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第1313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
　藤崎　健次郎　会員
　（日本建設㈱広島支店　支店長）
　推薦者：佐藤　克則　会員・
　　　　　徳納　武使　会員
�お誕生月記念記念品贈呈
　山本　　豊　４月１日
　石井　和彦　４月11日
　仲田　淳嗣　４月13日
　萬歳　幸治　４月25日
　梶本　尚揮　４月26日
　桒田　博正　４月29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。
　さて今日は４月１日、年度の初めで、企業や学
校は新入社員、新入生を迎えました。あまりあり
がたくない「消費税８％」も含め新しいスタートの
日であります。ですが、終わりがあるから始まりが
あるということでもありまして、ややへそ曲がり的
に「終わったもの」の話を少ししたいと思います。
　昨日、フジテレビ系列でタモリさんが出演して
いた「笑っていいとも！」という、お昼12時から
の番組が終了しました。32年間続いた、高視聴率
の国民的番組だったこともあって、終了直前には
安倍晋三首相も生出演するというほどでした。
　この番組が長寿番組としていろいろと言われて
おりましたが、調べてみますと、もっと長寿の番
組があります。皆さんもご存じと思いますが、黒
柳徹子さんのトーク番組「徹子の部屋」も1976年
スタートで38年になります。日曜日夕方にやって
おりまして耳にテーマのメロディーがすぐに浮か
ぶ「笑点」という番組、例の「ざぶとん１枚」と
いう奴ですが、これは。これは1966年５月に放送
が始まっておりまして、48年近い長寿番組です。
　しかし、上には上がありまして、音楽番組の
「ミュージックフェア」は今年８月で放送開始か
ら満50年になるそうです。しかもミュージック
フェアは塩野義製薬さんが１社で提供をつづけて
いらっしゃるという点もすごいことだと思いま
す。半世紀を超えている１社提供番組もありま
す。これも皆さんには耳にすぐメロディーが浮か
ぶかと思いますが「ヤン坊マー坊天気予報」です。
残念ながら放送している地方局が少なくなってい

るそうですが、偉大な長寿番組です。
　こうしたお話をしましたのは、伝統のあるもの、
ロングセラーはやめ時が難しいと感じるからであり
ます。番組で言えば視聴率、商品でいえば売り上
げが落ち込んで、回復不能になってからやめるの
は幕引きとしては決していいものではありません。
やはり惜しまれつつ撤退するというのがロングセ
ラーの名前を顧客の記憶に残しつつ、新しい商品、
サービスを世に出す条件かなと思います。「笑って
いいとも！」はまだ２ケタの視聴率を取れる人気番
組だそうですが、ここで打ち切るからこそ、新しい
番組、新しいタレントを生み出せるのだと思います。
　一方で、撤退のない商品もあります。日本酒、
焼酎などは蔵元がつぶれない限りは続くわけです
が、続くには伝統の味、技術を残すとともに外か
らは見えない絶えざる革新もあります。大分の麦
焼酎の有名ブランドの方のお話では、「お客さんに
いつも同じ味でおいしいと感じてもらうには毎年、
少しずつ味を改良していかなければならない」そ
うです。同じものを味わっていると、だんだんと
まずく感じるようになるのが人の習性だそうです。
同じものを作り続けて、なお飽きられないために
は大変な努力が必要ですし、また、それが無理
になれば打ち切るという英断も必要だと思います。
　さて、日本のテレビで長寿番組の話に戻します
と、NHKがテレビ放送を始めた1953年から続い
ている番組が３つあるそうです。国会中継、天気
予報というのはすぐに思いつくのですが、もうひ
とつは何かおわかりでしょうか？日曜日お昼の
「のど自慢」だそうです。毎回、出演者が代わる
ところが、長寿の秘訣のようです。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。
／ロータリーレートは１ドル＝102円（変更な
し）。／４月からの消費税アップに伴い、例会ビ
ジター料金が3,500円に変更（従前3,400円、広島
サンプラザとメルパルク広島を除く）。／例会変
更。／例会終了後、理事役員会開催。／次回例会
は４月６日（日）12：00よりホテルJALシティ広
島にて花見家族例会（４月８日（火）例会の変更）。
�委員会報告

広報雑誌委員会
ロータリーの友３月号の紹介
� 山本　恭瑚会員
　本日、「ロータリーの友」４月
号が配布されましたが、今回は
３月号の記事についてお話いた
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します。まず、３月号の特徴ですが、表表紙と裏
表紙の内側に、全国のロータリークラブの例会一
覧表が添付されています。これを隅々まで見ると、
それだけで全国を旅したような気分になってきま
す。ぜひご覧になって、メークアップにご活用下
さい。
　３月号においては、次期Ｒ．Ｉ会長のインタビュー
記事と国際協議会のレポートが載っています。こ
れらを読むと、ロータリークラブの今についてと
ても理解が深まりますし、次期Ｒ．Ｉ会長がどのよ
うな人なのかも良く理解できます。
　そして、３月号の中で何と言っても目を引いたの
は、国際ロータリー年次大会が開かれるシドニー
についての紹介記事です。ロータリーアンにとて
も馴染みの深いゴルフですが、オーストラリアに
は世界のベストコースに選ばれるようなコースがい
くつもあり、中にはあのアーノルド・パーマーが「今
まで見た中で最高のコースの一つ」と言ったとい
うコースがあります。また、料理を教えている私が
とても気になる食文化ですが、もともとオーストラ
リアには典型的なオーストラリア料理というものは
なく、世界からいろんな食文化が入ってきて、オー
ストラリアで進化し発展してきたもののようです。
中でも、今は日本人のワクダ・テツヤという人の
やっているフレンチは、日本食の魅力を取り入れて
いて、最高級レストランの一つに数えられていま
す。また、ワインではオーストラリアワインの発祥
であるハンター･バレーがあり、ハンター･セミニョ
ンやハンター･シラーという有名な葡萄から作られ
るワインは世界的にも有名です。
　このような魅力のあるシドニーで開かれるＲＩ
国際大会に、皆様ぜひご出席下さい。
�スマイルボックス

濵田公璽会員（5,000円）　先週３月25日友引の
吉日に本堂建設に着工。地鎮祭を修業致しました。
来年春の完成をめざし無事故を祈願し出宝します。
幸村憲治会員（2,000円）　今月は家内と娘の誕
生月（同じ日）です。ロータリークラブのお陰で
今年は覚えておりました。感謝。
岩田智博会員（10,000円）　この度、「一歩踏み
込んだ医療・介護情報をご家庭に」をコンセプト
に掲げ、地域密着型無料情報誌「メディサポ」広
島・安佐地区版を創刊いたしました。今後、西地
区版・東南版と出版予定で広島市エリア全域にお
いて、皆様にとって無くてはならない情報誌にな
れるようスタッフ一同頑張ってまいります。今ま
で以上のご指導、応援よろしくお願いします。

遠崎　秀一会員（3,000円）　芝楽会　優勝。
出席報告

　会員数�64名　出　席�49名　欠　席�15名
　　　　　　　�来　客� 1名　来　賓� 1名
プログラム

外部講師卓話
「サクラあれこれ」
� 広島県緑化センター
� 正本　良忠氏
１　サクラの語源
　�　語源の由来は次の２つに分
かれます。

　　①　サク・ラ
　　②　サ・クラ
　①　サク・ラ説
　　ア�　皮が横に裂けているからがサクルのルが

ラになった説。
　　イ�　ウララカに咲くからサクウラとなりこれ

がサクラとなった説
　　ウ�　桜のように美しい女性コノハナサクヤヒ

メのサクヤのヤがラになった説。
　　�　木花開耶姫（コノハナサクヤヒメ）は神吾
田鹿葦津姫（カムアタカシツヒメ）の別名で、
開耶はサクラのこととする説。

　②　サ・クラ説
　　�　サは早乙女、早苗などに使われるサで農耕
の神に関係しています。クラは神の座られる
場所とされています。サクラの開花が農事の
初めとしていた農耕民族の日本で、サクラの
開花が種まきや田起こしを告げる合図とみて
おり、農事開始の祝などを含めて神の座をし
つらえて祝ったことからの説。

２　サクラの品種
　　サクラ　バラ科落葉小高木又は高木広葉樹
　　バラ科　バラ亜科　シモツケ亜科　ナシ亜科
　　　　　　サクラ亜科
　　サクラ亜科２属　殆どサクラ属
　　サクラ属
　　　�モモ亜属　ウメ亜属　スモモ亜属　ウワミ

