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第1317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　大

おお

国
くに

　七
しち

蔵
ぞう

会員
　（オークニジャパン㈱　相談役）
　４月29日ご逝去（85歳）
�お誕生月記念記念品贈呈
　児玉　栄威　５月３日
　森田由美子　５月４日
　新藤幸次郎　５月６日
　小川　光博　５月12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。
　このところ汗ばむ陽気の日もありまして、季節
は夏に向かっていることを実感いたします。今年
は夏を迎える前に大きな楽しみがあります。サッ
カーのワールドカップであります。４年に１回の
開催ですが、今回は20回目の記念大会でブラジル
で開催されます。日本も「グループＣ」で出場す
ることはご承知の通りです。日本からも応援にた
くさんの方がブラジルに行かれるようですが、ひ
とつ困ったことがあるそうです。感染症の問題で
す。実はブラジルの一部の地域は「黄熱病」の流
行地域になっており、日本が第３戦でコロンビア
と対戦するブラジル奥地でボリビア国境に近いク
イアバという町がまさに黄熱病が残っている場所
ということであります。「サッカー観戦に行って、
黄熱病に感染した」のではしゃれにもなりませ
ん。そこで厚生労働省は黄熱病の予防接種を推奨
しております。
　黄熱病は蚊が媒介する病気で、主な感染地域は
アフリカです。昔、教科書にも載っておりました
が、野口英世博士が研究していたことで皆さんも
ご存じかと思います。日本やアジアにはない感染
症ですから日本で予防接種を受けるのは平常から
なかなか難しいそうで、週に１回、全国でも限ら
れた場所でしか接種できないそうです。そこに来
てワールドカップで渡航される方が一気に予防接
種に殺到しているため、今は予防接種の順番待ち
が大変になっているそうです。
　私の知人で東京に住んでいる方は東京や周辺で
も予約が取れないため、予防接種を受けるため、
名古屋にまで行ったそうです。なかには札幌や那
覇なら空きがあるといわれた人もおり、ただでさ

え高額のワールドカップ観戦が一段と高くつくと
嘆いていたそうであります。因みに予防接種１本
で１万5000円だそうです。
　感染症への対策もコストも手間もかかるという
ことですが、しっかりやらなければいけないと思
います。最近、中東地域では「中東呼吸器症候群
（MERS＝マーズ）」という呼吸器の感染症が流行
しており、サウジアラビアでは今回の流行で、感
染による死者がすでに100人以上にのぼり、パニッ
クになって国外に逃げ出す人もいるそうです。こ
の感染症は数年前に発見されており、それからの
犠牲者は合計で300人以上にものぼるとのことで
す。MERSはもともとラクダの病気だったそうで
すが、ウイルスが突然変異し、人間でも発症する
ようになったと言われております。アジアでも10
年ほど前にSARS（サーズ）という新型肺炎が流
行し、海外出張自粛や入国の際の体温測定、通関
貨物の消毒などが行われましたが、MERSも同じ
ような広がりをみせております。
　アジアでは鳥インフルエンザがあり、いつ流行
してもおかしくはない、とされており、警戒をしっ
かりしたいと思います。
　ところで、黄熱病はリオデジャネイロやサンパ
ウロなどでは大丈夫だそうで、なぜわざわざ黄熱
病が残っている町で試合をやるのか、日本チーム
に意地悪しているのか、と勘ぐりたくなりますが、
実は今回はワールドカップ史上最多の国内12都市
で開催するそうで、アマゾン川奥地のマナウスな
どでも試合があります。どの街角でも、どんな小
さな通りでも子供たちがサッカーボールを蹴っ
て、プロサッカー選手を目指すというブラジルで
は、なかなか生のワールドカップをみられない地
方の子供たちのために小さな都市でも試合を開催
しようという考えだそうです。
　フィールドでは、日本選手にとって、相手チー
ムとともに蚊が強敵になるのかもしれません。
� （林本正継副会長による代読）
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信・健康管理委
員会からの案内配布の案内。／次年度会員名簿記
載事項の確認未回答者は早急に回答を。／５月29
日（木）夜開催の職業奉仕委員会GM案内を回覧。
／例会変更。例会終了後、理事役員会開催。／本
日18：30より新会員歓迎会が広島グランドインテ
リジェントホテルで開催。／５月17日（土）13：
00より「2014-15年度地区研修・協議会」が広島
国際会議場で開催。
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�委員会報告
広報雑誌委員会
ロータリーの友を読んで
� 田中　朋博会員
　「ロータリーの友４月号」は雑
誌月間ということで、自分の仕
事とも関連のある雑誌月間のな
かから発表させていただきま
す。普段、会報誌（クレジットカードやさまざま
な組織のものなど）は、自ら読みたいと入手する
ものではなく、自動的に送ってきたり、簡単に手
にすることができるあまりにも身近な存在なの
で、何となく軽く扱われています。これまでも、
パッと目を通していただけでしたが、今回発表の
機会をいただいたので、じっくり読んでみまし
た。どうしても、仕事柄少し違った視点で読んで
しまいます。まずは、仕事柄、雑誌や書籍を手に
すると、どこが作成しているのか、いつ創刊され
たのか？と、奥付を見ます。すると、1953年１月
創刊と書かれていました。実は、日本でロータリー
が２つの地区に分割されたのが1952年。そのとき
に相互の地区およびロータリアンの情報伝達の手
段として創刊されたそうです。そのため、よく読
んでみると全国のロータリアンのさまざまな取り
組みや活動が紹介されています。そのなかでも気
になった記事は、ロータリーアットワークのコー
ナーで、サッカーの町として「浦和東ロータリー
クラブ」のフットサル大会開催の記事が紹介され
ていました。この町は、幼少期からサッカーに親
しむ市民が多いため、その継承と青少年育成のた
め「浦和サッカー少年団フットサル大会」を18年
前から開催されています。開催当日は、36サッカー
少年団から64チーム、596人の選手が参加。この
大会に関わった、80人の会員や指導者、浦和高校
サッカー部など総勢1000人以上のロータリーの輪
が広がったそうです。こうして考えると、いろん
な視点で活動していくことが大切だと感じまし
た。どうしても仕事柄、少し違う視点で目を通す
と、もう１つ気になる話がありました。
　電子書籍の話です。実は、「ロータリーの友」
電子版も2014年１月からスタートしているそうで
す。ロータリーの友のＨＰから見られるそうで
す。ただし、ＩＤとパスワードが必要です。国際
ロータリーの規定のなかに、インターネットを通
じた電子版か印刷物か選択もできると明記されて
いるそうですが、準備が間に合わない地域雑誌も
多いので、2013年７月施行。2015年12月末までに

は規定通り選択できるようです。読んでみると、
知らないことだらけで、少しずつですが知識を学
ぶよい会報誌なので、今回の発表を機に、習慣づ
けて読み続けていきたいと思います。
�スマイルボックス

根石英行会員　佐藤会員の社会保険労務士法人サ
トーと当事務所の合同勉強会を５月26日月曜日午
後２時から開催いたしますので、そのご案内を配
布させていただきました。テーマは今なおトラブ
ルの種となっている契約を巡る注意点です。費用
は無料ですので、ご興味のおありになる方はご参
加ください。ご案内のため出宝いたします。
山本春男会員　４月27日（日）に広島14ロータリー
懇親ゴルフ大会が、開催されました。50 〜 69歳
の部で個人優勝をいたしました。次年度は２度目
の団体優勝を目指します。
芝楽会の結果
優勝　先小山会員
２位　遠崎会員
３位　山本春男会員
出席報告

