも慕われ、真
のロータリアンだったと思います。
　その大好きな田渕さんにお別れの言葉を述べなくてはならないとは、お役目とはいえ大変つ
らい事ですが、1月21日にお見舞いにお伺い致しました時に、もう覚悟を決めておられたのか、
西南ロータリークラブのメンバーにあなたから「お世話になりました。くれぐれもよろしく伝
えてほしい」という言葉を預かって、握手をして帰って参りました。とても今日の日を迎える
という事が考えられないくらい力強く手を握り返されました。今思えば、最後の力を振り絞っ
てよろしくとご指導頂いた事と思い返されます。

　最後までお気遣いの素晴らしい、優しい田渕さんと
同じ時間をご一緒できました事、ご指導賜りました事
に感謝申し上げ、お別れの言葉と致します。長い間本
当にありがとうございました。どうか安らかにお眠り
下さい。� 合　掌　

　平成26年２月３日

� 国際ロータリー第2710地区　　　
� 広島西南ロータリークラブ　　　
� 2013〜2014年度会長　田中　茂樹
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西南ロータリー　何でもコラム

　事業者と事業者間の取引ではなく、一般市民への販売、サービス提供の契約には消費者契約法が
適用されます。消費者契約法とは、一言で言えば、消費者にとって不当な方法で結んだ契約や不利
な内容の契約を無効とすることができるというものです。
　まだ広く知られた法律とまではいきませんが、これまで、消費者契約法に違反するとして問題と
なった事例には、滑り止めの大学の前納の学費の取戻しが認められたもの、結婚式場や貸衣装の予
約が解約された場合に事業者が貰える違約金の額を制限したものなどがあります。また、借家契約
の更新料（契約を更新する際に借主が家主に支払うもの、広島では余りないようですが、東京や大
阪では一般的）については、それが消費者契約法に違反するとされてしまうと、全国の家主にとっ
て遡って返金が必要になって多額の負担が生じかねないとして一部マスコミで騒がれました。更新
料の有効性は裁判で認められたものの、更新料の金額の合理性について、一定の範囲で裁判所が
チェックできることも認められました。さらに、現在、まだ裁判での決着はついていませんが、携
帯電話の長期間契約の途中解約で取られる違約金の額や、冠婚葬祭互助会の積立金の途中解約の返
金の場合に差し引かれる違約金の額の当否も問題とされています。
　違約金については、契約を消費者の都合で一方的に止めるのですから、事業者としても契約の準
備にかけた費用や契約実現への期待がある程度保護されるべきであって、それなりの違約金を貰っ
てしかるべきと言えるはずですが、法律ではその事業者の平均的損害を超える違約金を貰うことは
できないとされており、平均的損害の計算については、その契約のコストや平均的利益について議
論することが不可避となっています。
　また、消費者契約法では、民法や商法の規定より消費者にとって不利な契約は無効とされること
になっていますが、消費者にとって一方的に不利な契約でないことは裏返して言えば事業者の有利
性に合理性があると言い換えることができるため、例えば消費者の金銭負担であれば、なぜそのお
金を負担させられるのか、事業者側でも説明する必要が出てきます。昨年12月、国会で消費者契約
法に関して大きな改正がなされ、消費者契約法等に違反した契約で消費者が支払わされたりした金
銭や、被った損害について一定の資格を有する消費者団体が、消費者を代表して事業者に対してお
金をとり戻すことができる裁判制度が制定されました。一件当たりの消費者の被害額は数千円数万
円であって、これまでは裁判などになじまなかったものも、数百件数千件となれば、提訴されるリ
スクは増大します。その施行は３年後とされ、遡った消費者契約には適用されませんので、提訴が
実際になされるのは相当先だと予測されます。しかし、新制度の影響により、消費者側もこれまで
のように事業者の用意した契約を丸のみするのではなく、目が肥えてきて、事業者に支払う金銭と
事業者から受けるサービスとの均衡やその合理性を厳しくチェックする傾向は否定できないでしょ
う。消費者向けの取引をされている企業の皆さんは、一度自社の契約内容を消費者契約法的な観点
からチェックされる必要があるでしょう。

消費者契約法を知っていますか？
根　石　英　行
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日　時：2014年１月７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・山本・