ズザクラ亜属　サクラ亜属
　①　野生種
　　　６系統９種類
　　�　カンヒザクラを加えて10種とする学者もあ
ります。

　　ヤマ�ザクラ群　　ヤマザクラ　オオヤマザク
ラ　カスミザクラ　オオシマザクラ

　　ヒガンザクラ群　エドヒガン
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　　チョ�ウジザクラ群　チョウジザクラ　オク
チョウジザクラ

　　マメ�ザクラ群　マメザクラ　キンキマメザク
ラ　タカネザクラ

　　ミヤマザクラ群　ミヤマザクラ
　　カンヒザクラ群　カンヒザクラ
　②　交配種（自然交配　人工交配）
　　�　染井吉野　関山　河津桜　陽光　普賢象な
ど約400種類

３　染井吉野（ソメイヨシノ）
　�　サクラといえば染井吉野を連想するほど、全国
的に植えられ、サクラ類の80％を占めています。
　①　染井吉野の誕生
　　�　染井吉野は江戸の末期に「吉野桜」の名で
染井村の植木商伊藤伊兵衛政武によって売り
出されました。明治の初期に広まり全国的に
植栽されました。染井吉野はオオシマザクラ
とエドヒガンの交雑種で、自然交配か人工交
配かは結論を得ていません。

　　○自然交配説
　　　済州島原木説
　　　伊豆半島原木説
　　　伊豆大島原木説
　　○人工交配説
　　　植木屋、伊藤伊兵衛政武が交配した説
　　　植木屋、辛島甚兵衛平が交配した説
　②　染井吉野の命名
　　�　東京国立博物館の藤野寄命（フジノヨリナ
ガ）が、吉野山の桜と違うことを見出し、「ソ
メイヨシノ」と命名し1900年の園芸雑誌に公
表。翌1901年、東京大学の松村任三（マツム
ラジンゾウ）が学名として登録しました。

　　＊�Prunus×yedoensis�Matsumura今はPurunus
がCerasusに

　③　染井吉野の増殖
　　�　染井吉野は接ぎ木で増やすため全世界の染
井吉野はすべてクローンです。

　④　染井吉野の特徴
　　　○蜜腺は茎と葉身に1ケづつあります。
　　　○�特に病虫害に侵されやすい性質を持って

います。
　　　○�近年まで染井吉野の寿命は50年から60年

といわれてきましたが、100年を超える木
は真鍋小学校（茨城）吉香公園（岩国）
新庄村凱旋桜（岡山）など各地にあります。

４　サクラの名所
　①　桜で国指定天然記念物は

　　　エドヒガン　９本
　　　山桜　　　　５本
　　　枝垂れ桜　　４本
　　　大山桜　　　２本
　　　�塩釜桜　御所匂　梅護数珠枢桜　二度桜�

中将姫誓願桜など　各１本
　　�　いずれも東北地方と関東地方に多く南面に
多いのが特徴。

　②　１本桜（広島県）
　　　千鳥別尺のヤマザクラ
　　　　　600年？　庄原市東城町
　　　要害桜　　　　　エドヒガン
　　　　　400年　　庄原市東城町
　　　神原の枝垂れ桜　エドヒガン
　　　　　300年　　広島市佐伯区石内
　③　群植桜
５　長命の桜
　　野生種に長命のものが多い。
　　①　山高神代桜
　　　　エドヒガン　　　　2000年
　　②　根尾の淡墨桜
　　　　エドヒガン　　　　1500年
　　③　三春の滝桜
　　　　エドヒガン枝垂れ　1000年
　　④　狩宿の下馬桜
　　　　ヤマザクラ　　　　900年
　　�　その他1000年級の桜は、オオシマザクラに
もあります。

６　桜と効用
　①　秋と春に開く桜
　　　十月桜、冬桜、子福桜、四季桜、不断桜
　②　花弁の開き方
　　　一重咲き
　　　　基本的な咲き方
　　　　山桜　大島桜　江戸彼岸　染井吉野
　　　半八重咲き
　　　　花弁数７〜 10ケの花　有明　思川
　　　　花弁数５〜 20　浅黄
　　　　花弁数５〜 12　大提灯
　　　八重咲き
　　　　花弁数11 〜 60　�熊谷　泰山府君　関山�

一葉
　　　菊咲き
　　　　花弁数100 〜 380　�兼六園菊桜　名島桜�

福桜
　　　　　　　60枚超　キク咲き　菊桜
　③　病虫害に強い種類
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　　　陽光
　④　早春に開く種類
　　　河津桜　大寒桜　寒桜
　⑤　染井吉野より遅く咲く種類
　　　関山　御衣黄　鬱金
　⑥　名前で特徴のあるもの
　　　楊貴妃　御車返し　御所御車返し　天の川
　　①　食材にする
　　　　　�サクラ餅（オオシマザクラの葉）サク

ラ茶（関山の花芽）
　　②　草木染材
　　　　　�ほとんどの種の枝・葉などで染色材と

します。
　　③　記念樹にする
　　　　　�誕生、卒業、就職、会社等の記念日な

ど。日本の花であることで、日本を代
表する意を込めて。

　　④　その他
　　　　　�燻製材　家具材　楽器　炭　漢方薬等
７　町おこし
　同一品種を群植し、「さくら祭」などを開いて
集客を図っています。
　各地のサクラの名所は、集客に大きな役割を
担っている。
　　　　三波川冬桜（群馬）　桜山� 3,000本超
　２季咲の冬桜は珍しく、桜山公園は毎年12月１
日に地域の各戸から１人筒参加し賑わいを見せて
います。
　　　　河津桜（静岡）� 10,000本超
　　　　凱旋桜（岡山）� 137本
　凱旋桜は日露戦争戦勝記念として染井吉野が街
路に137本植えられました。
　100年を超える桜並木であるため、「さくら祭」
では多彩な催しがあり、観光バスコースとしても
定着しています。
　さくら祭りは桜の名所では行われております
が、手入次第で集客に大きな差が出るようです。

参考文献
桜の雑学事典　　　井筒清次
桜Ⅰ　　　　　　　有岡利幸　　法政大学出版局
桜Ⅱ　　　　　　　有岡利幸　　法政大学出版局
桜と日本人ノート　安藤　潔　　文芸社
さくら百科　　　　永田洋他　　丸善株式会社他

� （サクラの写真を裏表紙に掲載しています）

4
� 6

第1314回例会
12：30〜14：00　ホテルJALシティ広島

花見家族例会
奉仕の理想
�幹事報告

　５月４日（日）開催　宮島桜を囲む会・５月13
日（火）夜開催　新会員歓迎会の各案内、新会員
追加シールは今週郵送予定。／次回例会は４月15
日（火）。

裏表紙に記事掲載
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第1315回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ROTARY
ご結婚記念月記念品贈呈

　山下　幸彦会員　４月14日
　仲田　淳嗣会員　４月20日
　林本　正継会員　４月21日
　森田由美子会員　４月25日
　徳納　武使会員　４月25日
　岡本　文治会員　４月26日
　萬歳　幸治会員　４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、最近本当に暖かくなって参りました。外
でスポーツがしたくなるような気候です。とりあ
えずスポーツはゴルフというのが皆さんの多くで
はないでしょうか？私もゴルフをたしなみます
が、ゴルフにはスポーツのなかでも特別なものが
あるように感じます。技術だけではない、メンタ
ルの部分が大きいということです。もちろん、ほ
かのスポーツもメンタルの要素は少なくありませ
ん。ですが、ゴルフはあらゆる不可抗力、自然の
出来事にも耐えるという「偶然性への耐性」が柱
になっています。
　先週末、米国のオーガスタ・ナショナル・ゴル
フクラブで、マスターズが行われました。ゴルフ
の世界４大タイトルはマスターズ、全米オープン、
全米プロ、全英オープンですが、ご存じの通り、
マスターズだけは毎年同じコースで開催されま
す。ですから、選手に慣れが出ないように、コー
スにはありとあらゆる難関が用意されています。
パー３のホールでグリーンにナイスオンしたはず
の球が一瞬、止まった後、静かに動き出し、傾斜
を下って池やバンカーに入るというのは日常的な
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�スマイルボックス
折本緑会員（10,000円）　わが家の三びきの愚
息たち。この春、それぞれが中学、大学、フラン
ス留学へとはばたきました。家族例会でお会いし
たみなさまにアドバイスやあたたかなはげましを
いただいたお陰と感謝いたします。
出席報告