　会員数�63名　出　席�54名　欠　席� 9名
　　　　　　　�来　客� 2名　来　賓� 1名
プログラム

外部講師卓話
「心房細動のお話」
� 荒木脳神経外科病院　　　
� 診療部門長　野村　勝彦氏
１、心房細動の概要
　心房細動とは心房内を複数の
興奮波が同時に駆け巡り、これが心房全体を無秩
序に興奮させている状態である。心房細動は主に
肺静脈起源の異常自動能による興奮が左心房に伝
わり、そこで渦巻き型の興奮旋回として維持され
ることで発生する。日本の心房細動の有病率は欧
米に比べると低いものの、高齢化社会となる中で
経年的に増加しており、80万人を突破しており、
まれな疾患ではない。60歳を超えると急激に頻度
は増加する。７日以内に正常なリズムに回復する
発作性心房細動も多いが、日本人の心房細動患者
の約半数が永続性心房細動であると報告されてい
る。加齢、高血圧、糖尿病、肥満、アルコールな
どいくつかのリスクファクターが心房細動の誘因
となるとされる。心房細動で問題となる事項とし
て、心不全と脳梗塞が挙げられる。
２、心房細動と心不全
　左心房は左房充満期にはリザーバー機能（血液
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貯留機能）を担い、左房収縮期にはブースター機
能（収縮機能）を担う。これらの機能は、運動時
には特に重要である。心房細動が発症すれば、頻
脈や徐脈、脈の不整、液性因子活性化のみならず、
無秩序な電気活動により心房のブースター機能が
欠如し、心不全を来しやすくなる。すべての患者
が心不全をきたすわけではなく、自然に正常リズ
ムに回復する例も多いが、心房細動発症直後から
数ヶ月程度は心不全の発症には注意が必要であ
る。
３、心房細動と脳梗塞
　心房細動は左心房の収縮不全を誘導し、左心房
内の血液うっ滞などで血栓を形成しやすくなり、
剥がれた血栓が血液の流れに乗って移動すれば脳
動脈への塞栓により脳梗塞を発症させる。動脈硬
化が誘因となる脳梗塞と比べて、病状は重篤で生
命予後は不良である。救命し得ても神経学的機能
予後は不良でねたきりとなる例が多い。心房細動
が発症して、72時間以内で14％に左心房内に血栓
が認められたとの報告もあり、48時間を超えて持
続しているか発症時間不明の心房細動を脳梗塞の
予防処置をとらずに停止させる（除細動）ことは
脳梗塞発症のリスクが高く危険である。また、７
日以内に正常リズムに回復する発作性の心房細動
とそれ以上持続する心房細動とは、脳梗塞を含め
た全身性塞栓症の頻度に差がないと報告されてお
り、一方では発作性、持続性に関わらず自覚症状
のない心房細動患者も多く存在し、注意が必要で
ある。
４、心房細動の診療の流れ
　心房細動の有無をチェックし、発症時期を確認
する。初診時に、心不全の有無と心臓内血栓の有
無を、診察や検査で確認する。脈拍が速く胸部不
快が極めて強い、あるいは心不全症状が急速に悪
化しているなど等、緊急性があれば除細動（心房
細動を止める）を考慮する。緊急性がないと判断
すれば、発症からの経過時間を参考に、まずは脳
梗塞発症予防を治療の主体として、抗凝固療法（血
栓形成を予防する治療）を行うことを考慮する。
脳梗塞の予防対策が行われた上で、心房細動のま
まで心拍数を調節する治療（レートコントロー
ル）、正常リズムに回復させる治療（リズムコン
トロール）いずれを選択するかを検討する。レー
トコントロールあるいはリズムコントロールいず
れを選択したとしても患者の生命予後に差はない
と報告されており、患者の症状を改善させること
を主体に治療方針を検討する。除細動には、薬、

電気ショック、カテーテルアブレーション（心筋
焼灼術）などが方法論として挙げられるが、再発
の可能性もあり万能な治療ではない。
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第1318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

　宮㟢　　真会員　５月１日
　田中　茂樹会員　５月３日
　吉田　栄壮会員　５月４日
　大野　　忠会員　５月５日
　白築　忠治会員　５月11日
　佐々木　宏会員　５月15日
　杉本　清英会員　５月16日
　奥田　　實会員　５月16日
　田村　英樹会員　５月17日
　木村　恭之会員　５月25日
　桒田　博正会員　５月26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。
　全国的に夏日を観測する日が多くなり、季節は
いよいよ夏に向かって進んでまいります。そんな
中で、皆さんもご存じの作家の渡辺淳一さんが先
日、お亡くなりになりました。私は大ファンとい
うほど渡辺さんの作品をたくさん読んでいるわけ
ではありませんが、『失

しつ

楽
らく

園
えん

』や『愛
あい

の流
る

刑
けい

地
ち

』
といった小説は大きな話題になり、目を通す機会
がありました。大きな話題といっても、ベストセ
ラーになったというだけでなく、のっぴきならな
い男女関係の話が中心で、あまり教育上よろしく
ないといった批判があったのも確かです。そうい
う点があったとしても、日本のある時代を描き
きった小説ではなかったかと思います。もちろん
渡辺先生の小説には『阿

あ

寒
かん

に果
は

つ』やご自身の医
者としての経験をベースにされた『無

む

影
えい

燈
とう

』『氷
ひょう

紋
もん

』などもあり、きわめて幅の広い、多作の作家
でいらっしゃったことは確かです。
　さて、最初に挙げました『失楽園』と『愛の流
刑地』という渡辺先生の代表作には実は共通点が
ありますが、何か、皆さんおわかりでしょうか？
当時のことを思い出されれば、簡単にわかるかと
思います。日本経済新聞に連載された新聞小説
だったという点です。『失楽園』は95年から96年
にかけて連載され、『愛の流刑地』は2004年から
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06年にかけて連載されました。小説連載時の話を
たまたま日経新聞の方にお聞きしましたら、いろ
いろと面白いエピソードがあったそうです。
　例えば、経団連会長、副会長といった財界の大
物といわれる方々が熱心な読者で、海外出張の際
には各社の秘書室は朝一番で『失楽園』をニュー
ヨークやロンドンなど滞在先のホテルにFAXし、
受け取った同行秘書が拡大コピーして、毎日、毎
日部屋に届けていたそうです。
　また、小説の先行きがあまりに気になるため、
日経新聞に１週間先までのあらすじを教えて欲し
いと問い合わせした大物財界人や政治家がいたと
のことです。もちろん新聞社はきっぱりと断られ
たそうですが、それは社内規則上できないことに
加え、渡辺先生の連載原稿自身も２日か、３日先
の掲載分くらいまでしかできあがっていなかった
ためだったそうです。
　それほど新聞連載の小説はぎりぎりの自転車操
業で動いてようで、さぞ担当者は胃の痛む思いを
毎日しているだろうと想像します。そんなことを
考えておりましたら、朝日新聞が今、文化部の担
当者が絶対に胃が痛くならない連載小説を始めた
ことに気がつきました。ご存じの方もいらっしゃ
ると思います。そうです、夏目漱石の代表作であ
る『こころ』を再び連載しているのです。『こころ』
はちょうど100年前の1914年の４月から８月にか
けて朝日新聞に110回連載されました。連載当時
から大きな話題になり、後年、漱石の代表作とな
りました。100周年記念ということで、朝日新聞
が当時の紙面の印刷の雰囲気も含め、忠実に再掲
載しているとのことです。『こころ』は学校では
必読書とされ、国語の教科書や大学入試問題など
にもよく採りあげられていますので、皆さんも懐
かしいのではないかと思います。
　これほど、広く読まれている文学作品を新聞が
改めて掲載するのはやや不思議な気も致します
が、いまの若い世代は村上春樹は読んでいても、
漱石は読んだことがない、という人が多く、100
年後の再連載に踏み切られたようです。
　ただ、それが簡単に実現したのは文学作品の著
作権の効力期間ということもあるそうです。世界
162カ国が締結しているベルヌ条約という文学、
芸術の知的財産に関する条約では作家の死後50年
で、著作権が消滅するということになっておりま
す。夏目漱石は1916年に50歳を前に没しておりま
すので、もうご遺族にも著作権はないそうです。
作品の著作権はいずれ消滅しますが、文学作品の

価値は永久と思います。日本を代表する新聞が
100年後の今日、『こころ』を再連載することがそ
れを明快に示しているのではないでしょうか？渡
辺淳一先生の著作が100年後にどのように読まれ
るのか、想像するのも面白いものかと思います。
� （林本正継副会長による代読）
�幹事報告