　　　　宮本・徳納・平原・久保・岩田・杉本

・会長挨拶（田中会長）

　半年が過ぎて落ち着いてきたと思ったが予定が

入り老体に鞭打って頑張っている。節制しようと

思ったが邪念に負けて体重がアップしている。く

れぐれも私が倒れないように皆様宜しくお願いし

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。合同懇親ゴルフ大会は今回大会の翌

日に懇親会がある。例えばゴルフに行って懇親会

に出席できない場合は別の方を出すなりの対応を

して欲しい。

　来年の合同幹事会代表幹事は廿日市ＲＣです。

協力要請あり。

②RLI研修について� （杉川幹事）

　広島西南ＲＣからは木村会員が出席。

③RIJYEC維持協力金について� （杉川幹事）

　2013年７月１日付の会員数×100円となる。

④２月のプログラムについて� （室崎理事）

　２月18日が新入会員卓話になっているが世界理

解月間ということで国際奉仕委員会の山下委員長

に卓話をして頂く。新入会員卓話は３月以降。田

中会員と宮崎会員の歓迎会を２月に予定。

⑤大野会員休会報告� （杉川幹事）

　12月１日から休会。６月末までの予定。

⑥12月度会計報告� （杉川幹事）

　資料参照。台北新東ＲＣ歓迎行事。

　国際奉仕事業として３月末にカンボジアに行き

たい。

⑦その他� （杉川幹事）

　職業分類表を添付している。新入会員の職業分

類は宮崎会員が印刷、田中朋会員が出版業、幸村

会員が総合商社、伊藤会員が自動車小売業となっ

ている。既存の杉本会員が転職に伴いビルメンテ

ナンス業に異動。

　福島県訪問（徳納理事）

　１月18日〜 20日にかけて総勢19名で行く

　ディスティネイションキャンペーンとして行

う。

　内容については12日14時から福本氏、杉川幹事

と打合せ。

　参加者　田中、林本、曽里、杉川、徳納、新藤、

岩田、寺本の８名。

　梅の園清掃について（徳納理事）

　２月９日実施予定。

　杭及びロープの補修、実がなる梅の植樹。

　看板設置予定。

　カンボジア訪問日程について（徳納理事）

　３月28日〜４月１日まで３泊５日の日程。

　見学だけでは申し訳ないので土産を用意した

い。

⑧各理事役員報告（各理事）

　宮本理事……�宮崎会員が入会されて友人の藤原

さんに打診予定。

　その他は報告なし

・�次回開催日は２月４日（火曜日）13：45からで

す。

・閉会の挨拶（林本副会長）

　新年明けて第１回目の理事会。後半に入って次

年度の私は顔が青ざめてきています。引き続き協

力宜しくお願いします。

2013-2014年度　第７回理事・役員会　議事録
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編集
後記

広島西南RC　12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 3 10 17 24 31（休会） 出席率
名 宇田　　誠
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％
26 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％

氏　名 3 10 17 24 31（休会） 出席率
32 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100％
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 ○ ○ × × ��50％
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 ○ ○ ��50％

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

2014年２月18日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　田中茂樹　幹事　杉川　聡
　　　　事務所　広島市中区基町6-78
　　　　　　　　リーガロイヤルホテル13F
　　　　TEL 082-221-4894　FAX 082-221-4870

編　集　会報資料委員会

　昨年の12月に久し振りに税務調査を
受けました。前回の調査から８年目で
す。以前は２、３年に一度のパターン
で受けておりました、今回は管轄外の

西からでした、少し驚きましたが東と西は県内ど
こでも調査に行くそうです。今までの調査と変
わっていることは携帯用のプリンターを持参され
た事ぐらいです、調査のパターンは前回までと同
じでした。結果は３回連続で修正申告はゼロでし
た。税理士さんが優秀なのかそれとも私の節税へ
の努力不足ですかね。� （山本春男）
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年賀状紹介

童謡館にて、「野口雨情物語」の上演を見学

水族館のスタッフ、ロータリーメンバーで記念撮影

いわき小名浜ロータリークラブへ
「アクアマリン復興物語」を贈呈

東北訪問（１月18〜20日）