　会員数�64名　出　席�54名　欠　席�10名
　　　　　　　�来　客� 1名　来　賓� 3名
プログラム

外部講師卓話
「尺八雑学」
� 免出　隆山氏
１．はじめに
　現代では一般の皆さんが尺八
を目にされる機会が大変少なく
なっています。実際に国内では
尺八は衰退が著しく、私の推測では国内の尺八愛
好者は１万数千人の程度です。日本の人口は
１億２千万人ですから、およそ１万人に一人しか
いません。
　しかしながら海外に目を向けますと、尺八愛好
者は急速に増加しています。毎年世界のどこかで
必ず尺八フェスティバルが開催され、たくさんの
人が集まっていますし、外国人のプロ尺八奏者の
数はもはや日本人よりも多いのではないかと思わ
れます。スポーツの世界では柔道や空手がイン
ターナショナルになりましたが、尺八も今まさに
そうなりつつあるといって良いでしょう。数年前
になりますが、バルセロナにいる私の友人を訪た
時のことです。彼はスペイン人の尺八演奏家です
が、なんと日本人の弟子を持っていました。その
お弟子さんという方は、ある電機メーカーの現地
合弁会社に出向されていて、そこで初めて尺八の
演奏を聞き、演奏していたそのスペイン人のとこ
ろに入門されたと云うことです。驚きました。も
ちろん日本では尺八を習っている外国人がたくさ
んおられます。私にとりまして尺八は職業ではな
く趣味道楽の範囲ですが、それでも外国人の生徒
さんが３人います。イギリス、アメリカ、台湾の
方々です。確かに今尺八は国際化しつつあります。
　皆様はお仕事の上で、あるいはこの広島という
国際平和都市の関係で外国の方に接する機会が多
いかと思いますが、その際には荷物にならない土
産話として日本の伝統文化をご紹介いただき、そ
の中に是非尺八のことも自信を持って付け加えて
頂きたいと思います。

光景です。こうしたマスターズの難しさを数年前
に亡くなられた金田武明さんというゴルフ評論家
が「マスターズは究極の技術の戦い」と表現して
いました。
　一方、テレビで見ていてこれはさらに難しいと
思うのは全英オープンです。リンクスと呼ばれる
海沿いのコースで、ラフには背の高い灌木や草が
待ち構え、フェアウエイは狭く、地面はうねると
いった環境はとてもゴルフ場とは思えませんし、
強風や突然の雨、雹（ひょう）なども降ります。
金田さんは全英オープンを「人間の戦い」と表現
されました。あらゆる出来事を受け入れ、そのな
かで戦いを続けていく精神的な強さが必要という
意味でしょう。実際、ゴルフ発祥の地といわれる
セントアンドリュースの深いバンカーに球を落と
した選手がプロでありながらバンカーで８打叩い
たという例もあります。マスターズと全英オープ
ンでは同じゴルフでも勝つために求められる資質
が違うというのが興味深いですね。
　さて、私たちが企業経営など日々、活動してい
く時にも思わぬ障害が持ち上がったり、結果が予
想から大きくはずれることがあります。その時に
いかに対応するかで、その後の結果は大きく変
わってきます。失敗や不運を受け入れ、そこを新
たなスタート地点にできるかがとても大切なよう
に思います。
　今年のマスターズの優勝者はバッバ・ワトソン
でしたが、ショットの結果にこだわらず、そこか
ら最善を尽くすという姿勢が印象的でした。２位
となったジョーダン・スピースがミスショットの
後、クラブをたたきつけるといった精神の乱れを
見せたのは20歳という若さゆえでしょうが、その
時点で勝負はついたように見えました。また、優
勝したワトソンに限らず、いいスコアを残した選
手に共通していたのは「攻める」姿勢だったと思
います。リードしていても「守り」に入らず、戦
略を持ち、詳細な計画、計算をしたのちに大胆に
リスクを取っていく。そんな人にしか勝利の女神
がほほえまないのだなと感じさせられました。「忍
耐と攻め」は経営でもよく口にしますが、覚悟と
努力、冷静さがなければ使えない言葉だと改めて
感じた次第です。
�幹事報告
　クラブ月報配布の案内。／５月４日（日）宮島
桜を囲む会・５月13日（火）新会員歓迎会の案内
他を回覧。未回答者は記入を。／例会変更。／例
会終了後、次年度理事役員会開催。
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北の倉に収められている宝物は、聖武天皇が愛用
されたものです。その中に尺八が５本もありま
す。756年６月21日聖武天皇の七七・四十九日の忌
日に光明皇太后が奉納されたと記されています。
問題としたいのはその尺八の形状です。手孔が表
に５つ、裏に１つ、計６つありました。ところが
現在のものは表に４つ、裏に１つ、計５つです。
漢字から平仮名やカタカナを編み出したことから
も分かるように、日本人は民族の特質として省略、
簡略化が非常に上手です。尺八も６孔から５孔に
してしまいました。実はこのことによって尺八の
独特の表現力が引き出されることになりました。
　もう少し具体的に説明しましょう。
４．独特の運指と表現技法
　尺八は楽器としては比較的大きな手孔を持ち、
それを指で直に開閉します。ですから指の動かし方
を微妙に調整することで色々変化に富む音を作るこ
とが出来ます。それを少し実演したいと思います。
　尺八のオリジナル曲の中には、生き物の名前が
題名になっているものがあります。
　今からその曲の特徴的な部分を演奏しますの
で、皆様はそれが何の曲か推測してみて下さい。
　（実演－－－ひぐらし）
　（実演－－－鶴）
　（実演－－－鹿）
　如何だったでしょうか。こうしたことはリコー
ダーやフルートではけっして真似出来ません。で
も尺八の最大の特徴はこんなことではありませ
ん。もっともっとすごいことが出来ます。それは
同じ音の高さで、陰の音と陽の音の２種類に吹き
分けることが出来る、ということです。例えばピ
アノですと誰が叩いてもドレミの音は変わりませ
ん。強い音、弱い音の違いは出せますが、それを
陰と陽に弾き分けることは出来ません。
　実際に聴いていただく方が分かりやすいと思い
ます。
　（実演－－－陰と陽の音）
　こうしたことから尺八のオリジナル曲には、他
の曲と異なって、宗教性、哲学性があると云われ
ます。
　このことに最初に気が付いたのが実はあの虚無
僧なのです。虚無僧なるものがはじめて出現した
のは室町時代、16世紀の初め頃とされていますが、
江戸時代になって世の中が平穏になり、たくさん
の武士が今でいうところのリストラに遭い、仕方
なく虚無僧になって門付けをして糊口をしのぎま
した。彼らは元々武士ですから素顔を曝すのは恥

　ということで本日は尺八に関係する四方山話を
これからさせていただます。
２．素材は竹
　竹は真竹から作ったものが最上とされていま
す。真竹はかつては物干し竿などに使われた身近
な種類で全国どこにでもありました。孟宗竹や淡
竹とは異なり、筍が食べられるわけではありませ
ん。ですから竿としての需要がなくなってから真
竹の竹藪は年々少なくなっています。孟宗竹の寿
命はおよそ20年ですが、真竹の寿命は６，７年で
す。北向きの山で腐葉土の少ない急斜面に５年生
育した竹が肉厚で身が締まっていて尺八に適して
います。それを冬に伐採して更に数年かけて乾燥
したものを尺八に加工します。加工と云っても現
代の加工は、全ての音をバランスよく、かつ正確
な音程でなるように、竹の内部にパテを詰めたり
削ったりして精密に加工します。昔の尺八は節を
抜いて手孔を開けただけだったのですが、現代の
ものは内部形状を0.1ミリ単位で加工します。で
すからお値段は安い物で10万円、高いものでは
200万円もします。高いのも仕方ないです。この
ように出来上がるまでに大変な手間暇がかかって
いるのですから。「マダケー」、やっと出来た？で
も「タケーよ」。
　尺八は真竹、もう覚えていただけましたね。
　ところで私は某中学校の音楽の時間に、短時間
ですが毎年尺八を指導に行きます。生徒さん全員
に竹製の高い尺八を用意することは出来ませんの
で、その時には水道用の塩ビ管を寸切りして手孔
を開けたものを教材に使います。こちらものがそ
うです。意外とこれが良くなります。高い本物と
の違いを聞き比べてみて下さい。
　（実演）
　話題を変える為にここで一曲。
３．笛吹童子
　（実演）
　今この曲を懐かしく聴かれた方は私と同年配な
いしは上の方ですね。この曲は戦後の復興期、ラ
ジオが娯楽の中心だった頃、笛吹童子という連続
放送番組がありました。その中で演奏された曲で
す。今使用したのは長さが１尺４寸の尺八です。
尺八というのは長さが１尺８寸のものを標準とし
ていたことから尺八と呼ばれるようになりまし
た。尺八の発祥地は中国で、遣唐使が雅楽を日本
に持ち込んだ時に、その中に尺八も含まれていま
した。当時の尺八が今も正倉院に数本保管されて
います。正倉院の北、中、南と３つある倉の中で、

