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第1290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

　杉川　　聡会員　10月８日
　先小山英夫会員　10月９日
　遠崎　秀一会員　10月10日
　末廣浩一郎会員　10月11日
　根石　英行会員　10月11日
　白築　忠治会員　10月23日
　田村　英樹会員　10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。
　さて先週、広島の街は久方ぶりに盛り上がりま
した。カープが今回「16年ぶりのＡクラス」とい
うことで、何かカープが弱小球団のように感じて
しまいますが、カープはセリーグ優勝回数では
ジャイアンツ、ドラゴンズに次ぐ同率３位で、６
回も優勝しているとのことであります（スワロー
ズも６回優勝）。ジャイアンツと球界の両雄のよ
うにいわれるタイガースは５回、ホエールズと今
のベイスターズはそれぞれ１回しか優勝していま
せん。「日本一」となりますと、カープは３回の
日本シリーズ優勝があり、セ・パ12球団中の同率
４位であります。ジャイアンツの22回、西武ライ
オンズの10回、スワローズの５回に次ぐ回数なの
です。ドラゴンズは９回もリーグ優勝しながら「日
本一」はたったの２回という惨憺たる成績です。
中日さんがいらっしゃったらごめんなさい。
　今年カープがタイガース、ジャイアンツを撃破
し、パリーグの覇者を倒せば、４回目の「日本一」
となり、単独３位に浮上します。カープは戦後の
プロ野球の64年の歴史をみれば、決して弱小チー
ムではありません。むしろ強豪といってもいいわ
けです。広島市民はもっと自信を持たなければな
らないと思います。
　次に今年のプロ野球の話題は、楽天ゴールデン
イーグルスの初のリーグ制覇ではないでしょう
か。地元の方の盛り上がり方は広島によく似てい
ると思います。
　よく「経済効果が何億円」とか書きますが、私
は本当の経済効果はその地域の人が自信を持つこ
とだと思います。巨額の資金とエリートを集めた
東京や大阪、名古屋の企業でなければ日本規模あ
るいは世界に通用することができないというのは
間違いだと思います。12球団で一番資金力のない

カープが長期的な視点で、コツコツと選手を育成
すれば日本一にもなり、今年はCSにも出られる
わけです。我々の仕事も腰を据えた長期的な視点
で、若手を育て、ベテランを活用し、外国人も取
り込んでいけば、もっと伸ばしていけるのではな
いかと感じております。カープにはいろいろと教
えてもらうことがあるように感じております。
　とはいえ、まずはCSでタイガース、ジャイア
ンツを撃破できるよう、カープファンのみなさん
で応援いたしましょう。
�幹事報告

　ロータリーの友誌、ガバナー月信、米山豆辞典
配布の案内。／職場訪問例会、３RC合同夜間例
会案内を回覧。未回答者は回答を。／例会変更。
／例会終了後、理事役員会開催。／ 10月６日（日）
地区大会本会議が下関で開催（メークアップ行
事）。バスが7：00ANAホテル前出発→西広島駅
方面7：10→五日市駅南口7：20到着発車予定。
�委員会報告

広報雑誌委員会
ロータリーの友を読んで
� 村尾　博司会員
　本年度から「友」を読んだ感
想を毎月述べるようになったの
で、９月号の「友」を読んだ感
想を私が述べることになりました。
　今日は、45ページの二神典子編集長の「青少年
と新世代」というメッセージについてお伝え申し
あげます。
　前年度まで「新世代奉仕委員会」という名称だっ
た委員会が、本年度から「青少年奉仕委員会」と
なりました。この委員会は当初「青少年奉仕委員
会」だったものが、1996年２月のＲＩ理事会で「新
世代奉仕委員会」に名称変更されました。この名
称は2012年まで16年間に渡って使われて来まし
た。そして2013年４月の規定審議会で当初の名称
である「青少年奉仕委員会」に名称変更され、本
年度から当クラブでも「青少年奉仕委員会」とな
りました。「青少年」がいいか、「新世代」がいい
か、議論が分かれると思いますが、私は「青少年」
の方が言葉のニュアンスとしては、解り易いよう
な気がします。今日は、二神典子編集長のメッセー
ジをお伝えして、私の感想を終わります。
�スマイルボックス

遠崎秀一会員（1,000円）BOXにも入れておりま
したが、10月よりゴルフを通じた生活情報誌「グッ
ドゴルフ」を発刊することになりました。皆様の
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温かいお気持ちをご購読ということでお待ちして
おりますので、よろしくお願い致します。
出席報告

