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第1286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
�お誕生月記念記念品贈呈
　俵　　雅之会員　９月１日
　岡本　文治会員　９月12日
　平原　一彦会員　９月17日
　寺本　真司会員　９月23日
　岡本　俊雄会員　９月26日
　山下　哲夫会員　９月28日
会長時間
　皆さんこんにちは。来訪者の皆様ようこそお越
し下さいました。ゆっくりと例会をお楽しみ下さ
い。
　さて先週、総務省が今年３月末の日本の人口を
発表しました。１年前に比べ26万6000人減少し、
１億2639万人になったとのことです。４年連続の
減少となっております。人口の大きさや増加が、
経済にとって重要であることは日本自身の成長を
振り返って見ればわかります。ここで、皆さんに
ちょっとしたクイズを出したいと思います。
　1950年、つまり今から63年前の世界人口大国の
ランキングは１位が中国、２位がインド、３位が
米国、４位が当時のソ連で、大国が並んでおりま
すが、５位はどこの国だと思われますか？答えは
日本です。日本は戦後間もなくではありましたが、
8200万人の人口を抱え、堂々と世界第５位の人口
大国だったのです。この人口規模と伸びが戦後復
興とそれに続く高度成長の原動力になったわけで
あります。「奇跡の成長」といわれた日本の成長
はいわゆる人口増加に負う部分が多かったので
す。日本の現在の人口は世界の10番目であり、決
して小さくはありませんが、人口が伸び盛りの新
興国、途上国に比べれば勢いがありません。
　今後さらに人口規模でみた世界の勢力図は大き
く変わります。2050年、つまり37年後ですが、世
界の人口大国ランキングがどうなっているかと申
しますと、国連の推計では、１位がインドで16億
9200万人、２位が中国で12億9500万人、３位が米
国で４億300万人、４位がニューフェイスですが、
ナイジェリアで３億8900万人、５位が今、内需が
拡大する国として日本企業が注目しているインド
ネシアの２億9300万人となります。日本は20位く
らいになっている模様です。人口が世界５位で、
増加もしていた1950 〜 70年代でも日本の企業や
個人は世界に打って出ていました。すごいパワー
があったもんだと感心しております。

　わが広島県についてみれば、全国の47都道府県
のうち、人口が減少している39都道府県のひとつ
に入っております。増えたのは東京都、神奈川県
など、８都道府県だけしかありません。九州・沖
縄では福岡県と沖縄県が人口増加しております
が、中国地方は５県とも減少組です。広島県や中
国地方の企業や個人がアジアや海外により目を向
けていかなくてはならない時代になってきたなぁ
と感じております。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。
／職業奉仕委員会ＧＭ案内を回覧。回答期限は本
日迄。／例会変更。／例会終了後、理事役員会開
催。／次週は創立記念例会。９月９日（月）18：
30より開催（９月10日（火）昼例会の変更）。
�委員会報告

広報雑誌委員会
ロータリーの友を読んで（2013・８月号）
卓話の泉「漆工芸について」
� （高松東ＲＣ会員　北岡省三）
� 林　　暢也会員
　漆の樹液は約9000年前からオ
ワンなどの食器に塗ったり、接
着剤として利用されている。そ
の作用は装飾だけでなく鉄や木
材の接着など粘着力は半永久的
できわめて強いほか、抗菌性が高く漆を塗ったも
のの上にブドウ球菌や大腸菌、サルモネラ菌など
を放置すると４時間後に半減、24時間後に死滅す
る。また、漆の花瓶の花は４割長生きし、漆のお
重は料理を長持ちさせ漆を塗った鉄釜の水は腐ら
ない。
　驚く作用があり、漆の力、自然界の力は凄いも
のがある。この記事に興味を持ったのは少し仕事
の話しになりますが、現在三井ガーデンホテルの
となりの平和大通りに面したところで８月に健康
マンションを売出した。日本でも２例目壁天井が
すべて漆喰、床が４センチの天然木、化学材は使っ
ていない漆喰はタバコ等のにおいやアトピーや喘
息などの原因といわれる化学物質を分解したり、
ウイルス細菌の減少が効果としてあるようです。
販売担当の顔色が急に良くなったり、販売担当が
普通の事務所が臭いくさいといい始めて販売事務
所から出なくなったりとその効果は聞いていた以
上の作用がある。まだ何も建っていないのですが
10件お客様が付き、面白いことに半数が医師であ
る。化学材は見た目にもよく高級感はあるが、漆、
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漆喰、天然木など自然物質の力のすごさに改めて
関心いたしました。よろしければいつでもご見学
ください。
�スマイルボックス

宮本晋一会員（1,000円）本日、TSSまんてんマ
マの取材をいただきました。９月９日（月）の放
送予定との事ですので、お手すきでしたらご覧に
なって下さい。ありがとうございます。
出席報告
　会員数�61名　出　席�49名　欠　席�12名
　　　　　　　�来　客� 3名　来　賓� 1名
　　　　　　　�ゲスト� 1名
プログラム
外部講師卓話
地中海都市バルセロナと
� モデルニスモ
� エリザベト音楽大学　　　　
� 非常勤講師・芸術史学博士　
� 福島　睦美
　スペイン北東部カタルーニャ州、地中海沿岸に
位置するバルセロナは、独自の歴史を歩んできま
した。幾度となく繁栄と衰退をくり返してきたバ
ルセロナの街が、飛躍的な発展を遂げたのは、19
世紀後半になってからです。人口増加に伴って、
中世から街を取り囲んでいた城壁が1854年に壊さ
れると、碁盤目状に拡張された新市街には、産業
ブルジョワジーがパトロンとなって、個性あふれ
る建物が次々と建設されました。
　19世紀末に、ヨーロッパで起こった芸術運動は、
国によって様々な呼称を持ちますが、スペインで
は、モデルニスモと呼ばれています。世紀末スペ
インで最も輝き、多くの芸術表現が生まれたのは、
首都マドリッドではなく、バルセロナを中心とす