　クラブ月報・地区大会仮登録案内配布の案内。
／６月17日例会プログラムは委員長退任挨拶、６
月24日例会プログラムは最終夜間例会で理事役員
退任挨拶。／例会終了後、現次合同クラブ協議会
開催。／次週例会前11：30より月報編集会議開催。
�スマイルボックス

上田直治会員・山國豊会員・藤崎健次郎会員
（3,000円（各1,000円））　先日は、大変お忙し
い中、盛大な歓迎会を開いて頂き、誠にありがと
うございました。
芝楽会の結果
優勝　室崎会員
２位　村尾会員
３位　上田会員
出席報告

　会員数�63名　出　席�46名　欠　席�17名
　　　　　　　�来　客� 5名
プログラム

新入会員卓話
� ヤマクニ装飾　代表
� 山國　　豊会員
　皆さま、こんにちは、新人挨
拶と言うことで、お時間を頂き
まして、ありがとうございます。
　この度２月25日から西南ロー
タリークラブでお世話になっております、室内装
飾業を個人でしております、山國　豊です。こう
いう場所でお話しをするのは初めてなので聞き苦
しい点お許しください。
　私は７年前に消防団で知り合った杉本様、同じ
年には見えないかもしれませんが小学校からの同
級生の宮本晋一会員に紹介、推薦していただき感
謝、お礼申し上げます。また先日の歓迎会という
すばらしい場所で皆さま忙しいなかお集まり頂
き、記念品まで頂き本当にありがとうございます。
　18日の芝楽会にも参加させて頂き、厳しさを教
えていただきました。ありがとうございます。
　自己紹介をさせて頂きます、父親が中区榎町か
ら吉田町に疎開し大阪マツダに集団就職しそこで
お見合い結婚して昭和46年10月１日大阪生まれの
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　また若手育成や後継者育成、経営等先輩方たち
に教えて頂きたいと思います。
　まだ不馴れで火曜日が来る度に緊張しますけど
作業着からスーツに着替えてクラブに溶け込めて
行けるように日々勉強していきますのでご指導の
ほどよろしくお願いいたします。これで新人挨拶
とさせて頂きます、私みたいな者に貴重な時間と
ご清聴ありがとうございました。

新入会員卓話
� ㈱オンリーワン　執行役員
� 上田　直治会員
　みなさんこんにちは…この度
３月より広島西南ロータリーク
ラブに入会させて頂きました上
田直治と申します。どうか宜し
くお願い申し上げます。
　最初に私のような者をロータリークラブに推薦
頂きました遠崎会員・岩田会員、またロータリー
クラブへの入会を強く勧めて頂いた皆様に、この
場をお借り致しまして、深く感謝致します。どう
もありがとうございました…又、先日は皆様大変
お忙しい中、貴重な時間をさいて盛大な歓迎会を
開催して頂き、又、素敵な記念品まで頂戴し、改
めて御礼申し上げます。
　実は私がロータリークラブへ入会するなんて夢
にも思っておりませんでした。と申しますのも、
現在私どもの会社の社長が安芸ロータリークラブ
に籍を置き、友人、知人もロータリークラブやラ
イオンズクラブに在籍しておりますので、以前、
入会を勧められた時、聞いた話では…
　①　とにかく年間、たくさんのお金がかかる。
　②�　毎週１回例会があり、必ず出席しなくては
ならない。

　　�　例会に出席出来ない場合には、他のクラブ
の例会に参加して、えらい高い昼ごはんを食
べないといけない。

　③�　真夏でもネクタイ着用、どこに行くのにも
バッジ着用。

　④�　毎回の例会の際に、色々妙な歌を歌わされ
る。

　⑤�　とにかく何をするのも集合時間30分以上前
には行かなくてはならない。

　など…厳しい話を聞いておりました。
　しかし、私の今年の目標として掲げていた事は、
今年は『甲午…きのえうま』と言う事もあり、甲
を破り午（うま）高く、新しい事にチャレンジし、

一人っ子42歳です、大阪育ちで小学校１年の時に
父親の祖父が体を壊し何かあったらと言うことで
西区の庚午に越して庚午小学校、庚午中学校、１
年遅れて広島県立西高等学校と言う通信制の学校
に仕事をしながら６年かけて何とか卒業すること
が出来ました、そしてその頃に小学校中学校と同
級生の彼女と結婚、１年後に今は美鈴が丘高校１
年生の娘、日菜多、３年後に今は高須小学校６年
生の娘、美来乃、四人家族で高須３丁目に住んで
おります。
　今の仕事に就くまでに家屋解体屋、鉄筋屋、肉
屋のパック包装、弁当屋の残飯食器清掃、サンマ
リオのウェイター、事故車等けん引するレッカー
会社、建設機械を配達するトラック運転手、閉店
後のアルパークの清掃などたくさんの仕事をして
たくさんの人との繋がりで20歳の時に紹介しても
らい内装業クロス屋さんの弟子になりました、内
容は天井や壁に壁紙を貼っていく仕事です、当時
はアジア大会など忙しくて２年間で独立しました
が３年間分くらいの仕事量でみっちりしごかれし
ばかれました。弟子の間は本当に大変でした。
　最初から独立するつもりで親方の所に就職しま
したから、それは親方も僕に教えて給料払っても
覚えた頃には辞めちゃうのでおこずかいをあげる
ようなものですよね、かなり少なかったです、で
すが仕事モードではないときにはとても優しくし
ていただきました。今でも仕事の事など電話しま
す、またずっと御中元、御歳暮を贈らせてもらっ
てます。
　また独立するにはあたって親方などの仲間や現
場で知り合った方達に仕事やお客様を紹介しても
らい、そのお客様がまたお客様を紹介してもらい
今も大変忙しくさせてもらっています。
　技術向上や仕事確保のために壁装作業１級技能
士や増改築相談員の資格を所得し職業訓練で２級
の建築士の勉強してきました。
　また建設国保で建設労働組合というのがありま
してそこの西地区の地区長をしており、これは順
番で地区長になるのに試験などはありませんけ
ど、ここで年１回８ヶ所くらいで奉仕活動という
ことで独居老人宅や障害のある方たちが集まる施
設を材料代だけで修繕する作業をしております。
とても喜んでいただいております。
　そういうことなどに携わり、人の役に立ってい
る事を感じ、今までして貰ってきたこと、迷惑か
けて来たことを考えてこれからこの西南ロータ
リーで少しずつ返せていけたらと思っております。
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ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）など、資
格取得の勉強と営業で入社後２年間は、ほぼ毎日、
朝８時から夜中の１時、２時まで、土日、祝日な
く働いておりました。
　又、ソニー生命時代にはボランティアにも従事
し、募金活動やあしなが育英会への協力支援、ま
た毎年、夏には、車椅子などの障害者を船を貸し
切って、瀬戸内海の島へ海水浴に連れて行くなど
…公私共に多忙な日々を送っていました。
　その後、時代も徐々に変化する中、多くの商品
を販売出来る代理店の方が、顧客の皆様にとって
有利ではないかと判断し、すでにソニー生命の先
輩が起ち上げていた、株式会社オンリーワンに就
職する事となりました。代理店移行後はソニー生
命のように厳しいノルマは無く、営業の合間を見
ては、ゴルフの練習場に通い続けておりました。
その成果もあり約９年前には、パーリーゲイツ中
四国大会で優勝し、藤田寛之プロや、宮本勝昌プ
ロと一緒に海外へ無料招待旅行に連れて行っても
らった事もあります。
　また約６年前には初のアンダーパーを記録した
事もありました。
　現在はめっきりゴルフの練習場に通う事は無く
なりましたが、先輩の影響でツイストやジルバな
どのダンスに夢中になり、毎週のようにメモリー
ズ（昔のケントス）に通って、仲間と汗を流して
おります。
　また私は並木通りで『串焼き蕃』と言う飲食店
をやっております関係もあり、毎日ほぼ外食して
おりますので、いつでもお声掛け頂ければ、どこ
へでも参上しますので宜しくお願い致します。
　私には休肝日が無く、ワインだけで毎日約２
本。５〜６年間、飲み続けた結果、体重が10キロ
以上、そのほか、BMI、内臓脂肪、肝機能、尿酸
値など、殆どの数値がかなり上昇しており、普段、
お客様には病気をせず、健康に留意して、長生き
して下さいと偉そうな事を言っているにも関わら
ず…自分が一番不健康な事に気づかされた次第で
あります。
　こんなダメな私ではありますが、広島西南ロー
タリークラブへ入会した事をきっかけに、今後は
健康にも気を遣い、規則正しい生活をして、ロー
タリアンとしての高い意識を持ち、日々勉強して、
職業奉仕して参りたいと思いますので、どうか皆
様、今後ともご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願
い申しあげます。
　本日はご清聴、誠に有難うございました。