　会員数�61名　出　席�53名　欠　席� 8名
　　　　　　　�来　客� 1名
プログラム

職業奉仕フォーラム
� 職業奉仕委員長　佐藤　克則
職業奉仕フォーラム意見交換内容（抜粋）
１．４つのテストをどう行動に生かしているか
　○�「４つのテスト」を目につくところに置いて

いる。：６
　　・４つのテストは会社に貼ってある。
　　・�４つのテストは机の前にロータリーのカレ

ンダーを貼っているので毎日見ている。
　○実践を心掛けている。：８
　　・�最近まで中学高校生にスポーツを教えてい

たので４つのテストをチームの方針に応用
していた。

　　・�４つのテストの理念は変えず子供たちに分
かり易い言葉に置き換えて使用した。卒業
した子供も精神は理解して実践している。

　　・�理念が実際に実行できているのか、振り返
りチェックすることが重要

　○�役に立っている。よりどころになっている。
� ：13
　　・�金を出す人ともらう人の中間でジャッジを

している。その際に４つのテストの内容が
役に立つ。

　　・�誠心誠意、相手と対応する。相手も自分も
利益あるようにする。従業員にも同様にし
てもらう事が大切。

　　・�「ニーズにこたえ、満足を与える」という
モットーで仕事をしている。相手のことを
よく聞いて本当に必要な仕事を提案する。

　　・�顧客の利益と社会的正義の相反する状況で
仕事をしている。そんなとき４つのテスト
に照らし合わせて判断したい。

　　・�職業奉仕をどう実行、理念は分かりにくい
が行動を明確にするため４つのテストが存
在する。

　○その他の意見：５
　　・�職業奉仕とは生活費を稼ぐために自分の得

意な分野で働くこと。
　　・�４つのテストは経営理念を示した言葉であ

る。不変的な言葉である。会社の企業理念
と根本でつながっている。

２．�自社内で職業奉仕を念頭に置いた活動をして
いるか？

　○会社の経営理念、方針等に反映させている。
� ：４
　　・�きちんとした経営で利益を出し、雇用を作

ることが大切であると思う。若い世代の人
がちゃんと生活を営むことができる給料を
出すよう考えている。

　　・�引きこもっていた若者をあえて雇用してい
る。

　○自分で実践している。しようとしている。：４
　　・�自らの行動を律することを考え、行いなが

ら、活動をしているのが、ロータリーの職
業奉仕であると考えている

　　・�コンプライアンス、CSR重視→一人一人が
いかにその視点を持てるかというところま
で落とし込まないといけない。

　○社員等に伝えている。伝えようとしている。
� ：８
　　・�４つのテストの考え方、理念、常に個々が

社員一人一人が検証する、チェックする。
　　・�職業を通していかに社会に貢献できるか社

員のプロ意識を持つ。支柱のある行動、お
客様に接する活動。

　　・�経営理念、社是、社訓とも関連し考え方が
ぶれないように会社をどう運営するか

　　・�社内に七人×20チームでＣＳについて議論
をしている。

　　・�三方良し＋従業員に良し⇒ロータリーの理
念に近づくと思う

　○その他の意見：12
　　・勉強している、専門能力を高める
　　・納税をきちっと。脱税はしない。
　　・説明義務を徹底する。
　　・�当たり前のことを当たり前にする。目の前

の仕事、収益だけにとらわれない。嘘をつ
かない。
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３．�自社以外での活動はどうか（地域社会、顧客、
取引企業など）