るカタルーニャ州でした。それは中央政府に対し
て、「カタルーニャ主義」を誇示し、独自のアイ
デンティティを確立しようとする試みでもあった
のです。
　この時代、絵画の世界では、パブロ・ピカソや
ラモン・カサス、サンティアゴ・ルシニョールが
活躍し、音楽の分野では、イサーク・アルベニス
とエンリケ・グラナドスが頭角を現しました。中
でも、特にモデルニスモと深く結びついているの
が建築です。代表的建築家としては、リュイス・
ドメネク・イ・モンタネールとアントニ・ガウ
ディが挙げられます。
　ドメネク・イ・モンタネールは、ヨーロッパ全
体における世紀末の好みとも一致する、花模様や
流れるような装飾をふんだんに取り入れた作品を
多く残しました。「カタルーニャ音楽堂とサン・
パウ病院」がユネスコ世界遺産に登録されていま
す。同時期に活躍したガウディは、今ではモデル
ニスモ建築の代名詞となっています。彼は、31歳
で「サグラダ・ファミリア」の主任建築家に任命
されると、独創的なプランを打ち出し、この教会
の建設に生涯を捧げました。
　経済の面でも文化の分野でもスペイン一を誇っ
ていたバルセロナの街ですが、1936年から３年間
続いた内乱で多くのダメージを受け、その後はフ
ランコの独裁政治によって自治権を奪われ、弾圧
に苦しみます。それは彼の亡くなる1975年まで続
きました。バルセロナの街が再び活気を取り戻し、
地中海都市として動き始めたのは、1992年のバル
セロナ・オリンピックがきっかけでした。スペイ
ン唯一のオリンピック開催地として、その実力を
世界に発信する転機を得たのです。

俵　　雅之　１日
岡本　文治　12日
平原　一彦　17日

寺本　真司　23日
岡本　俊雄　26日
山下　哲夫　28日

幸村　憲治　15日

会員誕生日

９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

村尾博司夫人　滋�子様　１日
石井和彦夫人　恭�子様　３日
大国七蔵夫人　佳

よし

�子
こ

様　４日
大野　忠夫人　峯

みね

�子
こ

様　19日
荒木　攻夫人　晶�子様　30日
橋本幸範夫人　由利香様　30日

山本　　豊　Ｓ61年
石井　和彦　Ｓ61年
梶本　尚揮　Ｓ61年
岡本　文治　Ｓ61年
奥田　　實　Ｓ61年
大国　七蔵　Ｓ61年
萬歳　幸治　Ｓ61年
白築　忠治　Ｓ61年

山下　哲夫　Ｓ61年
佐々木　宏　Ｓ61年
平原　一彦　Ｈ２年
平石　雅史　Ｈ12年
山下　幸彦　Ｈ13年
岡本　俊雄　Ｈ14年
室﨑　雅宣　Ｈ17年
末廣浩一郎　Ｈ20年

平原　一彦　㈲カープタクシー�Ｓ28年
大国　七蔵　オークニジャパン㈱�M40年
先小山英夫　ホテルJALシティ広島�Ｓ25年
對馬　久子　對馬行政書士事務所�Ｓ58年
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奉仕の理想
�敬老の日お祝い（記念品贈呈）
　米寿（88歳）岡本　文治会員−クラブ最高齢
　傘寿（80歳）三好　清隆会員
　古希（70歳）荒木　攻会員・岡本　俊雄会員
　還暦（60歳）宮本　昇会員
�会長時間
　皆さんこんばんは。本年度会長の田中でござい
ます。大変な天候が続いておりますが、お体の調
子はいかがでしょうか。
　先般の花火観賞家族会には、多数のご参加を下
さいまして、重ねて厚く御礼申し上げます。本年
度会長スローガンとして、「学んで楽しもうロー
タリー」を掲げております。どうか皆様お気軽に
ご参加頂き、しっかり楽しんで頂きたいと思いま
す。また本年度入会の方々もしっかりと親睦を深
めて頂きたいと思います。
　本日は広島西南ロータリークラブ27周年創立記
念例会でございます。創立例会では、過去を振り
返ってみるという日ではないかという気がしてお
ります。広島西南ロータリークラブの歴史を振り
返りますと、親ロータリーである広島西ロータ
リークラブは、1970年３月７日に創立され、初代
会長の赤木会長からクラブ運営が始まりました。
その後、広島西ロータリークラブから派生して出
来たのが、1986年９月９日に創立した広島西南
ロータリークラブで、初代会長の西本会長からク
ラブ運営が始まりました。当クラブからは、1995
年５月８日に当ロータリークラブの子ロータリー
にあたる、広島廿日市ロータリークラブが創立さ
れ、現在に至っております。
　このような歴史の中で、偉大な先輩の精神に想