1172号� （7）
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第1316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％

　８年……三好　清隆会員
　７年……寺本　真司会員
　６年……杉本　清英会員
　４年……折本　　緑会員
会長時間

　皆さんこんにちは。来訪者の皆様ようこそお越
し下さいました。ゆっくりと例会をお楽しみ下さい。
　ゴールデンウィークも間近に迫って参りまし
た。皆さんいろいろと旅行の計画を立てていらっ
しゃいますでしょうか？旅行に行くと、駅や新幹
線、飛行機の中などで、ついうっかり忘れ物をさ
れることもあるかと思います。日本は忘れ物、落
とし物が持ち主のもとに戻る率が世界でも最も高
い国といわれておりまして、忘れても諦めるより
まず届けを出してみるのがいいかと思います。
　ところで、最近、日本で急増している忘れ物が
あるそうです。何であるか、ご存じでしょうか？
山林だそうです。山や林をどうやって落としたり、
忘れたりするのか、とお思いでしょうが、所有者
がお亡くなりになった後、相続する方が登記の移
転をしなければ、持ち主不明となり、「落とし物」
になってしまうそうです。
　東京財団の試算によりますと、今後、日本で所
有者の死亡などで所有権が放棄されたり、管理が
まったくされなくなる管理放棄の土地が日本全国
で300万ヘクタールに達するそうです。300万ヘク
タールは３万平方キロメートルですから広島県の
3.5倍もの広さになります。にわかには信じがた
いかもしれませんが、理由があります。第一に少
子高齢化、核家族化の進展で相続人が不明だった
り、連絡先がわからなくなるケース。第二に、相
続しても経済的な利益にならず、むしろ登記移転
の費用の方が高くつくため相続を放棄してしまう
ケースがあるそうです。
　一昔前、「山を売って、子供を学校にやる」といっ
た表現がありました。かつては山林は財産であり、
売れば子供を大学などに通わせる資産価値があっ
たわけです。しかし、今、日本の山林はよほどの
銘木があるか、松茸の名産地といったことでもな
いかぎり、財産価値はほとんどないものが多いそ
うです。森林組合の方などにお話を伺いますと、
「良かったらおみやげに一山持って帰ってもいい
ですよ」などと冗談をいわれることもあります。

ずかしくて深編み笠を被ったよ
うです。そしてその活動を権威
づける為に、自分たち集団を、
臨済宗の一派、普化宗と称しま
した。徳川幕府もそれをリスト
ラ対策として黙認していたよう
です。托鉢の僧は鈴を鳴らしお経を唱えますが、
虚無僧はお経の代わりに尺八を吹きました。です
からお経よりももっもっと心に染み込む曲を吹け
ばお布施が多かったと思われます。そうした事情
から虚無僧は、陰と陽の音を見事に織り交ぜて、
諸行無常の響きを編み出したのです。ここに面白
いエピソードがあります。花巻市には昔「松巖軒」
という虚無僧寺がありました。そこに伝わるとい
う曲は余りにももの悲しくて、それを聴くと身投
げをする遊女が続出するので、その曲は花街で吹
くことが禁止された、ということです。今ここで
私がそれを吹いても誰も身投げしてくれないとは
思いますが、安全の為に他の曲を選んでその雰囲
気を感じていただきたいと思います。実は古典本
曲の中で最も短い曲の一つです。
５．古典本曲
　（実演－－－本調べ）
　虚無僧が吹いていたこのような曲のことを尺八
業界では「古典本曲」と総称しています。百曲以
上あると云われていますが、後々まで残るような
名曲は20から30曲くらいです。今、世界の注目を
集めているのはこの古典本曲です。海外ではZEN�
MUSICと云われています。もう何十年前になりま
すか、米国が惑星探索衛星ボイジャー１号を打ち
上げました。その中には地球の文明を未知の惑星
に紹介するためにいろいろなデータが載せられて
います。そしてその中の一つにこの古典尺八の演
奏が入っています。「鶴の巣籠もり」という曲で
す。アメリカのすることはやはりすごいですね。
尺八の価値を日本よりも良く理解していました。
　もちろん尺八は他にもいろいろな演奏が出来ま
す。民謡の伴奏、箏との合奏、ジャズなど洋楽器
との合奏です。いずれの場合でも尺八の優しい音
色が独特の雰囲気を醸しています。
６．おまけ
　ここで民謡から１曲、尺八らしさを感じられる
曲をご紹介しましょう。
　宮崎県民謡「刈干切唄」です。
　（実演－－－刈干切唄）
　時間があればもっとお話ししたいところですが
今日はここまでに致します。
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わがクラブの創立からの歩みについて簡単にまと
めてお話致します。
ロータリーの始まり
　ロータリーは1905年シカゴでポール・ハリスと
３人の友人によって誕生しました。当時のシカゴ
の町はすべての人はライバル、孤独感と疎外感に
加えて、過酷な自由競争に敗北するかもしれない
という恐怖感が付きまとっていました。
　そうした中、胸襟を開いて何でも相談し語り合
える友人を得るために生まれたのがロータリー運
動です。1905年２月23日に４人で初会合を行い、
３月９日には更に３名の参加者を得て２回目の会
合が行われ、個々の事務所で代わる代わる例会を
行うことが採択されました。
　３月23日に更に２名の参加者が加わり３回目の
会合が開かれ、会の名称が論議され、お互いの事
務所でローテーションを決め会合を開くことから
ロータリークラブと名付けられました。但し誰が
出した案なのか記録がないとのことです。
　発足当初は、奉仕の概念は芽生えておらず、限
定会員制度の社交クラブとしての目的は、会員相
互の親睦を深めることでした。やがて会員の事業
にお互いが利便を図り合う［相互扶助］の考え方
が発生し、シカゴクラブの定款は下記のように
なっていました。
　　　　＜シカゴ・クラブ定款＞
１．本クラブ会員の事業上の利益の増大
２．�通常社交クラブに付随する親睦およびその他
の特に必要と思われる事項の推進

国際ロータリーの設立
　1910年までに16のロータリークラブが結成された
が、ポールが描いたロータリーの将来像は、親睦
と物質的互恵に満足しきったシカゴ・クラブの現実
とは大きく掛け離れた次元にまで飛躍していきまし
た。クラブ内の親睦と奉仕拡大を巡って大論争が
起こった末、1910年全米ロータリークラブ連合会
を発足、クラブ内では親睦を重視、連合会では奉
仕理念の提唱と拡大を受け持つことで役割を分担
し、ポール・ハリスが初代会長に就任しました。
　その後カナダのウインニベックでロータリーク
ラブが組織されロータリークラブ国際連合会に変
更され、更にその後クラブ数が増えたため、双方
向の情報伝達の役割が加わりました。
　1922年に国際ロータリーを採択し、お互いのク
ラブは共通のルールで運営すべきだということで
定款が制定され、それに伴って直接監督権が与え
られました。2004年の規定審議会で、RIは地区