　○地域社会に対して：10
　　・�官庁工事の受注などで地域社会貢献を行う

ことを要求されている。
　　・�社員には自分の持ち場でPTA、町内会活

動などに参加するよう促している。
　　・�地域の中学校の職業体験を積極的に受け入

れている。
　　・会社の周辺、地域の清掃を実施している。
　　・�フラワーフェスティバルにテントを出し

て、外国人に対する無料案内をしている。
　　・�幼稚園等の活動などは何でも引き受けるこ

ととしている。
　　・�外から来た自分が地元の入り込むことが一

つの奉仕でもある。
　○顧客、取引企業に対して：16
　　・�以前はお客様の希望するようにとか、喜ん

でもらえるように、という考えから、お客
様のためになるようにという風に変わって
きた。

　　・�ISOに取り組みお客様のために品質を追求
している。

　　・�ホテル業はやはりお客様が主（お客様の言
い分がすべて正しいという姿勢）である

　　・�お客様のためはもちろん、プラスアルファ
を考えるようにしている

　　・�クレームも多いが、お客様の立場に立って
対応する。

　　・クライアントの話をしっかり聞き対応。
　　・顧客第一で対応する。
　○社会貢献：３
　　・�仕事は看板工事なので一般の人と事業者を

結びつけ社会に貢献している。
　　・落書きを消す活動をしている。
　○その他の意見：13
　　・�扱っている商品の中にはチャリティープラ

スがある。死亡時の保険金を何パーセント

か寄付するものである。
　　・値切らないのは美徳
　　・�４つのテストに行いを当てはめて商売をし

ているが、そうではないこと、はまらない
事業展開もある。しかし書いてあることを
徹底し、実行することが重要。

　　・�都市環境の向上を目的とした公共事業はそ
れ自体が職業奉仕の精神につながるものだ
と思うので、入札制度の不備でダンピング
が激しくても、真摯に取り組んでいる。

　　・�対人間の相談事を受けている。どうしてあげ
るのがベストか常に考えて対応している。こ
れをやって良かったと感じるのは、リピー
ターの人が再び相談に来られた時である。
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第1291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

　池久保光治会員　10月１日
　平原　一彦会員　10月７日
　田渕　昌孝会員　10月12日
　佐藤　二郎会員　10月16日
　曽里　　裕会員　10月18日
　宮本　晋一会員　10月22日
　児玉　栄威会員　10月30日
　室﨑　雅宣会員　10月31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。
　初めに土日の地区大会にご参加の会員の方々に
御礼申し上げます。ありがとうございました。
　さて行楽のシーズンで鉄道を利用される方も多
いと思います。日本の鉄道は1964年に新幹線を完
成させるなど、世界でトップクラスの技術力を持っ
ています。山陽新幹線が全線開業したのは1975年
３月10日です。こうした日本の鉄道に新しい歴史
のページを開くプロジェクトが先月、発表されま
した。「中央リニア」計画でありまして、東京から
名古屋まで286キロを40数分で結ぼうという構想で
あります。最高時速は505キロであります。ほとん
ど飛行機の速度に近く、今年の夏に映画「風立ちぬ」
で話題になりました「零戦」の初期のものが最高
時速で533キロで、しかもこれは高度4500メートル
での速度ですから空気の濃い地上で500キロを出す
リニアは並の航空機よりはるかに速いわけです。
　これがいよいよ2015年には着工しようというわ
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けですから楽しみです。ただ、開業は名古屋まで
の区間で2027年の予定ですから今年生まれた子供
が中学２年生になるような先の話ではあります。
リニアの特徴は全線の80％が地下や山岳トンネル
でありまして、車窓からの眺めはほとんど期待で
きません。しかも東京や名古屋は地下40メートル
以上を走るそうでありまして、鉄道では初めて「大
深度地下利用法」が適用されるそうであります。
JR呉線で広島から呉に行くのと、リニアで東京
から名古屋に行くのとほぼ同じ時間だそうです。
　中央リニアは名古屋から大阪まで延伸される計
画があります。完成すれば東京から大阪まで1時
間ということです。ただ、今の大阪までの開業予
定は2045年でありますから、私は94歳になりま
す。オリンピックどころではありません。がんばっ
て長生きしないといかんなというところでありま
す。さらに広島まで伸びるためにはJR西日本さ
んにがんばってもらわなければならないわけです
が、さすがに私ももう生きてはいないでしょう。
　この中央リニアの「原型の原型」になった戦前
の「弾丸列車」構想は東京から大阪、広島を通っ
て下関まで984キロを９時間で結ぼうという、蒸
気機関車主体の当時としては画期的なアイデアで
ありました。電化区間では最高時速は200キロの
想定でありました。弾丸列車は下関から海峡トン
ネルを渡って朝鮮半島に入り、さらに満州の奉天

（現在の潘陽）や新京（現在の長春）まで伸びる
計画だったそうで、昔の日本人の発想の雄大さが
うかがえます。そうした途方もない計画を立てた
ことが半世紀以上経って具体的に動き出すわけで
すから、超長期の計画や大構想というものは重要
だと感じざるを得ません。
　以上で会長時間を終わります。
�幹事報告

　クラブ月報、新会員案内、11月19日（火）開催
台北新東RCとの合同夜間例会・家族懇親会の案内
他配布の案内。／ 11月８日（金）開催３RC合同夜
間例会案内を回覧。未回答者は回答を。／受付に
心臓病の子どもを守る会会報あり。／理事会報告