いをはせながら、クラブの形式化と、マンネリズ
ムを反省し、職業奉仕を基本とするロータリーの
原点に立ち返り、私たちを育てはぐくんでくれて
いる地域社会や、自然界に対する感謝の念を再確
認すると共に、ロータリアンとしての自覚に基づ
いて、自己研鑽の努力をすることが、不可欠であ
ると考えます。この努力があってこそ、クラブの
存在価値は、初めて評価されるものと信じる次第
であります。
　本日は親睦家族活動委員会の皆様が、趣向を凝
らした出し物を準備して下さっている様ですの
で、お食事、お酒、会話と共にお楽しみ頂けたら
と思います。
　それでは、今夜が思い出の１日となります事を
祈念致し、開会とさせて頂きます。

台北新東ロータリークラブよりの祝辞
　今日の佳き日は御クラブの認証27周年記念日で
ございます。私は新東扶輪社の全体社員を代表し
まして、心から謹んで御祝賀申し上げます。
　この夏はお国も台湾も記録破りの猛暑が長時間
に亘り続き、特に御地を含むお国の中国地方では
再三水害が発生したとの事、御社の皆様もさぞ難
儀にあわれたかと思います。心よりお見舞い申し
上げます。
　御社とシスタークラブを締結させて戴きまし
て、早や21年になりますが、兄貴分としてお慕い
申上げて御一緒に国際奉仕に励んで参りました事
はわが社の誇りでございます。
　先づは以上御祝賀申上げ御社の益々の御繁昌、
御隆昌をお祈り申し上げます。
� 台北新東扶輪社　社長　頼

ライ

　振
シン

陽
ヨウ

創立27周年記念例会・懇親会
（第1287回例会）
2013. 9. 9　18：30〜20：30
ANAクラウンプラザホテル
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�幹事報告
　クラブ月報配布の案内。／例会変更。
�スマイルボックス

田渕昌孝会員（チケット１冊＋1,000円）９月22
日、陸前高田市立高田小学校にて、「東北復興祭
2013� in�陸前高田」が開催されます。終日各種の
行事が予定されています。広島市平和記念公園の
「原爆の子の像」に捧げられた折り鶴を甦らせた
再生紙、当社の「平和おりひめ」が折り紙として
使用されます。東北復興祭では、北の復興のシン
ボルとして「サロルンカムイ」（アイヌ語で鶴の
意味）と名付けられました。ふるさとのまちおこ
しは、こころの復興から！愛する高田の未来を、
子供たちにつなぐ！慰霊と復興、平和の祈りをの
せて、東北の被災地と平和都市広島市をつなぐ折
り鶴プロジェクト「サロルンカムイ」が、多くの
皆様に理解され、支援の輪が一段と広がれば嬉し
く思います！願いを込めて出宝します。
�委員会報告（創立27周年記念例会）

� 親睦家族活動委員会　河野　弘
　異常気象が続き猛暑、洪水、土砂災害と色々な
ことがありましたが、やっと秋の気配を感じるよ
うになり創立27周年記念例会が開催されました。
今回の企画は、小川副委員長が主幹で、今は昔の
良い思い出を呼び起こそうと、教科書にも出てく
る一番新しいクラッシックと言われている、ビー
トルズサウンドで素養を養い、一時でも若返り、
明日からの活力を養うという企画でした。横川町
で活動しているファブリックというビートルズの
コピーバンドをお招きいたしました。曲目は、み
なさんがどこかで聞いたことがある、世界中の
人々に親しまれた有名な名曲ばかりで、構成しま
した。中盤では、バースデイの曲に合わせ、９月
誕生日の大国佳子さん、荒木晶子さん、石井恭子
さんにそれぞれのご主人から花束贈呈があり、仲
無つましい所を見させていただきました。まだ聞
き足りない人からは、演目にないリクエストがあ
り、即興で演奏して貰いました。実力のあるバン
ドと感心いたしました。最後には、なつかしいロッ
クンロールの曲に合わせて、全員が舞台前に出て、
ツイストがはじまりました。中でもロータリー家
族のツイストはプロダンサーを彷彿させるような
ものでした。大変盛り上がり、会場は、熱気でむ
んむん、熱い、熱い夏の終わりにふさわしい例会
が出来ました。
　例会運営に際しまして、皆様のご協力に感謝い
たします。ご参加ありがとうございました。
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第1288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

　広島東ロータリークラブ　柏村保男会員
　（㈱広島アーツ楽器　代表取締役社長）
　９月５日ご逝去（83歳）
ご結婚記念月

　幸村　憲治会員　９月15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。
　この度の台風18号で、被災された関係者の方が
いらっしゃいましたらお見舞い申し上げます。天
災等による悪いニュースばかりですが、カープ
ファンの皆様、クライマックスシリーズが近づき
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る会・広島県支部の月報等を回覧。／理事会報
告。／例会変更.／例会終了後、クラブ協議会開催。
�スマイルボックス

岡本文治会員（5,000円）　此のたび米寿の祝を
頂き、感謝に堪えません。喜びをスマイルへ出さ
せて頂きます。
会員全員出宝　創立27周年記念例会を記念して。
出席報告