革新の年とする…と言う目標でしたので、あえて
厳しいと噂されるロータリークラブへの入会を決
めました。
　何も分からず、沖縄遠征からスタートするよう
な形でロータリークラブへ入会させて頂きました
が、噂と違い皆さん本当に良い方ばかりで、安心
しております。
　今日は私の職歴を踏まえ、簡単な自己紹介をさ
せて頂きたいと思いますので、どうか宜しくお願
い致します。
　私は現在の廿日市市の出身で、趣味は、ゴルフ、
ダンス、ギター、料理、物まね、手品、合コン、
など多趣味でございます。
　まず最初に職に就いたのは、父の勧めで国鉄（現
在のＪＲ）に就職致しました。国鉄では主に車両
の整備や修繕を行う仕事で、毎日のように、電機
溶接やフォークリフトの運転に励んでおりまし
た。土日祝日には、野球を中心に、バドミントン、
テニス、卓球、マラソン、登山など、時間があれ
ばスポーツばかりしていた日々でした。又、８月
６日の原爆の日には、職場の先輩や仲間を集めバ
ンドを結成し、平和公園や市内の公園で、平和ソ
ングを演奏・合唱をしていた事を思い出します。
　昭和62年、国鉄が分割、民営化になると同時に、
以前より憧れていた、営業の仕事がしたくて、両
親や友人の反対を押し切り、音響、照明機器の販
売会社に転職致しました。
　その会社では主に結婚式場やホテル、旅館、ホー
ルなどに営業、メンテナンスの為、毎週月曜日に
広島を出発し土曜日に帰ってくると言うスタイル
で、主に中国５県を、商品を積んだ重たい車で走
り回っておりました。時には展示会などのイベン
トや応援等で、北海道を除く、ほとんどの地区に
行かせて頂き、お蔭で自腹ではなかなか行けない
全国の有名な温泉旅館にも多数宿泊させて頂きま
した。
　そう言った生活が続いたある時、鳥取県、皆生
温泉の、ある旅館に、ソニーの創業者、森田昭夫
さんの実弟でいらっしゃる、森田正明さんの講演
会が開催され、その講演会の世話役をした事が
きっかけで、ソニー生命に入社する事となりまし
た。
　営業には多少の自信はありましたが、保険と言
う形の無いものを売ると言う事に、入社前はすご
く不安を感じた日々もありました。
　入社後は我武者羅に営業し、なんとか順調に成
績を伸ばしつつ、ひたすら金融商品全般の勉強、
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　たまたまですが、昨日より当ANAクラウンプ
ラザのチャペル改修工事の一部を施工させていた
だいております。
　建設業は、皆様ご存じの通り、出来上がったも
のを売るのではなく、これから建てる建物の品質
を買っていただく業種です。品質の確保は当然、
全工期を通じての無事故・無災害・コスト管理
等、求められるハードルが年々高まり、又一昨年
から顕著になりました労働力の不足・建設資材の
不足・工事管理者の不足等の逆風が吹き荒れ、着
工遅れや納期遅れが懸念される中、契約工期内で
の引き渡しに向けて工事を進めております。
　その中で、これに携わる社員や、関係各社の人々
までも含めた人間的な質の向上も目指して奉仕活
動も実践しております。
　例えば以前の事となりますが、会社や現場周辺
の近隣の皆様への感謝の気持ちを伝える【感謝祭】
なる行事を催す事です。
　その一つとして、会社の駐車場を利用して工事
で余った建設資材などを地域の皆様に無料で配布
して、同時に子供たちの為に遊戯コーナーを設け
楽しんで頂くというものです。毎年大変好評をい
ただいていました。
　二つ目は、工事中、現場周辺の道路清掃を工事
に携わる全員で定期的に行うというもので、日頃
工事に協力して頂いている近隣の方への感謝の意
を込めた一斉清掃を行っています。
　工事を進める上で、近隣の皆様の協力は必要不
可欠ですし、ご協力に対し感謝することが、人間
的質の向上にも繋がると考えています。
　会社の業務以外に特徴があるとすれば、社員の
為に発行した季刊誌（Nweve）という冊子を、
お客様や皆様にお配りしていることで、23年間継
続しています。
　元々、社員の文化レベルの低さを嘆いた当時の
社長が、哲学者・ジャーナリスト・プロデュー
サーの方の書下ろしと、自ら全国の名所・記念館
を取材し、又各支店の社員が持ち回りでテーマに
沿った記事を掲載して社員が編集した冊子です。
最後には、社会人の常識・恥ずかしい【漢字の読
み違え】と題して四文字熟語の読み方や、ことわ
ざの意味などの紹介をしております。
　今まで寄稿して頂いた方には、ジャーナリスト
の草柳大蔵氏・国正武重氏・国立がんセンター名
誉院長市川平三郎氏・天龍寺派管長平田精耕氏等
大変多くの方に賛同・寄稿して頂きました。
　私達社員はといいますと、理系出身者が多く、