（EREY他）。／次週10月15日は休会。／次々週10
月22日は職場訪問例会。バスでANAホテル前を
11：30に出発→田中食品㈱広島工場訪問→14：30�
ANAホテル前帰着予定。
�スマイルボックス

田中茂樹会員　10月５日、６日下関に於いて開催
されました2710地区大会にご参加下さいましたメ
ンバーに感謝して出宝いたします。

出席報告
　会員数�61名　出　席�51名　欠　席�10名
　　　　　　　�来　客� 1名　ゲスト� 1名
プログラム

米山奨学生卓話
� 米山奨学生　黄　正国
　ただいまご紹介いただきまし
た黄正国です。本日は、例会で
卓話の機会をいただきましたこ
とを、みなさまにお礼申し上げ
ます。４月から米山奨学生として西南クラブでお
世話になっております。カウンセラーの根石先生
から、たくさんのことを教えていただきまして、
大変感謝しております。また、前会長の曽里先生、
現会長の田中先生をはじめ、メンバーの皆様にい
ろいろ親切にしていただいてきました。毎月の例
会で大変勉強になっております。この場をお借り
して、お礼を申し上げたいと思います。
　本日の卓話について、２つの内容について、み
なさまと交流したいと思います。
　まずは留学生として、自分の留学体験を簡単に
紹介したいと思います。
　２つ目は、臨床心理学を勉強している大学院生
として、自分の専門について紹介したいと思いま
す。特に現場の臨床心理士の視点から、「トラウマ」
という言葉について考察したいと思います。まだ
この領域に入った間もなくの私にとって、とても
難しいテーマになりますが、ご容赦ください。
　まず、自分の留学経験について、
　平成15年３月24日に来日しました。それから、
広島YMCA国際ビジネス専門学校の日本語学科
で２年間日本語を勉強しました。最初日本語がほ
とんどわからなかったので、カルチャーショック
をたくさん経験しました。面白い体験もたくさん
ありました。例えば、最初、各国の留学生が英語
でコミュニケーションを図ろうとしましたが、ふ
たを開けると、各国の英語の発音は全く違ってい
て、全然通じませんでした。結局みんな片言の日
本語で交流していました。その中で、言葉の壁を
越えた交流が大切さを体験しました。日本語だけ
ではなく、日本の社会常識や法律についてもチン
プンカンプンで、友達と自転車で二人乗りして、
警察に止められたこともありました。また、２年
間の間に、飲食店、スーパー、清掃会社、弁当工
場、携帯の組み立て工場などでいろいろなアルバ
イトを経験し、様々な人と触れ合って、たくさん
のことを教えてもらいました。日本語学校の中で
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理士資格試験に合格しました。平成24年から国立
病院機構岩国医療センターで心理療法士として勤
務し、精神科外来と緩和ケアチームの心理療法と
カウンセリングを担当してきました。
　続いて、心理学について、簡単に紹介します。
心理学は、一般に心と呼ばれるものの様々な働き
である心的過程と、それに基づく行動を探求する
学問であり、環境と生活体（人を含む動物）の相
互作用としての認知と行動を研究する学問です。

「過去は長いが、歴史は短い」と言われています。
前身は、古代ギリシャ時代のアリストテレスの霊
魂論に始まる哲学の一分野としての「心理学」で
あり、現代の科学的心理学は1879年からようやく
社会科学の一領域として哲学から独立しました。
現在実験心理学と応用心理学などに大別されてい
ます。私が専門とする臨床心理学は応用心理学の
一分野とされています。
　また、臨床心理士についてですが、日本の学会
認定資格であって、現在公的な資格として、医療、
教育、福祉などの領域で活躍しています。心の側
面から人を援助する活動を科学的に行うための研
究と実践を重ねています。
　次は、心理学の視点からみた「トラウマ」につ
いて、簡単に今勉強していることについてシェア
したいと思います。まず、トラウマの定義ですが、