　会員数�61名　出席�52名　欠席� 9名
　　　　　　　�来客� 3名
プログラム

新会員卓話
� 幸村　憲治会員
　皆様、こんにちは！
　私はただいまご紹介に預かり
ました幸村でございます。
　今年の７月末より田中会長様
と杉川幹事様の御推挙によりま
して皆様のお仲間に入れさせて頂く事になりまし
た。大変感謝を申し上げますとともにこれからも
広島西南ロータリークラブの為に一生懸命頑張っ
て盛り上げてゆきたいと思っておりますので、何
卒よろしくお願い申し上げます。
　本日は30分のお時間を頂きましたので、自己紹介
と私が今年の春までおりました中国の状況につきま
して、何が起きているか、どうなって行くのか？私
の私見を交えながら、ご報告をさせていただきます。
　改めまして、わたくしの名前はこ・う・む・ら
（滝川クリステル風に）、コウムラです。（合掌）
※あまり受けませんでしたが…。
　私は1984年に伊藤忠商事に入社をしまして、入社
は食品部に配属になり以来現在に至るまで食品流
通の仕事をしております。食品流通の仕事では国内
で札幌、仙台、東京、大阪、そして今回の広島と
勤務地は全国縦断をしております。中国は1986年
に北京の中国実務研修生として赴任２年、1997年
イトーヨーカ堂様のサポート会社北京華藤総合加
工有限公司に出向５年間駐在し、2002年より上海
の上海中金という食品卸の責任者として２年半出向
し、計３回通算９年半中国で仕事をしております。
　１回目中国から本社に戻った時にご縁が有りま
して、田中会長ともご一緒に仕事をさせて頂いて
おりました。今回広島に来ましたのも何かのご縁
と感じております。
　また仙台時代にはご縁が有りまして仙台南ロー
タリークラブにも２年間お世話になっておりました。
　私の専門のキーワードは縦軸に全国の食品（流

ました。この様な明るいニュースもございました。
　さて話は変わりますが、みなさん、「イプシロン」
と言われて、何かお分かりですか？どこかで聞いた
けど、思い出せないな、という感じではないでしょ
うか？先週（９月14日）に日本のJAXA（ジャクサ）
が打ち上げに成功した新型の小型ロケットの名前
です。今、地球の周りには台風の進路などをみる
気象衛星、車のナビに使うGPS衛星、テレビの電
波を地上に流す放送衛星、国際電話などの中継に
使う通信衛星、宇宙空間の研究をする天体観測衛
星、物騒ではありますが、他国の動きを探る偵察
衛星など多数の人工衛星が回っておりまして、世界
の50カ国が9000以上の衛星を軌道上で運用してい
るといわれます。寿命が来た衛星を更新するために
定期的に新しい衛星を軌道に打ち上げております。
　米国、中国、欧州（EU）、ロシアと日本の計６
カ国が衛星打ち上げの受託ビジネスを展開しており
ます。日本はこれまで主に「H2A」というロケット
を使っており、打ち上げ成功率が97％という非常
に優秀なものです。今年８月には「H2B」というロ
ケットで、国際宇宙ステーションへの物資補給衛星
の打ち上げにも成功しました。この「H2B」は今、
国際宇宙ステーションに食糧や水など必需物資を
運ぶのに使える世界で最大のロケットだそうで、日
本の航空宇宙技術の高さを示していると思います。
　これまで米ロ、中国、日本などは大きな衛星を
効率よく打ち上げられるロケットの開発競争をし
てきました。例えば、「H2A」は10トンの衛星を軌
道に打ち上げられるそうです。気象衛星、放送衛
星などは技術の進化で小型軽量化が進んできてお
り、大きなロケットでなくても打ち上げられるよ
うになってきました。そこで、小型で安く打ち上
げられるロケットの方が便利だということで、「イ
プシロン」が開発されました。「イプシロン」は、1.2
トンの衛星しか打ち上げられませんが、１回の打
ち上げ費用は「H2A」の３分の１から４分の１程
度の38億円だそうで、それも今後、回数が増えれ
ば30億円を切る低価格ロケットになるそうです。
　自動車に例えれば、これまで世界が競ってきた
のは大型車、高級車で、今回の「イプシロン」は
軽自動車というわけです。軽自動車はじめ、小型
軽量の商品に強い日本の産業の力が宇宙にも広
がってきているのは、うれしい話であります。頑
張れ日本です。以上で終わります。
�幹事報告
　10月22日（火）開催の職場訪問例会案内を配布。
／次週の卓話で来られる全国心臓病の子どもを守
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返還を宣言します。
　何が言いたいかというと、中国は領土問題には
巧みな仕掛けをし、かつ時間をじっくりかけ必要
な時にたたみかけてくるという事で注意が必要で
あるという事ですが、逆に理屈をつけて主張する
という事も言えましょう。尖閣問題にもこの事例
が参考になるかもしれません。
　さて、一年前の今頃はまさに９月15、16日の反
日デモのピークでしたが、もともと９月18日の柳
条湖事件記念日がピークと言われていましたが、
平日だった為にその前の週末がピークとなった？
という事が起きています。
　そもそも、昨年４月18日に石原都知事が尖閣を
東京都が購入することを発表したわけですが、そ
れを発表した場所が問題で、実は皆様ご存知かど
うかわかりませんが、ワシントンで発表をしてい
る訳です。当時の日本の状況は普天間基地の辺野
古移転が進まず、オスプレイの配備にも反対意見
が多く、アメリカは日本人の平和ボケにイライラ
していたのではないかと私は推測しています。私
の私見ですが尖閣の火元に火をつけることにより、
日本人は中国の脅威を感じ、米軍の庇護を求めて
くるのでないか？というシナリオが有ったように
思えてなりません。アメリカは日本が中国と仲良
くされることを快しとしない背景もあります。
　尖閣の問題に戻りますが、昨年８月15日に香港
の活動家７人が尖閣に上陸した際に、沖縄県警が
先に上陸をしてこの活動家が上陸した際に逮捕す
るべく待ち構えていましたが、このとき活動家の
取った動画などもニュースなどで報道されました
が、つまりこれはこの時点では中国は日本の実効
支配を認めていた動かぬ証拠と入れるわけです。
さもなくば沖縄県警が逮捕準備で上陸した警官を
中国海警は逮捕しなければならないからです。
　そもそも、1942年カイロ密約で時の中国政府代
表の蒋介石は尖閣を含む琉球諸島を要らないと
言ったという話もありますし、1958年発行の中国
発行の地図には台湾の横に国境を設け（台湾は台
湾省として）、中国側で呼ぶ“釣魚島：尖閣諸島”
と記載しています、正に日本の領土と認めていた
訳ですが、1972年に国連が尖閣の下に石油の埋蔵
を認めてから、自国の領土であるという主張をし
だしたわけです。今年の１月に中国政府が2005年
から違法地図75万点の地図の回収を完了したと発
表。これは正に尖閣問題の証拠隠滅を行った？と
言えるでしょう。つまり中国政府はかなり後ろめ
たい事をやっている訳です。