　残念ですが、それが日本の現実です。相続放棄
の土地は国が国有地にするか、競売にかけるなど
しますが、誰の手に渡り、何に使うかは不明です。
そこに大きな不安があります。日本では山林が豊
潤な名水の水源であったり、景勝地なっているな
ど目にみえない価値をもっていることがありま
す。そうした価値が外国人などに買収され、日本
人が利用できなくなるとすればきわめて遺憾なこ
とと思います。
　それを防ぐにはやはり山林が経済価値を持つよ
うに変えて行く必要があります。そのヒントになる
のが、サトウキビだそうです。これも何の話しか
わかりにくいと思いますが、日本はサトウキビの栽
培、買い取りに高額の補助金を出し、安いブラジ
ルなどの砂糖に対抗できるようにしているそうで
す。何故、そんな補助をサトウキビの大量生産に
は向かない日本でするのかと思いますが、その答
えは「離島対策」です。沖縄はじめ日本の島では
高齢化で住民が激減し、無人島になる恐れがあ
る島が少なくないそうです。そこでサトウキビの生
産が儲かるようになっていれば、サトウキビ農場
の後継者が現れ、無人島にならずに済むわけで
す。無人島になれば外国からの不法占拠などのリ
スクも出かねません。山林の「落とし物」をどうす
るか、日本人として知恵を絞りたいところですね。
�幹事報告
　次年度配属表・５月29日（木）開催第３回職業
奉仕委員会ＧＭ案内・健康管理委員会からの案内
配布の案内。／米山奨学会からの第22回米山功労
クラブ達成感謝状を受付に掲示。／宮島桜を囲む
会・歓迎会・５月20日現次合同クラブ協議会案内
を回覧。配席の都合上、クラブ協議会の未回答者
は必ず記入を。／例会変更。／５月４日（日）宮
島桜を囲む会は現地11時集合。／次回例会はＧＷ
明け５月13日（火）。／例会終了後、編集会議開催。
出席報告
　会員数�64名　出　席�51名　欠　席�13名
　　　　　　　�来　客� 2名　ゲスト� 1名
プログラム
会員卓話
「クラブの歩み」
� 曽里　　裕会員
　わがクラブの歩みについては
昨年12月のロータリー情報委員
会GMでお話し致しましたが、
今回前半はさらにロータリーの
誕生から日本のクラブの誕生の経緯、そして後半
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たびたび流会し、出席率も悪く、また規約に対す
る関心も薄かったと言われています。
日本ロータリーの拡大
　福島は僅か２回例会に参加しただけで1921年３
月大阪へ転勤。大阪ロータリークラブの設立に尽
力しました。当時日本は、RIによる直轄クラブと
して無地区でした。RIは米山梅吉をSpecial�
Commissionerに任命、以後神戸、名古屋、京都、
横浜、ソウル、大連、奉天クラブが設立されました。
ロータリー運動への目覚め
　1923年９月１日、午前11時58分、突如として起
こった関東大震災によって、首都圏は壊滅的な被
害を受けました。RI会長ガイ・ガンディガーは
見舞い電報とともに25,000ドルをはじめ、世界各
国の503クラブから総額89,000ドルの義捐金が寄
せられ、この時の国際ロータリーの活動で、会員
はロータリー運動の何たるかを身に浸みて知らさ
れました。
国際ロータリーからの脱退
　1931年の満州事変を契機として日米間の雲行き
は怪しくなり、1933年の国際連盟脱退によって、
それは決定的なものになります。その経過の中で、
ロータリーの本部がアメリカにあるという理由
で、陰に陽に、軍部や官憲からの圧力を受けるこ
とになります。
　1940年５月の日満ロータリー連合大会を最後に
日本のロータリークラブはRIから、脱退、解散し、
新たに七曜クラブ連合会を結成、水面下で活動。
　終戦直後の1946年、日本ロータリーの創始者で
ある米山梅吉と福島喜三次が相次いでこの世を去
り、翌1947年１月にはポール・ハリスも78才の天
寿を全うします。
国際ロータリーへの復帰
　戦後の1949年、RI理事会は日本のロータリー
の復帰を決定。
　３月23日東京クラブの復帰に続き、京都、大阪、
名古屋、神戸、福岡、札幌の7クラブがＲＩに復帰、

およびクラブを支援する役割が新たに追加されま
した。決してクラブの上部機関ではありません。
日本のロータリーの誕生
　日本人のロータリアン第
１号は福島喜三次氏です。
　氏は三井物産に入社、
1905年に渡、米1912年頃ダ
ラスの三井物産現地法人サ
ザン・プロダクツ社の支配
人に就任し1915年頃ダラス
ロータリークラブに入会し
ました。折しも1917年に政
府派遣財政経済委員の一員
として三井銀行の米山梅吉
が渡米した際、正月をダラ
スの福島宅で過ごすことに
なり、現地駐在員として案
内役を務めた福島から、
ロータリーに関する話を聞
いて関心を寄せることとなりました。
　福島は1920年に帰国、当時のロータリークラブ
国際連合会から日本にクラブの設立委任を受けま
すが、日本社会はまだ封建的思想から脱却できず、
民主主義をルールーとするロータリーをなかなか
理解されませんでした。そこで福島は三井財閥の
大御所米山梅吉氏に協力を依頼しました。
　米山梅吉氏は財界人から信頼度が高く、かつ氏
のロータリーに対する情熱が厚かったことが、前
述した障害を乗り越えて、ついに東京クラブの創
立に漕ぎつけることができました。
　米山梅吉は30歳で三井銀行に入り、そこで先進
国から新しい金融制度を導入するプロジェクトに
携わったことから頭角を現し、神戸、大阪支店長
を経て、常務取締役に、最終的には三井信託銀行
の社長にまで出世します。
　そのため、創立当初の東京クラブは会員のほと
んどが財界の大御所企業の社長や重役といった顔
ぶれが並んでします。この最初の人選が前例と
なって、戦前の日本のロータリーは功成り名を遂
げた財界人が入るクラブという錯覚を生みだし、
更に、社会的地位とロータリアンの質とを混同す
る過ちを冒すことになります。その後に生まれた
クラブもそれぞれの都市における一流の名士を会
員とするようになり、シカゴの市中の庶民から生
まれたロータリークラブが、日本においては特異
な発展を見るようになりました。
　東京クラブの例会は当初は月一回であり、かつ、

福島喜三次

米山梅吉

1921年夏、会員である星製薬（後の内外製薬）で
行なわれた例会風景
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ロータリアンに聞いたところ10年に１回グアムで
地区大会が開催されるそうです。
　世界には2750地区のような同じ地区内で言語が
違う地区があり、ガバナー補佐の制度を決める
きっかけの一つになりました。
ゾーン
　日本を赤、緑、青に三分割されているのがゾー
ンです。ロータリーの世界は34のゾーンに分割さ
れており各ゾーンは理事会の定める日程に従っ
て、４年おきにゾーン内のクラブ会員から１名の
理事を指名するものとされています。ゾ―ンの構
成少なくとも８年に１度、また必要あれば臨時に
見直されることになっています。RIは定員19名
の理事会で、会長、会長エレクト及び各ゾーンか
ら選ばれた理事17名で構成されています。

広島西南ロータリークラブの創立
　広島西南ロータリークラブは1986年９月９日広
島西ロータリークラブをスポンサーとして創立し
ました。そして同年11月４日に国際ロータリー加
盟認証状を受領し、名実どもに国際ロータリーの
仲間入りをしました。
　親クラブ西RCの西と西RCの親クラブの南RC
の南を頂き、西南RCと名付けられました。
　初代会長は西本順次郎氏、職業分類は小児神経
科医、毎年約３週間バングラデシュに赴き、診療
の社会奉仕をされる等、大変熱心な方でした。
　以前会報でもご紹介しましたが、創立５周年記
念誌に掲載されていた以下の言葉が大変印象的
で、つらいときこれを読むとなんか気分が晴れます。
　「初年度であったが、ロータリーであるからには
実践しなくてはならないと考えた。一人ひとりの
ロータリアンに奉仕してもらうようにもっていくの
が例会であると考え、その環境づくりにもっとも
気をつかった。ポールハリスがいった「童心にか

戦後日本のロータリー運動が再開されました。そ
の後RI第60地区として措定された。
　その後各地で次々と復帰を果たし1952年には60
地区と61地区に分割されました。