新入会員卓話
� 日本建設㈱広島支店　支店長
� 藤崎健次郎会員
　皆さん、こんにちは。
　４月より佐藤会員・徳納会員
のご推薦で広島西南ロータリー
クラブに入会させて頂きました
藤崎です。先日は歓迎会を開催して頂きまして誠
にありがとうございました。又、記念品のこのネ
クタイまで頂戴しまして大変恐縮しております。
　本日は、貴重なお時間を頂きましたので自己紹
介を兼ねて私が勤めております会社のご案内をさ
せて頂きます。
　私は、昭和35年２月生まれの54歳です。鹿児島
県鹿児島市出身で高校卒業後神奈川大学に進学
し、建築学科を卒業しまして現在の日本建設㈱に
入社致しました。
　技術職の為、建設現場で約18年間汗にまみれ施
工管理業務を行いまして、その後営業を14年間、
東京支店で務めまして、今年３月からこちら広島
支店に支店長として異動して参りました。家族は
東京に居りまして現在単身赴任中でございます。
　鹿児島での中学・高校時代はサッカーに明け暮
れ、大学時代は旅行のサークルに入り全国を歩き
回りました。全員が貧乏学生でしたのでアルバイ
トは20以上経験し同僚にも紹介しながら、ひたす
ら資金集めに励み、様々なことを勉強させて貰い
ました。現在でも大学当時のメンバーで各出身地
を訪ねる旅行を年１回行っており、今後も、誰か
が止めようと言い出すまで数十年は続くであろう
と、思っております。
　又、高校時代の同窓会関東地区の実行委員長を
務め開催したり、渋谷の道玄坂109前で行います
鹿児島の伝統踊り【渋谷おはら祭り】にも参加し
楽しい活動も行っております。
　さて、私が勤務しております日本建設㈱は昭和
30年に創業して59年目を迎えました、総合建設会
社です。全国に７支店を構えまして創業時から全
国のガソリンスタンドを多く建設しており日本の
ガソリンスタンドの約50％を占めていたと聞いて
います。
　現在は、工場倉庫・医療介護施設・教育施設・
商業店舗・賃貸マンション等幅広く建設しており
ますが、広島支店に於きましては特に自動車関係
や小売店その他商業施設関係の新築工事・リ
ニューアル工事に力を入れ取り組んでおります
が、ドアノブ１本の交換から走り回る会社です。
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　マスコミの分析などを整理しますと、①弱小
チームが若手主体のチームづくりで強くなってき
たことに共感する。②12球団で選手年棒が最も少
ないのに、ひたむきに戦っていることに感動す
る。③選手とファンとの距離が短く、選手と知り
合いになりやすい。④赤いチームカラーが女性向
き等といったものです。いずれもポイントを突い
ていると思いますが、私は野球、サッカー、テニス、
ゴルフなど世界的にプロスポーツが金満体質にな
り、スポーツの純粋さが失われていくなかで、カー
プには青臭いほどの若さがあることではないかと
考えております。実際、ゲームをみておりますと、
カープの選手は大物風を吹かせ、緩慢なプレーを
する選手は皆無ですし、よく走ります。それが野
球の原点を示してくれているように思います。
　もうひとつ、経営者の目からみて重要だなと思
うことがいくつかあります。「組織の新陳代謝」「公
平な選手起用」「若手の抜擢」です。カープの登
録選手の年俸総額は21億円弱で、トップの巨人の
46億円の半分以下であります。最高年棒の前田健
太選手も２億7000万円で、もし前田が巨人にいた
ら４〜５億円くらい行っているのではないかと思
います。ということは主力選手はFA（フリーエー
ジェント）権の行使や金銭トレードなどでどんど
ん流出してしまいます。金本、江藤、川口、大リー
グに行った黒田など皆さんも思い出すだけで残念
な選手の流出がありました。
　しかし、その結果、チームはいつも平均年齢が
若く、元気で活発になります。選手のなかに監督
の采配に文句をつけるような大物がいないため、
監督も指揮が執りやすく、選手起用も実力と場面
に応じた適材適所となりますから、選手の不満が
減ります。さらに若手にチャンスがどんどん回っ
てきますから、若手が重要な場面、難しい局面を
経験し、育っていきます。企業もそうですが、人
手不足の時の方が若手の成長も速く、いい人材が
育ちます。敢えて言えば、カープは「少子高齢化」
の日本のなかでは異質で元気な存在のため、観客
に爽快感を与え、女性にも人気が出てきたのでは
ないかと思います。
　さて、交流戦が終わると再び、ペナントレース
に戻ります。カープの快進撃が続き、カープ女子
だけでなく、「カープ中年」「カープじいさん」「カー
プばあさん」など多様な世代のファンが増えるこ
とを期待したいと思います。そして最後にカープ
が優勝し、広島の街を赤で染めたいと思っており
ます。

文章の苦手な我々としては苦痛以外の何物でも無
かったのですが、実際記事を読むと全国の色々な
ことを知ることが出来、今では皆様に楽しんで頂
いております。
　今季号には、周南市大津島にあります回天記念
館を訪ねた記事が掲載されています。ご興味のあ
る方には是非ご覧いただきたいと思います。
　最後になりましたが弊社は、建築を通じて社会
に貢献することを基本理念としておりますが私個
人としてもロータリーの目的をよく理解し、【四
つのテスト】を公私ともに常に判断基準としなが
ら社会奉仕活動で広島の人々に貢献できるよう
日々勉強・努力して参りますので、今後ともご指
導・ご鞭撻をお願いしまして新入会員卓話に代え
させて頂きます。
　ご清聴、有難うございました。

5
� 27

第1319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、梅雨前とはいえ、好天が続きますと、や
はり球場に足を運びたくなる季節です。とりわけ
今年はカープが首位に立っており、昨年のセ・
リーグ３位、初のクライマックスシリーズ進出は
実力だったこと証明しているようです。セ・パ交
流戦に入って、ちょっともたついておりますが、
今年は1991年以来23年ぶりの優勝も期待していい
のではないかと思います。
　そうした元気なカープですが、昨年ペナント
レース後半あたりからグラウンドではなく、スタ
ンドの方でも注目を集めております。マスコミで
もかなり採り上げられ、皆さんもご存じの「カー
プ女子」の出現です。広島出身はもちろん、広島
以外の出身でもカープファンになる女性が増えて
いるそうで、その多くが球場に足を運んで、応援
してくれるという特徴があります。その結果、マ
ツダスタジアムの１試合平均の観客数は昨年比
2000人増となっておりまして、中にはわざわざ東
京や大阪から広島観光がてら応援に来るカープ女
子もいるそうです。横浜スタジアム、神宮球場で
も三塁側だけでなく球場全体に赤のカープカラー
が広がり、本拠地チームのDeNAやヤクルトを圧
倒する勢いだそうです。
　では、なぜ、カープ女子が増えてきたのか？
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持って対応に臨んでいる。
能力発揮の程度・成果を挙げた事項
　営業職の前に現場販売員を担当していたが、目
標達成の為に時間を惜しまず取り組んだ結果、２
年連続で予算の達成を果たした。また、営業力を
発揮し、販売員と営業を兼任した様な形で結果を
出し、現在の中・四国の営業担当に抜擢された。
職場における表彰
・店舗通期予算達成：広島そごう’10.�7〜’11.�6
　　　　　　　　　　　　　　　’11.�7〜’12.�6
・中・四国通期粗利予算達成：’12.�6〜’13.�6
私生活・健康状態
　多少仕事に打ち込みすぎるあまり、帰宅時間が
遅くなってしまったりしている様だが、空いてい
る時間は家庭への還元を惜しまず、公私共に気配
りを忘れず生活を送っている。少々肉付きが良く
なっているようだが、健康状態も良好である。
� （推薦者：大國七蔵）

株式会社第一ビルサービス
管理者
� 澤井　俊則
生 年 月 日：1970年10月１日
就職年月日：2005年11月11日
　　　　　　（勤続年数：８年４ヶ月）
勤労意欲
　勤労意欲は高く、管理者を務めるグループホー
ム（認知症高齢者対応）の開設時よりホームの中
心的人物として現在に至っている。
勤務態度
　グループホーム（認知症高齢者対応）の管理者
として、18名の利用者が安心して暮らせるよう
日々業務にあたっている。利用者がその人らしく
生活する為に、一人ひとりに応じた介護を心掛け
ている。日常の暮らしを大切にしつつ積極的に外
出やイベント等を企画することで生活にメリハリ
をつけるなど、業務についても責任性・協調性・
積極性を発揮している。さらに、20名のスタッフ
がやりがいをもって働ける職場環境の醸成にも努
めている。
事業所内の信望
　管理者として所内をまとめているが、管理者と
しての意見・やり方を決して押し付けるものでは
ない。常にスタッフの意見に耳を傾け、スタッフ
の介護に対する想いや意見等を尊重し、日々の業
務改善に取り入れている。この姿勢はともに働く
スタッフに対し、安心と信頼を与えている。

�幹事報告
　ロータリー手帳配布の案内（申込者のみ）。／
10月19日（日）開催　地区大会仮登録の案内を回
覧。／例会終了後、次年度理事役員会開催。／５
月29日（木）18：30より職業奉仕委員会ＧＭがホ
テルJALシティ広島で開催。
�スマイルボックス

三好清隆会員（チケット10枚）　このたび私の作
詞作曲集のうち、カラオケ放映が40曲に達しまし
た。作品依頼も多く続いております。
幸村憲治会員　６月１日仙台にてカープ×楽天戦
始球式前の国歌斉唱を仲間とやる事になりまし
た。２万人の前でロータリークラブで練習した君
が代を存分に唄って参ります。ニコニコ。
�臨時クラブ総会
　クラブ細則変更。
出席報告
　会員数�63名　出　席�45名　欠　席�18名
　　　　　　　�来　客� 6名　ゲスト� 3名
プログラム
優良従業員表彰
オークニジャパン株式会社
広島支店
営業一部第３グループ　主任
� 石田　幸治
生 年 月 日：1981年４月19日
就職年月日：2006年２月１日
　　　　　　（勤続年数：８年１ヶ月）
勤労意欲
　義務と責任感の意識が強く、少々時間をかけて
でも困難な仕事に取り組み、最後までやり遂げよ
うと努力を惜しまない。まだまだ勉強するべき点
もあるが、それを自分でも理解しており、目標に
向かって日々職務に取り組んでいる。
勤務態度
　小・中・高とサッカー部に所属。各年代で主将
を務め、社会人になってもサッカーを続け、協調
性・規律性・責任性を身に付けた。現在は中・四
国の販売員16名と協力して、会社の利益を求める
と共に、紳士靴という商品を通じてお客様に喜
び・感動を提供する事に取り組んでいる。
事業所内の信望
　中・四国の百貨店12店舗（無人運営店舗も含む）
を担当。販売員16名を束ね、相互の協力関係を築
き、目標の達成を目指している。人懐こい性格か
ら、取引先担当者からの人望もあり、依頼される
案件・量が多い事に苦労している様だが、責任を
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いる。ピエロ仮装で目の前で作り出されるバルー
ンアートは子供からお年寄りまで非常に喜ばれる
ものであり、上記地域活動の振興に寄与している。
� （推薦者：杉川　聡）