通）と横軸に中国の食品流通という事かなぁと感
じております。
　家族は家内一人と娘一人（今年就職）とネコ一
匹が東京で幸せに暮らしております。私も広島で
一人で幸せに暮らしているという具合です。
　さて、私の勤めております伊藤忠商事は創業
1858年、創業者は伊藤忠兵衛という近江商人で、
元々丸紅とは同根でございます。
　設立は1949年12月１日です。本社は大阪と東京
の２本社制をとっております。従業員は4,219名
で、資本金は２千億円、売り上げは12兆円です。
拠点は海外66 ヶ国に115 ヶ店、国内９ヶ店が有り
ます。営業分野は繊維、機械、金属、エネルギー・
化学品、食料、住生活情報です。企業理念は“豊
かさを担う責任”です。
　さて、よく総合商社と何か？という質問をよく
受けますが、私なりに一言で説明をさせて頂きま
すと“リスクマネージメント”の会社であるとい
う事だと思います。
　よく言われます貿易にしても、輸出相手国のリ
スクや為替リスク、商品リスク、回収リスクを総
合商社が入ることによってリスクを最小にマネー
ジできる訳です。
　何かございましたら是非ご相談ください。
　さて、いよいよ本題に入りたいと思います。
　今、日中はまさに領土問題でもめている訳です
が、そもそも中国が見せた領土問題の交渉でどの
ような対応をしてきたか？その実例は香港返還に
見ることができます。
　ご存知のように香港はアヘン戦争の敗戦の代償
として1842年南京条約、1860年北京条約を経て
1898年香港領域拡大条約により香港島、九龍半島
南端、そして緩衝地帯の新界を99年間イギリス政
府に租借するという事でけりをつけました。99年
とは中国では永久を意味する訳であるが、この具
体的数字がくせものだった訳です。
　99年後は1997年７月１日を意味します。その返還
を前に1982年９月に時のイギリス首相マーガレット
サッチャーは時の中国主席であった鄧小平を訪ね、
イギリス政府は97年を過ぎても香港を統治するし、
香港居民の総意であると宣言したところ、鄧小平は
“我々は約束を守り99年間待った、約束はしっかり
守ってほしい、もし約束を守れないのであれば、香
港に水を供給しているパイプラインを閉めるから、イ
ギリスからタンカーなりパイプラインを引くなりして水
を供給すればよい”と言って、勝負あったとなった。
　その後1984年12月19日に1997年７月１日の香港
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し下さいました。ゆっくりと例会をお楽しみ下さい。
　朝晩は本当に涼しくなり、厳しかった猛暑から
一気に過ごしやすい気候になりました。皆さん体
調は崩されてりしておられませんでしょうか？
　秋というと、食べ物のことをすぐ考えてしまい
ますが、「文化の秋」でもあります。世界中の関
心を集めるのはノーベル賞ではないかと思いま
す。昨年はiPS細胞の研究で山中伸弥教授が医学
生理学賞を受賞されました。数年おきに日本人の
受賞者が出ており、ずいぶん身近な賞になったよ
うな気がいたします。
　歴史をひもときますと、日本人の第一号受賞者
は言うまでもなく、湯川秀樹博士で、1949年に物
理学賞を受賞されました。次の受賞は65年の朝永
振一郎博士、３番目が68年の川端康成先生の文学
賞、73年の江崎玲於奈博士で物理学賞が続きまし
た。1960年代には２個、70年代には江崎さんと佐
藤栄作元首相の平和賞の2個、80年代も化学賞、
医学生理学賞の２個で、実は90年代には大江健三
郎先生の文学賞１個しかありませんでした。日本
にとってノーベル賞は10年に２個といった割合で
す。99年までは延べ８個です。
　ところが、2000年以降は１年にほぼ１個の受賞
です。日本の基礎研究は強いという自信を持って
もいいのではないかと思います。
　これをアジアの国と比較すると、アジアではサイ
エンスの分野でノーベル賞受賞者を出している国・
地域はインドが２人、台湾２人、パキスタン１人し
かありません。実は中国や韓国には、サイエンスの
分野ではノーベル賞受賞者がいません。中国は文
学賞と平和賞の２個、韓国は平和賞１個のみです。
　さて、今年のノーベル賞の発表は10月７日に医学
生理学賞、８日に物理学賞、９日に化学賞で、平和
賞、文学賞、経済学賞と続きますが、下馬評では
文学賞に村上春樹さんが最有力だそうです。是非、
今年もたくさんのノーベル賞を期待いたしましょう。
�幹事報告

　10月６日（日）下関で地区大会開催。ANAホテ
ル前バス停付近７：00出発→西広島駅前バス停
７：10→五日市駅南口７：20発車予定。時間厳守
で10分前には集合（ANAホテル以外で乗車の方
は事務局迄）。／例会変更。／例会終了後、編集
会議開催。また18：30より長期計画委員会ＧＭ開催。
�スマイルボックス