地区について
　地区はRIの便宜上まとめられた一群のクラブ
の所在する、一定の地理的区域の名称と定義され、
現在日本には34に分割されています。各地区少な
くとも75クラブ、2,700人の会員を結衣ウするこ
とが奨されています。（ロータリーマニュアル
2010年版）
　現在特徴的なのは東京で、東京は2750地区と
2580地区に分割され、2750地区には北マリアナ諸
島、グアム、ミクロネシア、パラオが含まれ、
2580地区には沖縄が含まれています。
　沖縄は飛行機の便や経済効果の面から東京の地
区に帰属したとのこと。1967年千葉と埼玉が別の
地区となり、東京、沖縄で１つの地区を形成しま
した。1973年に、グアム、サイパンなどの地域の
クラブが東京地区に編入されました。それまでは
国際ロータリーの直轄だったのですが、羽田―グ
アムの飛行機便や、経済交流が強まっていたこと
から、東京の地区に編入されたそうです。東京の
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える」とは友情の中に善意が生まれるという意味
であることを、出席者に伝えるべく会長として動き
すぎるくらい動いた。これも奉仕と考えた。私自
身は楽しかった。環境づくりの為にはたとえ初年
度であっても実践の精神から、他から申し込まれ
た仕事は全部引き受け、各委員会もほとんど揃え
一人前になるよう動かした。内部形成だけでなく
外部活動も実践した。またロータリーの長い歴史
と伝統の中でできたルールを守りながらも独自性
もつくらなくてはならないと考え、これが私のお得
意の領域にはいるが「クラブパーソナリティーを形
成する」ことになると思った。　以下略」
　「私自身は楽しかった」と書いてありますが、
私が会長を担当してみて「私自身は苦しかった」
と言えても、楽しかったとはなかなか言えませ
ん。まだまだ修行が足らないと感じた次第です。
　それではこれまでの主な事業を順を追ってご紹
介します。

1988年９月９日
２周年記念の写真です。この時既に台北新東ＲＣと
の交流が始まっていたことが伺えます。

1994年１月18日
アジア大会を記念して広島市に梅の木贈呈広域公園
に植樹（台北新東ＲＣより拝受）
1994年７月10日　石碑除幕式

1991年５月17日　台北新東RCと姉妹クラブ締結

1993年６月５日　渡邊和子先生講演会

1989年12月２日
青年海外協力隊員へ故郷の香りのする情報の品を発送
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1995年５月８日
広島廿日市RC創立総会（広島サンプラザ）
当クラブがスポンサーとなり広島廿日市RCを設立

1997年３月２日
創立10周年記念事業植樹式　宮島包ヶ浦

1997年10月５日
さえきせせらぎ園のお年寄りをグリーンフェスタ広
島へ招待
（高齢者奉仕委員会）

1996年９月９日
創立10周年記念式典

毎年手入れを行い、市民の憩いの場となった。

RC創立90周年行事　西南ホスト
記念講演　濱野安宏氏
　「地球時代における広島の都市デザイン」
対談
　「人間賛歌都市広島21世紀のビジョンとコンセプト」
　　濱野安宏氏　平岡市長
　　コーディネーター　宮野鼻会員

1999年５月23日
米山奨学生　伊　志永さん
伽揶琴併唱演奏会
厳島神社

ガバナー特別賞を受賞

2001年９月９日
創立15周年記念例会
パネルディスカッション「15歳のメッセージ2001」
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2001年11月７日
台北新東RC及びチェンライRCと共同でチェンライ
奥地少数民族地区へ道路建設　調印式
（ロータリー財団同額補助事業）

2006年６月23日
モンゴル子供発展センターに図書館寄贈
（台北新東RCとの共同事業）

2010年１月23日
児童養護施設　津田子供の家支援事業
ボウリング大会及び食事マナー研修
クラブ創立以来、歯科検診等の支援

2011年７月18日
創立25周年記念シンポジウム　Ｃ.�Ｗ�ニコル氏を招
いての講演とパネルディスカッション
７月31日には小学生42名を広島市森林公園に招いて
「子供森林体験学習」を実施

2010年11月25日
ベトナムホイアン市カムタン小学校へ書籍寄贈
（２年継続事業）

2011年２月11日
元ロータリー財団国際親善奨学生　小林良子トーク
＆コンサート（入場者464名）2009年９月10日

市立本川小学校　水環境学習会支援
（2009年より継続事業）

2009年11月
点字カレンダー製作支援、贈呈
（2009年より継続事業）
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掲　示　板

❖５月20日（火）13：45 〜
　現次合同クラブ協議会
❖５月27日（火）
　13：45 〜　次年度理事役員会�ANAホテル4Ｆ
　13：45 〜　編集会議� ANAホテル4Ｆ
❖５月29日（木）18：30 〜
　職業奉仕委員会GM� ホテルJALシティ広島

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
❖５月13日（火）
　13：45 〜　第11回理事役員会�ANAホテル4Ｆ
　18：30 〜　新会員歓迎会
� 広島Ｇインテリジェントホテル

後に「ロータリーの源流」ロータリアンの広場元RI
理事・2690地区�渡辺好政氏の投稿よりご紹介します。

ロータリーの徽章の意味するもの
　本日、ご出席の皆様が、胸につけていらっしゃるロー
タリーの歯車の徽章は、皆様が出会われるお相手の人
に次のように語りかけているのです。
� （ボブ・バース　元RI会長）
　◦あなたは、私を信頼することができます。
　◦私は、頼りになります。
　◦私は、信用に値します。
　◦私は、受けるよりも多くを与えます。
　◦私は、いつでもお手伝いをいたします。
この語りかけの背景には、私たちの先輩が、100余年
をかけて、血のにじむような研鑽と努力によって築き
上げてきた貴重な評価なのであります。

参考資料　ロータリー文庫　　　　　
源流の会　　　　　　　　
ロータリー情報マニュアル

山下中学校にて

住吉中学校にて

2011年７月20日
東日本大震災復興支援
創立25周年記念事業の一環として石巻市立住吉・山
下中学校へ津波で喪失した運動用具を寄贈

2012年７月17日
被爆体験講演　中村富洋会員
女子学院高等学校（47名）

2012年８月19～ 22日
宮城県岩沼市からみなし仮設住宅に避難中の５家族
14名を広島に招待。８月19日歓迎会

8月22日
広島駅でお見送り

1172号� （15）
雑誌月間



　３月29日、田中会長、杉川幹事、山下国際奉仕
委員長、そして徳納で、バンコクから陸路８時間
かけて、国境の町カンボジアのココンに到着し
た。今回の訪問は我がクラブ創立30周年記念事業
として、ココンのワットトマイに孤児院を建てる
事業の事前調査である。一切の観光はなく３泊３
日（機中一泊）の強硬な日程で訪問した。下記が
今回の調査結果である。

事業名（仮称）：�ワットトマイの孤児の自立を支
援するプロジェクト

孤児を収容する寺院の概要
　寺院の通称はワット・トマイWAT�THMEI
（ワットは寺院、トマイは新しいの意）。
　正式名称はテプニメット寺院WAT�TEPNIMIT
という。1988年に創設された寺院。寺院の面積：
47,461㎡
　同寺院はココンの町外れにある。
　ココンはタイ湾に面したタイとの国境を接する
町。タイの首都バンコクからココンの国境までは
400km。またカンボジアの首都からは300kmであ
るが、カンボジア領内の道路状態は劣悪であるの
でバンコクからの陸路のほうが良い。
　現在、治安は安定しているものの、ココンはか
つて密輸や人身売買の基地として知られていた場
所。カンボジアの国内でもエイズの感染率が高く、
同寺院にはエイズ患者を収容する施設がある。暗
い歴史を持った国だが、仏教徒がほとんどで、人
懐こい優しい微笑みを持った国民である。
　収容している子供の総数：24名。最年少は4歳、
最年長は19歳（内HIVに感染している子供２名）。
以前にはNGO団体（CAREおよびRACHA）の支
援を受けていた時期もあったが、その援助はエイ
ズ患者の救済に充てられたもので、孤児たちを対
象としたものではなかった。なおこれらのNGO
による支援プログラムは終了済みで、現在はどこ
からも援助も受けていない。

　今回の我々の訪問の準備のために広い寺院内を
僧侶、子供たち、ボランティアたちが清掃活動を
したそうだ。土産に持参した自転車のハンドルを
嬉しそうに離さない子供の笑顔が素晴らしかった。

同寺院の現状とニーズ
▪�孤児たちを養育するための施設が整備されてい
ない。

▪粗末で非衛生な居住環境の中で生活している。
▪�また寺院で行事などがあると、子供たちの居場
所がなくなる状況である。

▪�寺院はより多くの孤児を受け入れたい希望を
持っているが、収容する設備がないため実現で
きないでいる。

▪�僧侶たちは孤児たちの生命を救いたいという動
機から孤児たちを受け入れているものの、養育
するための食料や資金は托鉢や在家の布施にの
み頼っている現状。生命の維持が精一杯の状況。