能力発揮の程度（成果を挙げた事項）
上記のような勤務態度、所内の信望等により、比
較的離職率の高い介護現場にありながら、管理す
る職場の離職率は低い。これにより安定したサー
ビスの提供、有能な人材確保等に貢献している。
職場における表彰
　永年勤続表彰
私生活・健康状態
　健康状態は良好である。
その他（社会奉仕活動等）
　「ピエロ仮装でバルーンアート」10年前より休
日を利用し活動を開始しており、現在でも継続中
である。広島市内の公民館祭り、小学校ＰTC活動、
子供会、親子の集い育成会（知的障害者のための
活動を行う団体）主催の祭り等で主に活動をして

弔　辞
　生あるものは必滅するとはいえ、尊敬する盟友故大國七蔵パスト会長の訃報を聞いて一瞬夢ではな
いかと信じがたい思いでした。いまはただ、茫然自失しているばかりです。
　毎回の例会にはお元気なお姿でクラブを明るくして頂いておりました。
　わがクラブが創立されるに当ってキーマンの一人として、四代目会長として、またガバナー補佐と
して、特に国際大会への出席では、RIゲラー会長へ、当時の荒木広島市長の「恒久平和」の文字が揮
毫された宮島特製大杓子とメッセージ、さらには当時の松尾明ガバナーのメッセージを一緒に持参し
て伝達された事などの数々のご活躍は、我々クラブの誇りでもあります。
　また、国際奉仕活動としては、姉妹クラブが必要になって来ます。それで我々クラブはRI3520地区
台東新東扶輪社と姉妹クラブを締結し、２年ごとに相互訪問し、交流活動を行って来ました。毎回の
訪問親善活動には、必ず大國夫妻は出席交流を深めて来られ、表彰もされました。
　真実を持って事に当たり、明るく曲がったことには妥協しない強い性格は真心の表れでもあります。
数々のご功績を残された大國さんの死は、広島西南ロータリークラブにとりましてまことに残念です。
　このうえは、どうか安らかな気持ちで幽界へ旅立たれるようお祈りしています。
　われわれ一同心より生前のご恩顧に誠を捧げます。
� 平成26年５月１日　　　　　　　　　　　　
� 広島西南ロータリークラブ　会長　田中茂樹
� （代読　山本　豊）

追悼　大國七蔵会員

　５月27日例会に故大國七蔵会員の奥様大國佳子さ
まがゲスト参加され、過日のお礼を述べられました。

　４月28日午前中まで元気で妹に電話をしたりし
ておりましたのに、夕方風呂場で倒れ「心筋梗塞」
ということで翌29日そのまま亡くなりました。突
然の死でアタフタとし、本日まできましたが、こ
んなに死というものがあっけなく簡単に行くもの
かと考えさせられました。
　ロータリーの皆様の優しい暖かい心に触れさせ
て頂き感謝しております。晩年は足腰が弱くなり
ましたが、ロータリーには欠かさず参加させて頂
き皆様には大変ご迷惑をおかけ致しました。本当
に有難うございました。
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� 次年度幹事　室﨑　雅宣
　平成26年５月17日（土）に、次年度の地区研修会・協議会が、広島国際会議場にて開催されました。
我が西南ロータリークラブから、次年度会長・幹事・関連の理事・委員長計12名が出席しました。
　福山南ロータリークラブの金子ガバナーエレクトが主催され、前半の本会議では、金子ガバナー
エレクトが次年度ＲＩテーマと地区運営方針を発表されました。
　後半の分科会では、各委員会毎に、各地区委員から次年度の方針が示され、それぞれ今後の進め
方について意見交換しました。
　特に、会長・幹事部門では、第2700地区パストガバナーの廣畑富雄氏の「ロータリーの原点、特
に職業奉仕について」というテーマでの基調講演があり、あらためてロータリーの心を学ぶことが
できました。
　またロータリー財団部門では、我が西南ロータリークラブの徳納会員が、今年度の地区補助金を
を受けて実施した、東北の紙芝居支援事業の実例を発表しました。
　会議の後は、会場をグランヴィアホテル広島に移して懇親会が開かれ、有意義に当日の地区研修
会を終えることができました。
　出席者の皆さんたいへんお疲れさまでした。

� 佐藤　克則
　５月29日木曜日、18時30分からホテルJALシティ広島に於いて、第３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３回目です。
　今回はサービス分野の会員からの話題提供となり、折本会員、根石会員がそれぞ
れ資料を基に、自社の取り組みについて話されました。
　その後食事を楽しみながらの意見交換となり、前回と同様に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取り組み、また近況などを伝えてもらいました。
　当日の参加者は15人でした
が、本年度入会の会員にも多
数参加いただきました。

次年度地区研修会・協議会出席

◆ ◆ ◆  第３回職業奉仕委員会ＧＭの開催  ◆ ◆ ◆

折本会員
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日時：平成26年５月13日（火）18：30より
場所：グランドインテリジェントホテル2階『芙蓉の間』
出席：40名

　去る５月13日、新たに広島西南ロータリークラブに入会されました山國豊会員、上田直治会員、藤崎健
次郎会員を迎えての新会員歓迎会を盛大に開催することができました。
　親睦家族活動委員会としても今年度最後の歓迎会ということで事前の打ち合わせを重ね、万全の態勢で
当日を迎えましたので、メンバー一同、会の成功を大変嬉しく思っております。急な日程にもかかわらず
たくさんの会員の方にご出席賜り、盛大で温かい歓迎会が開催できましたことを親睦家族活動委員会一同、
心よりお礼申し上げます。

―開催概要―

親睦家族活動委員会
児玉　栄威

田中会長より開会のお言葉
を頂くとともに、新会員の
皆様を事前にお願いしたア
ンケートの回答を交えてご
紹介いただきました。

曽里直前会長より乾杯の
ご発声を頂き、お食事・
歓談時間に入りました。

山國新会員のご挨拶。推
薦者の杉本会員、宮本会
員も登壇されました。

上田新会員のご挨拶。推
薦者の岩田会員、遠﨑会
員も登壇されました。

➡

藤崎新会員のご挨拶。推
薦者の代わりに田中会
長、杉川幹事も登壇され
ました。

林本副会長より中締めの
ご挨拶を頂きました。

ロータリーソング『手
に手をつないで』を全
員で輪になって歌い、
閉会となりました。

田中会長から新会員の皆様に記念品の贈呈を行いまし
た。皆様席に戻られてから記念品のネクタイをご披露く
ださいました。

➡ ➡ ➡

➡

➡ ➡

新会員歓迎会の開催報告新会員歓迎会の開催報告

1173号� （13）
健康管理月間



児玉　栄威　３日
森田由美子　４日
新藤幸次郎　６日
小川　光博　12日

宮㟢　　真　１日
田中　茂樹　３日
吉田　栄壮　４日
大野　　忠　５日
白築　忠治　11日
佐々木　宏　15日
杉本　清英　16日
奥田　　實　16日
田村　英樹　17日
木村　恭之　25日
桒田　博正　26日