宮本昇会員　例会中に不注意でジュースを倒し
ANAホテルに迷惑をかけましたので出宝します。
芝楽会の結果

　さて、今後の日中関係はどうなって行くので
しょうか？
　問題は焦って解決するのではなく、いろいろな
状況が変わってくる事を待つ事も方法であると私
は考えます。
　解決�方法１）化石燃料のいらない世界の創造。

代低エネルギーの開発。
　　⇒�尖閣の下に眠る化石燃料の価値がなくな

る。＝中国の興味が無くなる。
　解決方法２）�中国共産党の崩壊。（内部崩壊）
　　⇒�国家的に混乱、交渉相手の変更。中国が合

衆国？
　解決方法３）�AUの成立。
　　⇒�EUの様な、アジアユニオンができると国

境問題が薄まる。
　最後に、中国であなたは日本人か？と聞かれた
らどう答えますか？
　私も実際にタクシーに乗って国籍を聞かれた時
に、“そうだ！”と答えてしまいました。
　運転手はいろいろ現在起きている事の中で自分
が聞かされている知識をひけらかし、日本の否を主
張してきましたが、ひとしきりその話を聞いたうえで、
　①�　その問題は中日政府の問題であり、中日国民
の友情には何も関係は無い。（現在的問題是中
日政府的問題、不是中日国民的友情的問題！）

　②　私は中国が大好きだ！（我愛中国！）
　③�　私には中国人の友達が沢山いる！（我有很
多中国朋友！）

　④�　私は今中国で中国人の生活向上の為に働い
ている。（為了中国朋友的生活水準提高、我
現在在中国工作！）

　⑤�　若し日本と中国が戦争することが有れば、
私はそんな日本政府は支持しない。（如果発
生中日戦争、我不支持日本政府！）

　上記の様に言ったところ、運転士は“俺たちは
お前を守る、頑張って中国で仕事をしてくれ！”
と言って、握手をして別れました。
　もし中国で危ない目にあいそうになったらこの言
葉で回避してください。（お守りとしてお使い下さい。）
　本日はご清聴ありがとうございました。
9
� 24

第1289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
�連続出席100％
　遠崎　秀一会員（７年）
会長時間
　皆さんこんにちは。来訪者の皆様ようこそお越
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　優勝　岩田会員
　２位　河野会員
　３位　徳納会員
出席報告
　会員数�61名　出　席�50名　欠　席�11名
　　　　　　　�来　客� 1名　来　賓� 1名
　　　　　　　�ゲスト� 1名
プログラム
外部講師卓話
心臓病児者の幸せのために
� 全国心臓病の子どもを守る会
� 広島県支部長　下川　義之氏
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DONATIONDONATION
9  月 年度累計

ス マ イ ル 94,000 円 355,000 円
善 意 の 箱 11,134 円 39,135 円
100万ドル 52,584 円 151,179 円
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第１回
職業奉仕委員会ＧＭの開催

高知南ロータリークラブ訪問記高知南ロータリークラブ訪問記

　９月12日木曜日、18時30分からホテルＪＡＬシティ広島に於いて、第１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１回目です。
　先ず職業奉仕の基本的な考え方を理解
し合うために、資料をもとに杉川会員に
その解説をお願いしました。今回は工業・
建設系の会員からの話題提供となり、杉
本会員、徳納会員に自社の取り組みにつ
いてお話し頂きました。
　その後食事を楽しみながらの意見交換
となり、さらに参加会員それぞれにも近
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。
� （委員長　佐藤克則）

� 幸村　憲治
　去る８月５日にメイクアップの為に高知南ロータリークラブ例会に参加
して参りました。
　例会場はザ・クラウンパレス新阪急高知ホテルにて開催、ゲスト参加費
は2,500円でした。
　まず受付を済ませると、中央の席に案内を頂き、隣の席の方から積極的
に声をかけて頂き、とてもフレンドリーなクラブで有る印象を受けました。
　クラブソング斉唱はピアニストがおり、生ピアノの演奏で、クラブメン
バーの女性の方が演壇で指揮と歌唱リードされて
おりました。
　会長スピーチの時にゲスト紹介をされ、その直
後に遠来よりのゲストという事でバナーの授与式
があり、バナーを頂いて参りました。
　“ロータリーは大人になってから親友をつくる場
です。”とおっしゃられた会長のお話がとても印象
的でした。
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西南ロータリー　何でもコラム

掲　示　板

10月行事予定
❖�10月22日（火）
　職場訪問例会　田中食品㈱広島工場
　11：30 〜　ANAホテル前バス出発

11月行事予定
❖�11月５日（火）　18：30 〜
　パスト会長会
❖11月８日（金）　18：30 〜
　3RC合同夜間例会� ANAクラウンプラザホテル
❖11月12日（火）　13：45 〜
　第３回クラブ協議会� ANAホテル4F