▪�孤児たちをいかに教育するか、さらに孤児たち
が自立するために成すべき事柄については、僧
侶たちはほとんど何のノウハウもない。

▪�最優先事項として、まず何よりも孤児たちを収
容する建物（寮）の建設が望まれる。その上で、
孤児たちが自立するための継続的支援がなされ
ることが期待される。

今後の方針として
▪�現地の現状とニーズを十分検討して、創立30周
年度を目途に子供たちの寮を建設する。

▪�孤児たちが自立するための継続的な支援団体設
立の支援を行う。

　クリアしないといけない問題は多数あるが、国
際ロータリーの奉仕の理念と合致しており、現地
ニーズと事業効果の大きさ、そして継続性を考慮
すると、30周年事業としてふさわしいと思いまし
た。

カンボジア・ワットトマイプロジェクトについて
� 徳納　武使
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山本　　豊　１日
石井　和彦　11日
仲田　淳嗣　13日
萬歳　幸治　25日
梶本　尚揮　26日
桒田　博正　29日

山下　幸彦　14日
仲田　淳嗣　20日
林本　正継　21日
森田由美子　25日
徳納　武使　25日
岡本　文治　26日
萬歳　幸治　27日

会員誕生日

４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

杉本　清英夫人　明　子様　３日
山下　哲夫夫人　千　春様　３日
佐々木信幸夫人　香代子様　８日
岡本　俊雄夫人　美智子様　15日
遠崎　秀一夫人　真紀子様　20日
三好　清隆夫人　淳　子様　22日
佐藤　二郎夫人　美知子様　25日
根石　英行夫人　み　さ様　25日
先小山英夫夫人　和　子様　27日
幸村　憲治夫人　雅　美様　28日

吉田栄壮　Ｈ１年
佐古雄司　Ｈ23年

萬歳幸治　㈱萬歳経営� Ｓ44年
木村恭之　㈱キムラ� Ｓ４年
白築忠治　㈱白築鑑定事務所� Ｓ47年
末廣浩一郎　スエヒロサガ国際事務所�Ｈ10年
田中茂樹　田中食品㈱� Ｍ34年
山本　豊　㈱山豊� Ｓ37年
吉田栄壮　広島オフィスセンター�Ｓ21年
山下幸彦　広島畳材㈱� Ｓ元年
山本春男　㈱ヤマユウ� Ｈ３年

西南ロータリー　何でもコラム

　昨年４月、企業の法定雇用率が1.8％から2.0％に改正されました。平成27年４月には、障害者雇用
納付金制度の対象となる事業主の範囲が、常時雇用している労働者数200人超の企業から100人超の
企業に拡大されます。さらに、昨年６月に交付された障害者雇用促進法の改正法では、法定雇用率
の算定基礎に精神障害者を加えることとされており、平成30年4月に施行されます。
　こうした国等の障害者雇用促進施策が功を奏し、また、企業の社会的責任（CSR）への関心の高
まり等を背景として、ここ数年、企業における障害者の雇用が増加しています。
　弊社では、経営理念に掲げる「雇用の創出」という観点から、創業以来、主要事業であるビル管
理の現場において内部疾患や体幹障害等の身体障害者を採用してきましたが、平成21年には障害者
就労支援専門部門を設置し、知的障害者、精神障害者の雇用について、より積極的な取り組みを始
めました。その結果、今年３月現在、障害者雇用率は4.9％に上がりました。
　企業等が障害者を雇用し、継続的に働いてもらうためには、次のような課題をクリアしていかな
くてはなりません。
　①障害者雇用の理念浸透等の社内推進体制の構築　　　②障害者の特性の理解と受入準備
　③採用に向けての準備（実習・面接・採用判断）　　　④雇用後の業務指導と労務管理
　こうしたプロセスを進めるためには結構な労力を必要としますが、全社員が研修等によって様々
な障害特性を理解し、分かりやすい作業マニュアルを作成したり、障害者一人ひとりに応じた働き
方を創出することにより上記課題を乗り越えれば、社内の各職場で健常者と障害者が共に生き生き
と働く組織を実現し、全社員が他者を思いやる心を涵養し、もって結束力の強い組織体を作り上げ
ることができます。
　このような過程を通じて、コミュニケーションのとれた、協働のワーキングシステムを構築し、
それを土台として企業活動を活性化させることこそが、企業が障害者雇用を通じて得ることのでき
る一番大きな成果ではないかと考えています。
　企業の障害者雇用を支援するため、国等が各種助成制度を用意しています。また、ハローワーク、
高齢・障害・求職者雇用支援機構、障害者職業能力開発校などからもサポートを受けることができ
ます。これから障害者雇用を始める企業におかれては、こういった支援策を積極的に活用されるこ
とをお薦めします。

弊社の障がい者雇用の取組みについて
杉　川　　　聡
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DONATIONDONATION
４  月 年度累計

ス マ イ ル 79,000 円 796,000 円
善 意 の 箱 10,916 円 124,951 円
100万ドル 53,130 円 524,508 円

日　時：2014年４月１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・石井・岩田・
　　　　杉本

・会長挨拶（田中会長）
　カンボジアとタイに行ってきました。大変快適
な旅でした。事業は来年、再来年と続きますので、
皆さんも次回は是非参加して下さい。今日は４月
１日で私の会社も入社式ですが社長が出席してい
ない、珍しい会社です。いろんな難局を乗り越え
ながら頑張っています。あと３ヶ月残っていま
す。ご協力宜しくお願いします。
・議事
①合同幹事会報告� （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
ルグランビア、ＡＮＡクラウンプラザホテルは
3,400円から3,500円に値上げします。
　合同懇親ゴルフは広島西南ロータリークラブか
ら９名参加、懇親会は10名参加。
②カンボジア訪問報告� （徳納理事）
　３月28日から３月31日まで２泊４日でタイ、カ
ンボジアに行ってきました。カンボジアのココン
の寺が運営している孤児院の視察です。孤児の数
は20数名でその内３名がエイズです。現地では土
地はあるが金がない、人がいない、建物もないで
孤児の数が増やせない状態でした。以前はエイズ
の支援団体が援助していたがそれも切れてしまっ
たとのことです。治安は問題ないようです。先行
してカンボジアでグローバル補助金を使った事業
をしている広島南ロータリークラブの井内ガバ
ナー補佐のところでは書類が大変だったようで
す。旅行会社から全て指定されたとのことです。
30周年の事業にするのであれば時間があるようで
ありません。ニーズはあります。
　建物を寄贈するのであれば普通半年ぐらいでで
きるが、１年はみておいた方がよい。
③５月プログラム・花見家族例会について
� （室崎理事）
13日は心臓のお話　医療法人社団光臨会　循環器
内科　野村勝彦先生
20日は新入会員卓話　山國会員、上田会員
協議により藤崎会員もこの日にする
27日は優良従業員表彰　佐藤職業奉仕委員長
④３月度会計報告� （杉川幹事）
　カンボジアへのお土産代として貸借対照表の中
に10万円計上しているが５万円で中古自転車10台
を送りました。
　スマイルの予算で先月、梅林の手入れでプレート
を３枚作成しました。１枚７万円で合計21万円かか
りました。社会奉仕と国際奉仕の予算も使います。

　来年度の予算でポールハリスの木を植える。
⑤各理事役員報告� （杉川幹事）
久保理事　�順調に進んでいます。予算が残ってい

るので５月に菓子でも出せればよい。
宮本理事　�次年度もあるので少し増強活動は慎む。
徳納理事　�宮島の桜は５月４日に変更。桜が倒れ

ている。鹿か猪が荒らしているのでは
ないか。毎年同じことをしているので
間引いて手を入れたい。

　　　　　�徳納理事が現地を確認して方向を出す。
　　　　　�10周年記念事業の時の萬歳パスト会長

に相談。
室崎理事　�山國会員、上田会員、藤崎会員の歓迎

会を５月13日に行います。
⑥その他（宮島桜を囲む会）
　全国の西南ロータリーと名の付くクラブが京都
に集まって発足会を開催する。
　広島西南ロータリークラブからも曽里直前会
長、田中会長、林本副会長をはじめ８名が出席す
る。公式事業ではないが、これから姉妹ロータリー
に発展するかもわからない。
　事務的な話だが、個人食事代等お金の管理につ
いて事務局を通すと煩雑になる。
� …費用は曽里直前会長が立て替える。
　先方から領収書が出ない場合広島西南ロータ
リークラブが領収書を発行する。
　今回行って様子をみて判断する。
　準公式行事でこれが通れば予算をとる。
　次年度ＲＩ会長がロータリーデーを開催するよ
う指示が出た。（林本副会長）
　梅林のところで開催してはどうか。
　梅の実を採るときに開催したい
　…�梅の実は５月か６月なので次年度の行事にな
らない。