会員誕生日

５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

山國　　豊夫人　真　記様　17日
小川　光博夫人　秀　子様　17日
谷口　公啓夫人　季代子様　27日
萬歳　幸治夫人　洋　子様　28日
折本　　緑夫　大野公嗣様　29日

村尾博司　Ｈ３年
谷口公啓　Ｈ11年

宮本　　昇　光和海運㈱� Ｓ35年
大野　　忠　平和印刷㈱� Ｓ22年
小川　光博　小川電気通信㈱� Ｓ22年

掲　示　板

７月例会予告
❖７月22日（火）定款による休会
❖７月26日（土）夜
　花火鑑賞家族例会� グランドプリンスホテル広島
　←７月29日（火）例会の変更

６月行事予定
❖６月３日（火）13：45 〜
　第12回理事役員会� ANAホテル4Ｆ
❖６月17（火）18：30 〜
　ロータリー情報勉強会� ホテルJALシティ広島
　対象：今年度新会員・現次執行部・Ｒ情報委員会他
＊�６月は期末月になりますので、会費は６月27
日（金）迄のお振込をお願い致します。又、
７月会費は７月15日（火）予算決算報告後に
発送予定です。

　平成26年５月４日（日）、廿日市市宮島町、包ヶ浦自然公園グラ
ンドにおいて当クラブの10周年記念の植樹である八重桜の整備事
業を行いました。
　ここ数年、宮島の桜は、取り巻く様々な厳しい環境や諸事情の
ためか、あまり良い状態ではなかったのを少しずつ回復しつつ
あったのですが、追い打ちをかけるようにイノシシの被害に遭っ
てしまい、何本かの木は倒木寸前まで傾けられていました。調査
後、４月には当クラブメンバーの造園会社職員の手で処置を施し、
当日を迎えることとなりました。

　当日は、ＧＷ連休の真ん中という日程にも関わらず、メンバー 23名プラスご家族３名という大勢の方に
参加して頂きました。午前11時にバーベキューハウス前に集合し、会長挨拶の後、グランドに移動し、施
肥作業を行い、その後は恒例のＢＢＱに舌鼓を打ち、楽しい時間を過ごしました。
　今後、宮島の桜は、グランド全体ではメンテナンスの負担や環境が厳しそうなので、場所を奥の方に絞っ
て補植して整備
していってはど
うだろうかとい
う意見が聞かれ
ました。
� （寺本　真司）

宮島包ヶ浦
桜 整備事業
宮島包ヶ浦
桜 整備事業
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西南ロータリー　何でもコラム

　我々を取り巻く建築の環境は、社会問題、自然現象等、様々な出来事を受けて日々変化しています。近年の社会問題
でいうと、耐震強度偽装事件をきっかけとし建築士法が大幅改正されました。建築士事務に所属し業に携わる建築士は
３年以内ごとの定期講習が義務づけられ（法施工　平成20年11月28日）講習終了後には終了考査が実施されます。定期
講習（登録講習機関：㈱ＥＲＩアカデミー）の中からユニバーサルデザインについて取上げてみました。
（1）ユニバーサルデザインとは
　ユニバーサルデザインとは、Universal（全体の、共通の、普遍的な）とDesign（設計、立案）の、２つの英単語を組
み合わせたもので、ＵＤとも呼ばれています
　１）ユニバーサルデザインの基本的な考え方（７原則）
　　　①　誰にでも公平に利用できること　　　　⑤　うっかりミスや危険につながらないデザインであること
　　　②　使う上で自由度が高いこと　　　　　　⑥　無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること
　　　③　使い方が簡単ですぐわかること　　　　⑦　アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること
　　　④　必要な情報がすぐに理解できること
　２）ユニバーサルデザインとバリアフリー
　　　�　バリアフリーとは、障害のある人が社会生活の障壁（バリア）となるものを除去（フリー）するという意味で使

われていましたが、現在では、ユニバーサルデザインの考えを取り入れ、障害のある人だけでなく、すべての人の
社会参加を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味で用いられています。

（2）ユニバーサルデザインへの取組み
　日本におけるユニバーサルデザインへの取組みは、公共施設のバリアフリー化などからはじまりました。その後、高
齢化社会の到来、障害者の社会参画への要請などに伴い、このバリアフリー化は建築物、道路、公共交通など、高齢者
や身体障害者を対象とする幅広い施設や動線空間へと拡大されてきました。平成17年には、ユニバーサルデザイン政策
大綱が策定され、ユニバーサルデザインという考え方のもとで具体的政策の展開へと取組みが広げられています。
〇ユニバーサルデザイン政策大綱
国土交通省は、ユニバーサルデザイン政策大綱により「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサ
ルデザインの考え方を踏まえ、今後、身体的状況、年齢、国籍などを問わず、可能な限りすべての人が人格と個性を尊
重され自由に社会参画し、安全で豊かに暮らせるよう生活環境や連続した移動環境をハード・ソフトの両面から継続し
て整備・改善していくという理念に基づく５つの基本的な考え方を示しました。また、それに基づき10の具体的施策を
展開していくとしています。

５つの基本的な考えかた
◇ 利用者の目線に立った参加型社会の構築　　　　　　◇ だれもが安全で暮らしやすいまちづくり
◇ バリアフリー施策の総合化　　　　　　　　　　　　◇ 技術や手法等を踏まえた多様な活動への対応
◇ だれもが安全で円滑に利用できる公共交通

10の具体的施策
◇ ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた多様な関係者の参画の仕組みの構築
◇ ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた評価・情報共有の仕組みの創設（ユニバーサルデザイン・アセスメント）
◇ 一体的・総合的なバリアフリー施策の推進
◇ ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた基準・ガイドラインの策定
◇ ソフト面での施策の充実（「心のバリアフリー」社会の実現等）
◇ だれもが安全で円滑に利用できる公共交通の実現
◇ だれもが安全で暮らしやすいまちづくり
◇ 様々な人・活動に応じた柔軟な対応
◇ ＩＴ等の新技術の活用
◇ 先導的取組みの総合的展開（リーディング・プロジェクト、リーディング・エリア）
　〇�広島市におけるユニバーサルデザインのリーディング・プロジェクトとして広島駅新幹線口地区および二葉の里地
区の都市基盤整備等の事業が進んでいます。

建築におけるユニバーサルデザイン
梶　本　尚　揮

1173号� （15）
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DONATIONDONATION
５  月 年度累計

ス マ イ ル 42,000 円 838,000 円
善 意 の 箱 9,981 円 134,932 円
100万ドル 50,232 円 574,740 円

日　時：2014年５月13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・平原・久保・岩田・杉本

・会長挨拶（田中会長）
　今日は東京出張の帰りに地震に遭い遅れてしま
いすいませんでした。前回の宮島の桜を囲む会で
は沢山の会員に参加頂きありがとうございまし
た。今年度も残り少なくなってきましたが最後ま
で心を引き締めて頑張りたいと思います。
・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。例会のビジター料金について、消費
税値上げに伴って、リーガロイヤルホテル、ホテ
ルグランヴィア、ＡＮＡクラウンプラザホテルは
3,400円から3,500円に値上げすることが申し送ら
れた。2014－2015年度収支予算における人頭分担
金を800円から1,000円に改定。
②６月プログラム・最終夜間例会について
� （室崎理事）
　３日　広島市佐伯区長　国本善平氏　演題未定
　10日　谷口会員　演題未定
　17日　各委員長退任挨拶
　24日　理事役員退任挨拶
　最終夜間例会の行事収支等計画表の２案説明。
料理代8,200円／人と10,300円／人の違い。
　予備費を来年度に繰り越し8,200円／人で決定。
アトラクションは広島イベント参加隊で殺陣をや
るとのこと。予算は100,000円。
③クラブ細則変更について� （杉川幹事）
　新世代を青少年奉仕に変更するのに合わせて
これまで細則を変更せずに運用していた箇所も今
回きちっとした形で整理した。
　基本はCLPの時推奨されたクラブ細則である。
定款とダブっている箇所も削除せず記載してい
る。５月27日の例会で正式改正する予定なので欠
席しないようお願いします。
④事業報告について
　小委員会委員長から理事への提出は６月３日、理
事から幹事への提出は６月10日にお願いします。記
入書式は近松さんからメールで送ってもらいます。
⑤ＲＬＩパートⅡのご案内
　パートⅠは木村会員に参加頂きました。パート
Ⅱも木村会員にお願いしたが海外出張のため参加
できない。今回当クラブからは欠席し、来年木村
会員にこの時期にあるパートⅡへ参加して頂く。
⑥４月度会計報告� （杉川幹事）
　会員増強の予算消化が悪いのは今年度予定して
いた増強用のカタログを作成しなかったためで
す。作成する前にマンパワーで増強することがで
きた。このまま次年度に繰り越します。