平成23年３月11日。地震と津波による未曾有の大被害をもたらした東日本大震災から、そしてその
津波がもたらした東京電力福島第一原子力発電所の事故から、既に２年半が経過しました。震災と
放射能により生活基盤を奪われ県内外で避難生活を強いられている福島県民は、平成25年４月にお
いてまだ約15万１千人も存在しています。
　私達が住む中国地方には、人類初の被爆を経験した広島があり、島根には原発も存在します。福
島の原発事故による被爆という問題は、私にとって、とても他人事とは思えません。このため、特
に事故が起こった当初から、福島県に絞って、司法書士としてできる支援活動に参加をしてきました。
　最初に福島に入ったのは震災から３ヶ月たった６月。福島県相馬市と、原発に近い南相馬市に行き
ました。相馬市で体験したのは、道路の両側や海岸線から数キロ内陸の田んぼにまで散乱する、幾多
の船や家の一部や瓦礫やゴミ、そして潮と泥とが混ざった様な異様な臭い。さらに海岸線に近づくほ
ど、その被害の状況は凄まじい様相を示してきます。このような相馬の津波被害の惨状に大きな衝撃
を受けながら、避難所の一つとなっている福島の体育館を被災者支援のために訪問して見たものは、
広い体育館や通路やホールの思い思いの場所に段ボールで囲いを作り、プライバシーも何もないス
ペースで生活する人々の群れ。その時、私は、彼等にかけるべき言葉が見つけられませんでした。
　南相馬の避難所の中学校では、10名程度の数家族が一つの教室に寝泊まりし、朝から横になった
ままの老人や所在なく時間が過ぎるのを待つかのような若者達の姿に、彼等の中にあるやりきれな
い思いや、強い閉塞感を感じました。
　「今、この時に一体何をするのか。福島に住んでいる私達は、きちんとした対応をしなければなら
ないのだ。私達が何をするのかは、後の歴史に問われるのだ。正に、私達が今ここにいる意味が問
われているのだ。」と、涙を流しながら心情を吐露する福島の壮年の司法書士の話を聞きながら、自
らも被災し仕事もままならぬ現実の混乱の中にありながら、対応を手探りで模索していかなければ
ならない彼等の困難さとその心労を思い、それでも困難から逃げずに、これに正面から立ち向かお
うとするその心構えと決意に感動して、一緒に泣いて語った福島の夜･･･。
　この時の福島の体験は私にとって忘れられないものとなり、その後の福島との関わりを考える際
の大きな基礎となっています。
　被災地から遠い人間というのは、時間が経過すると、いつしか記憶が薄れていくものです。しかし、
現地では被災は現在進行形で続いています。
　今、被災者のために、そして福島のために必要とされているのは、多くの人が東日本大震災と福
島の原発被害の記憶を風化させない事なのです。

福島のためにできること
末　廣　浩一郎
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日　時：2013年９月３日　13時45分〜 14時30分
場　所：ANAクラウンプラザホテル
出席者：田中・林本・曽里・杉川・石井・室崎・
　　　　山本・宮本・徳納・平原・久保・岩田・
　　　　杉本

・会長挨拶（田中会長）
　８月25日に地区指導者育成セミナーに参加して
きた。
　若い人達を育てて頑張って行かなくてはならな
いということを再三言われていた。
　皆さんの力を借りて無事努めたいと思ってい
る。
・議事
①合同幹事会報告（杉川幹事）
　議題はあまりない。各クラブの情報交換をして
いる。
②10月プログラムと行事予定（室崎理事）
　10月22日の職場訪問例会は田中食品㈱広島工場
に決定。
　10月29日の東北支援についての卓話はいくまさ
鉄平さんに来て頂く。
　具体的な内容はまだ決まっていない。
③11／26ガバナー公式訪問について（杉川幹事）
　議題は協議して決めたい。
　前回、会員増強と社会奉仕については決定。
　合計で３つか４つにしたい。
　今年度は地区補助金を頂くことができた。
　合同幹事会で聞くと申請したものの半分しか
通っていない。
　ロータリー財団と新地区補助金というテーマで
平原理事にお願いしたい−平原理事了承
　社会奉仕については徳納理事、会員増強につい
ては宮本理事でお願いします。
④８／25地区指導者育成セミナーについて
� （田中会長）
　出席者は田中会長、宮本理事、末廣委員長。
　会員増強について会員が減っている現状につい
て説明。
　補助金の申請不備が多く補助金を出すことがで
きなかった。
　もう少し説明をするようにするとのこと。
　福山のｅロータリーの説明。
　資料を後から回覧。
⑤９／９第27周年記念例会について（室崎幹事）
　参加者は会員56名、家族15名の合計71名を予定。
　9,000円／人のコース料理。

⑥９／10水環境に関する学習支援事業について
� （徳納理事）
　９時ぐらいから14時30分ぐらいまで現地で事業
を行う。
　田中会長の挨拶は現在時間調整中。
　中国新聞にも取材要請している。
　会員で参加できる方は現地に来て下さい。
⑦10／22職場訪問例会について（徳納理事）
　田中食品㈱広島工場を訪問予定。
　スケジュール説明。
⑧11／８西・西南・廿日市ＲＣ合同例会について
� （杉川幹事）
　例会費については通常の予算計上しかしていな
かった。
　通常例会費が3,364円／人あるので差額8,000円
／人程度自己負担必要。
　担当委員会がないので親睦委員会で担当して頂
きたい。
　差額は本会計でみる。
　広島西ＲＣは予算計上していたので自己負担
6,000円／人で請求するとのこと。
　広島西ＲＣと広島西南ＲＣで自己負担額に差が
でてよいか。
　全員登録にするか出席者だけにするか。
　全員登録にして自己負担6,000円／人で決定。
⑨各常任委員会進捗状況について（各理事）
　宮�本理事　各ＧＭに参加して退会防止のロー
ラー作戦を展開中。