梅の花見ではどうか、来年度の社会奉仕委員長に
引継ぎ。
・次回開催日は５月１３日（火曜日）です
・閉会の挨拶（林本副会長）
　今年度の理事会もあと２回になりました。日に
日に田中会長の笑顔がよくなっています。また先
日のカンボジアに行かれた方お疲れ様でした。
しっかりと今年度の勢いを来年度も引き継ぎたい
と思いますので宜しくお願いします。

2013-2014年度　第10回理事・役員会　議事録

（18）� 2014年４月
学んで　楽しもう　ロータリー



編集
後記

広島西南RC　３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 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 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 三浦　彰夫 ○ ○ ー ー 転勤
20 森田由美子 △ △ △ △ 100％
21 宮本　晋一 ○ ○ ○ ○ 100％
22 根石　英行 ○ ○ ○ ○ 100％
23 仲田　淳嗣 ○ △ △ ○ 100％
24 岡本　文治 ○ ○ ○ ○ 100％
25 奥田　　實 ○ ○ ○ △ 100％
26 大国　七蔵 ○ ○ ○ △ 100％
27 大野　　忠 × × × × 100％
28 小川　光博 ○ △ ○ ○ 100％
29 岡本　俊雄 ○ ○ △ ○ 100％
30 折本　　緑 ○ ○ ○ ○ 100％
31 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100％
32 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100％

氏　名 4 11 18 25 出席率
33 曽里　　裕 △ ○ ○ △ 100％
34 杉川　　聡 ○ ○ ○ ○ 100％
35 先小山英夫 ○ ○ ○ ○ 100％
36 佐藤　二郎 △ ○ ○ ○ 100％
37 佐藤　克則 △ ○ ○ △ 100％
38 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100％
39 末廣浩一郎 ○ ○ △ ○ 100％
40 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100％
41 佐古　雄司 △ ○ ○ △ 100％
42 新藤幸次郎 ○ ○ ○ ○ 100％
43 田中　茂樹 ○ ○ ○ ○ 100％
44 谷口　公啓 ○ ○ ○ ○ 100％
45 遠崎　秀一 ○ ○ △ △ 100％
46 寺本　真司 △ ○ △ △ 100％
47 俵　　雅之 ○ ○ ○ △ 100％
48 徳納　武使 ○ ○ ○ ○ 100％
49 對馬　久子 △ ○ ○ ○ 100％
50 山本　　豊 ○ ○ ○ ○ 100％
51 山下　哲夫 ○ ○ ○ ○ 100％
52 吉田　栄壮 ○ ○ ○ ○ 100％
53 山下　幸彦 ○ ○ ○ ○ 100％
54 山本　春男 ○ ○ ○ ○ 100％
55 山本　恭瑚 ○ ○ ○ △ 100％
56 濵田　公璽 ○ ○ ○ △ 100％
57 児玉　栄威 ○ ○ ○ ○ 100％
58 田村　英樹 ○ ○ ○ ○ 100％
59 幸村　憲治 ○ ○ △ △ 100％
60 伊藤　英彦 ○ ○ ○ △ 100％
61 田中　朋博 ○ ○ ○ ○ 100％
62 宮崎　　真 ○ ○ △ ○ 100％
63 山國　　豊 ○ ○ ○ ○ 100％
64 上田　直治 ○ ○ ○ ○ 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

2014年５月20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

　４月25日に社員皆で、カープ観戦に
行きました。巨人相手に逆転勝ち！球
場も盛り上がり私たちも祝杯を上げる
ため夜の流川へ、カープ勝利で街もに

ぎやかに感じました。応援しているチームが強い
とこんなにも毎日が楽しいと感じています。巨人
ファンは、いつもこんな感じなのでしょうね。カー
プは鯉のぼりまでとよく言われますが、今年は大
丈夫…？終盤まで楽しませてもらいたいです。会
報の編集も残りわずかですので、皆さんに楽しん
で読まれるようにしたいです。� （岩田　智博）
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　去る４月６日日曜日今年もホテルJAL�CITY広島様にて広島西南ロータリークラブの花見家族
例会が盛大に執り行われました。
　当日は朝から日は射していたものの、天気予報の最高気温が12度と気温も低く、また風も吹い
ており、午前中一時傘を差さなくてはならないほどの雨も降った事も有り、今年も昨年に続き１
F及びテラスでの開催を断念し、２F宴会場及び桜の見れる２Fロビーでの開催となりました。
　当日の桜は開催日の前々日からの雨と風で満開のピークは過ぎておりましたが、その風雨に耐
えたけなげな桜の姿をめでながらの花見例会となりました。ただ、会場には花瓶や植木の染井吉
野、本桜が会場にきれいに飾られ、花見会を大いに盛り上げて頂きました。
　当日はゲストの米山学友黄先生ご夫妻、会員ご家族29名と会員42名、計73名の参加を得る事が
出来ました。12時丁度の会長点鐘に続き“奉仕の理想”を歌い、親睦家族活動委員会の来客紹介、
田中会長挨拶、杉川幹事の会務報告を終え、12時10分に田中会長の点鐘で一旦例会を終えた後に、
本日のメインイベントである花見家族例会が開始されました。
　開会に先立ち再度田中会長のご挨拶を頂き、当日の会を盛り上げて頂くためにお呼びしたライ
アー奏者の宇月彩（うづき　あや）先生にご登場いただき、乾杯前に１曲“さくらさくら”を演
奏頂きました。宇月先生はお花見にふさわしい艶やかなお着物姿でご登場！
　宇月先生は山口県のご出身で、広島在住であり、国立音楽大学教育音楽科卒業後2001年に楽器
ライアーと出会い、演奏活動を始められ、現在保育園、病院、福祉施設など様々な場所で演奏活
動を行っておられ、特に近年“和”をテーマとした和楽器とのコラボレーションの他ジャンルに
とらわれない演奏で広島、山口等西日本を中心に活動中です。
　ライアーという楽器は木の枠に弦が張られただけの素朴な楽器という事前の説明でしたが、ミニハープの様な結構複雑な
楽器でした。ドイツの思想家ルドルフシュタイナーの提唱で1926年に考案され、世界各地の医療現場でも広く使われており
ます。映画“千と千尋のかみかくし”のテーマソングでも伴奏に使われている楽器です。
　続きまして、曽里直前会長の音頭で乾杯を行い、いよいよ待ちに待った食事時間に入りました。当日はJAL�CITY広島様
の厨房ご担当者の腕によりをかけたバイキング料理の数々を堪能致しました。
　約１時間の会食タイムの後、宇月先生のステージ第二幕がはじまり、早春賦、荒城の月、ジュピター、ふるさとなどの名
曲を演奏頂き、桜の花をめでつつ、素晴らしいライアーの調べと、おいしいお料理、お酒に酔いしれ、上品で幸せな春のひ
と時を過ごす事が出来ました。
　30分の演奏の後、林本会長エレクトに中締めのご挨拶を頂き、お開き前に全員で輪になり“手に手つないで”を歌い、お
開きとなりました。
　一旦のお開きの後も、名残惜しい有志は２Fロビーで石井先生ご提供の“獺祭”“賀茂鶴”の銘酒を頂きながら、宇月先生
にもご協力を頂き、ミニ二次会を行いました。
　とても楽しく美味しい春のひと時を、頑張って咲いていてくれた桜に感謝しつつ過ごす事が出来ました。そしてご協力い
ただきました皆様に感謝です。� 幸村　賢治

花 見 家 族 例 会

神代植物公園（東京）バラ園沿い染井吉野の並木

宮島多宝塔を望む　染井吉野

鬱金

小彼岸

弘前城公園（青森）　日本最大の染井吉野　幹周 5.15m100 年超

錦帯橋護岸　染井吉野

関山

佐藤染井 河津桜

塩竈桜  國天然記念物  宮城県
９月末から切れ目なく３月末も咲き続
けている十月桜  広島県緑化センター

楊貴妃

染井吉野

千鳥別尺のヤマザクラ  樹齢 600 年  庄原市

陽光

東京都駒込駅構内染井吉野記念公園土師ダム湖畔　染井吉野

要害桜  エドヒガン  樹齢 500 年  庄原市

修善寺寒桜

サクラあれこれ
（４月１日例会卓話より）