⑦各理事役員報告� （杉川幹事）
久保理事　特になし。
宮本理事　予算を使いきれなかった。
　　　　　�６月17日に情報委員会を佐々木委員長

が計画。
　　　　　�今年度入会した新入会員と懇親会を行

いたい。
山本理事　順調です。
室崎理事　�本日山國会員、上田会員、藤崎会員の

歓迎会を行います。
平原理事　特になし。
⑧その他（宮島桜を囲む会）
＊宮島桜を囲む会を５月４日に行った。
　参加者が強く感じたのは、当初200本以上植樹し
たが海に近い所は特に寂しい状態になっていた。
　グランドに全部植えていたが集中して植樹して
はどうか。（バーベキュー側）
　管理事務所の報告だけで植え替えは可能。
　例年４月初旬に花見をしているが宮島に変更し
てはどうか。
　鹿に荒らされるので入らないような柵を設けな
いと何回植えても枯れてしまう。
　宮島の桜については今後も継続する。
　来年度に桜の調査を依頼する。（桜の卓話を頂
いた正本氏に相談）
　29年度整備、30周年で花見ができればよい。
　来年度佐古委員長で検討。
＊５月27日の例会で優良従業員表彰を行う。
　田中会長と故大国会員、杉川幹事の会社から各
１名、合計３名を表彰。
　大野会員の休会が５月末で切れる。
　もし休会を継続するのであれば５月中に申請の
必要あり。
　本人に確認したが退会の意志が強いので５月末
で退会。
＊徳納理事からの伝言
　広域公園の梅の収穫がある。広島市と協議して
収穫したい。
　　案内を出すようにする。
・次回開催日は６月３日（火曜日）です
・閉会の挨拶（林本副会長）
　ゴールに向けて粛々と順調に推移しておりま
す。最後まで頑張って引継ぎお願いします。

2013-2014年度　第11回理事・役員会　議事録
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編集
後記

広島西南RC　４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 1 6 15 22 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 桒田　博正 △ ○ ○ ○ 100％
15 三好　清隆 ○ △ ○ ○ 100％
16 村尾　博司 ○ △ △ ○ 100％
17 宮本　　昇 ○ ○ △ ○ 100％
18 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ ○ 100％
19 森田由美子 ○ △ ○ ○ 100％
20 宮本　晋一 ○ △ ○ ○ 100％
21 根石　英行 △ ○ ○ △ 100％
22 仲田　淳嗣 △ ○ ○ ○ 100％
23 岡本　文治 ○ ○ × × 050％
24 奥田　　實 ○ △ ○ ○ 100％
25 大国　七蔵 ○ ○ ○ × 075％
26 大野　　忠 × × × × 0％
27 小川　光博 △ ○ ○ ○ 100％
28 岡本　俊雄 △ ○ ○ ○ 100％
29 折本　　緑 △ △ ○ ○ 100％
30 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100％
31 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100％
32 曽里　　裕 ○ ○ ○ ○ 100％

氏　名 1 6 15 22 出席率
33 杉川　　聡 ○ ○ ○ ○ 100％
34 先小山英夫 △ ○ ○ △ 100％
35 佐藤　二郎 ○ △ ○ ○ 100％
36 佐藤　克則 ○ ○ ○ △ 100％
37 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100％
38 末廣浩一郎 ○ ○ ○ ○ 100％
39 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100％
40 佐古　雄司 ○ ○ ○ ○ 100％
41 新藤幸次郎 △ ○ ○ ○ 100％
42 田中　茂樹 ○ ○ ○ ○ 100％
43 谷口　公啓 ○ △ ○ ○ 100％
44 遠崎　秀一 ○ ○ △ △ 100％
45 寺本　真司 ○ ○ ○ △ 100％
46 俵　　雅之 ○ △ ○ ○ 100％
47 徳納　武使 ○ ○ ○ ○ 100％
48 對馬　久子 △ ○ ○ ○ 100％
49 山本　　豊 ○ △ ○ ○ 100％
50 山下　哲夫 ○ △ ○ △ 100％
51 吉田　栄壮 ○ △ ○ ○ 100％
52 山下　幸彦 ○ ○ ○ ○ 100％
53 山本　春男 ○ △ ○ ○ 100％
54 山本　恭瑚 ○ ○ △ ○ 100％
55 濵田　公璽 ○ ○ △ ○ 100％
56 児玉　栄威 ○ ○ ○ ○ 100％
57 田村　英樹 △ ○ △ ○ 100％
58 幸村　憲治 ○ ○ ○ ○ 100％
59 伊藤　英彦 ○ ○ ○ ○ 100％
60 田中　朋博 ○ ○ ○ ○ 100％
61 宮㟢　　真 ○ ○ △ △ 100％
62 山國　　豊 ○ △ ○ ○ 100％
63 上田　直治 ○ ○ ○ ○ 100％
64 藤崎健次郎 ○ △ ○ ○ 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

2014年６月17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

　世の中は、「集団的自衛権の解釈変更」
「ウクライナの緊張」「中国との関係」
など、内外を問わずとても不安定な状
況であるが、それに比べてロータリー

活動はマイペースである。それは、当たり前であ
る。ロータリー活動は国境を超えた倫理的な社会
奉仕活動であるので、ロータリアンにとっての基
準は、自分の利益・自国の利益では無く、世界の
平和・繁栄・幸福なのであるから、これからも淡々
と「みんなのためになるか　どうか」を意識しな
がら、ロータリアンとしてやるべき事をやって行
くしかないのである。� （杉川　聡）
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松本 東京 福知山

大阪

京都

岡山 熊本 鹿児島

甲部歌舞練場庭園にて記念撮影　　　京都西南ＲＣ 中島会長（左から４人目）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 齋藤パスト会長（左から２人目）

京都西南RC　中島会長ご挨拶

歌舞練場お茶席にて

中島会長、小林直前会長と

各西南ロータリークラブのバナー

交流会

「西南の集い」が発足

田中会長ご挨拶

　４月19日（土）京都にて「西南の集い」が開催され、当クラブから田中会長をはじめ有志８名で参加しました。
昨年京都西南ロータリークラブが創立40周年記念事業の一環として、全国の西南ロータリークラブを記念式典に
招待したのが発端となり、同クラブにおいて提唱されたもので、会長、幹事宛てに参加依頼があったものです。
今回は東京、松本、福知山、大阪、岡山、広島、熊本、鹿児島の各西南ロータリークラブから53名が京都に集まり、
京都西南ロータリークラブのメンバーとともに「都をどり」を鑑賞後、円山公園内の「いふじ」にて交流会が開
催されました。各会長からクラブの紹介を含むご挨拶の後、バナーの交換や情報交換を行う大変有意義な会とな
りました。また今後の進め方についても意見交換を行い、原則年に１回開催することとし、クラブ創立順にお世
話役をしようということになりましたが各クラブの事情もあり、当面来年は岡山西南ロータリークラブがお世話
役となって開催される予定になりました。尚、わがクラブは今回集まったクラブの中では一番新しいクラブでし
た。西南をキーワードにして他地区のクラブの方々と気軽に交流できる機会が持てるのもロータリアンならでは
の楽しみであり、このような機会を与えて頂いた京都西南ロータリークラブの皆様に感謝するとともに、企画し
実行されるクラブのパワーを感じた次第です。� （曽里　裕）