　　入会候補者４名程度あり。
　久保理事　特になし。
　山本理事　特になし。
　室�崎理事　親睦委員会が各行事を一生懸命準備
している。

　平�原理事　８月９日の理事会で幹事より財団の
今年１年の予定を知りたいとの話があったの
でこれから報告する。

　　＊今年度の寄付状況または予定。
　　　ガバナーから財団目標が設定された。
　　　ポリオプラスの支援が５ドル／人以上。
　　　年次の基金寄付が150ドル／人以上。
　　　ベネファクター１名以上。
　　　ロータリーカード。
　　　米山記念奨学会支援が16,000円／人以上。
　　広島西南ＲＣのロータリー財団の支援内容。
　　　�ポリオプラスは100万ドル基金から５ドル

／人を拠出。
　　　�年次の基金寄付は今までは120ドル／人が

2013-2014年度　第３回理事・役員会　議事録
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同 好 会 だ よ り

　　　11月15日　大阪到着
　　　18日　加茂川荘　泊
　　　19日　宮島観光　ANAクラウン　泊
　　　16：00から18：00クラブ協議会
　　親睦委員会で企画をお願いする。
　　�長期計画委員会が24日にあるのでその後協
議。

　　�（杉川幹事、徳納理事、山下委員長と長期計
画委員会）

　　点字カレンダーは曽里直前会長が担当。
⑩８月度会計について（杉川幹事）
　資料説明
　台北新東ＲＣ来広の資金計画。
　19日は歓迎会会場としてANAクラウン70名程
度をおさえる。
　40 〜 50名入る２次会会場の確保。
・次回開催日は10月１日（火曜日）13：45からで
す。
・閉会の挨拶（林本副会長）。
　本日は全員参加ありがとうございます。
　相変わらず台北新東ＲＣの来広対応が決まらな
い。
　事業計画に基づいたスムーズなクラブ運営を宜
しくお願いします。

続いていたが今年は150ドル／人に増額さ
れている。

　　　�毎年秋ごろ理事会で100ドル／人徴収して
いる。

　　　�残り50ドル×60名＝3000ドルがクラブのノ
ルマ。

　　　�ポールハリスフェローを４名以上確保した
い。

　　　�ベネファクターは例年会長に引き受けてい
ただくので田中会長に依頼。

　　　�米山記念奨学会支援は会費として年間
4,000円／人徴収されているので残り12,000
円／人。

　　　�12,000円×60名＝720,000円がクラブのノル
マ。

　　　�厳しい数字なので、100万ドル基金から拠
出をお願いしたい−30万円を特別寄付とし
て拠出する事を承認。

　　＊グローバル補助金について
　　　�グローバル補助金を30周年記念事業で申請

予定。
　　　�事業の骨格がわからないと予算もわからな

い為、事業企画時に対応する。
　徳納理事　職業奉仕委員会のＧＭ説明
　　台北新東ＲＣ来訪の日程

　2013年９月22日（日曜日）、戸山カントリーク
ラブにて芝楽会が開催されました。
　11名（内１名はオブザーバー参加）のメンバー

が集まり、優勝は岩田会員でした。
　気候もよく、楽しくプレー・親睦を図ることが
出来ました。

芝楽会

▲ミーティングにて集合写真

▲戸山カントリー１番ホール

（14）� 2013年９月
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編集
後記

広島西南RC　８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 6 13（休会） 20 27 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％
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 ○ ○ ○ 100％
29 小川　光博 △ ○ △ 100％
30 岡本　俊雄 ○ ○ ○ 100％

氏　名 6 13（休会） 20 27 出席率
31 折本　　緑 △ △ △ 100％
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 ○ ○ ○ 100％
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 ○ × ○ ��67％
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％

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

　以前まで何気なく読んでいた会報
ですが、７月から会報の編集にかか
わるようになって、初めて会報を作

る大変さを実感しました。例会や行事の写真を
撮る、原稿を集める、編集会議に出席するなど、
思ったよりやることがたくさんあるのですが、
「学んで　楽しもう　ロータリー」のよき記録
となるよう、よりよい会報を目指したいと思い
ます。� （桒田）
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広島市立本川小学校

「水環境に関する」支援事業

　皆さんおはようございます。広島西南
ロータリークラブ会長の田中でございま
す。
　地球上では、飲料水の確保が出来ず、
毎年180万人の子供さん達が不衛生な水

による病で命を落としています。
　本日は、当クラブの奉仕プロジェクト委員会の徳納理事、社
会奉仕委員会の寺本委員長が中心になって、子供さんの成長期
に自然体験を交えた学習を行なうことが大事ではないのかとの
思いから、この市の中心部に位置する本川小学校の皆様と、水
のお話しを聞きながら水質調査や、カヌー体験を通じて水の大
切さや、環境を考えてみようという事で企画致しました。
　本日は、この奉仕活動にご参加賜わりました本川小学校の先
生、生徒さん、保護者の皆様、ご協力賜わります国土交通省太
田川河川事務所の方々をはじめ、ご支援賜わります多くの方々
に厚く御礼申し上げます。
　広島市には６本の川が流れており、世界を見渡しても一つの
都市に６本の川が流れている数少ない都市です。どうか本日よ
り、その様な広島市で、水が大好きな子供さんが増えます事、
また怪我無く無事に終了致します事を祈念致しましてご挨拶と
させて頂きます。

　晴天に恵まれて、本川小学校４年生77名は近接する太田川で、
水の大切さを学びました。
　カヌー体験で、故郷の川、太田川とふれあい思い出に残る楽し
い一日を過ごしました。�
　広島西南ロータリークラブは本川小学校からの要請で、カヌー
体験の支援を援助いたしました。
　内容は賃料、講師派遣、保険代です。充実した支援事業でした。