「外的内的要因による衝撃的な肉体的、精神的
ショックを受けた事で、長い間心の傷となってし
まうこと」を指します。日本では、「心的外傷」
という意味で日常に使われています。
　元々トラウマという言葉が注目されたきっかけ
は、阪神淡路大震災の時からだと言われていま
す。海外では、トラウマ研究は戦場からの帰還兵
の心のケアが発端だったと言われています。それ
以外にも、犯罪によるトラウマ、虐待によるトラ
ウマ、ＤＶによるトラウマ、いじめ・ハラスメン
トによるトラウマ、また、大切な人の死亡による
トラウマもあります。
　まず、震災によるトラウマで最もよく報告され
る「恐怖の記憶によるトラウマ」について紹介し
たいと思いますが、ここで一つの問題は「恐怖体
験の記憶によるトラウマは、治療されなければな
らない病理的なものなのだろうか」ということで
す。結論からいいますと、地震のような破壊的な
出来事を経験することで、「恐怖な体験について
の記憶」によって心身に影響されることは、誰で
も経験するような「正常な反応」だと考えられま
す。これは、私たちの記憶の特徴から説明できま

勉強できないことをたくさん学びました。
　平成17年４月に広島大学の心理学専攻に進学し
ました。日本人の学生に教えてもらいながら勉強
していました。授業の合間に飲食店や車の部品工
場でアルバイトをしていました。当時広島にたく
さん中国から来た企業研修生がいました。受け入
れ先の会社の依頼を受けて、中国人研修生の日本
語指導と生活指導を担当していました。その経験
は、私にとって初めて対人援助の立場に立って、
人をサポートする仕事でした。適応に困難を抱え
ている人を支えることの難しさを実感しながら、
相手にとって役に立つことを一生懸命模索しまし
た。また、呉市の外国人児童の就学支援のボラン
ティア活動にも参加しました。リーマンショック
以降、日本企業のリストラと派遣切りによって、
ブラジルなどの国から来た労働者が失業して帰国
するケースが増えました。当時私が支援していた
外国人児童も親の都合で帰国を余儀なくされまし
た。このように、外国人として日本で生活するこ
とは常に国際情勢や歴史の流れの中に生きている
ことを体験しました。2008年に５月12日に中国の
四川省に死者行方不明者が約９万人にものぼる大
きな地震が発生しました。現地の要請に応じて、
私は通訳として、日本人の専門家の方々と一緒に
四川大地震の被災地の小中学校、避難所、病院な
どに訪問しました。初めて心のケアの現場を体験
し、大きな災害による人々のこころの傷について、
多くのことを学びました。
　学部時代に人を支援する仕事を経験していた中
で、うまく行かないことがたくさんありましたが、
知り合いの方から「ぜひプロフェショナルになっ
てください」と励まされました。平成21年４月に
大学院に進学し、本格的に臨床心理学について勉
強しはじめました。病院や学校で実習を体験し、
こころのケアについて学びました。広島大学小児
科で非常勤心理士として、小児がんの子どもと遊
びながら、治療生活の支援を試みました。また、
地域のがん患者会にも参加し、がん患者の方々か
らがんになったことによる心の変化についてたく
さんことを教えてもらいました。
　平成23年４月に博士課程後期に進学し現在に至
ります。広島県西部子ども家庭センター夜間専門
員として、虐待の電話窓口の仕事をしました（週
一回）。また同じ年の４月から、広島県立教育セ
ンター心のふれあい相談室の心理療法士、いじ
め・不登校の子供と親御さんのカウンセリングを
担当しました（週一回）。平成23年12月に臨床心
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わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうござ
います。

10
� 22

第1292回例会
12：30〜13：30　田中食品㈱広島工場

職場訪問例会
ROTARY
�幹事報告

　11月19日（火）台北新東RCとの合同夜間例会・
家族懇親会、歓迎行事、11月開催の３回のクラブ
協議会等の案内。未回答者は回答を。／例会変更。
プログラム

職場訪問
� 広島工場�副工場長
� 　古井　愛樹
　弊社の歴史を簡単に紹介させ
て頂きます。
1901�年（明治34年）　広島県呉市で田中商店とし

て味噌、漬物、缶詰の製造販売開始
1916年（大正５年）　「旅行の友」を発売
1928�年（昭和３年）　田中商店から広島漬物製造

株式会社へ社名変更
1945年（昭和20年）　原爆により工場焼失
1951�年（昭和26年）　広島漬物製造株式会社から

田中食品株式会社へ社名変更
　　�その後全国へ営業所を設置、広島県西区に本

社ビルを竣工
1995年（平成７年）　広島工場竣工
2010�年（平成22年）　「旅行の友」が「ザ・広島ブ

ランド」の認定を受ける
2011�年（平成23年）　創業110年、広島工場ソフト

棟ならびに包装棟増設
　現在、広島工場では従業員数80名、東広島工場
では25名での２工場稼働を行っております。広島
工場では主に袋物と言われる商品について、全体
の8割程度の生産を行っており、東広島工場では
ミニパックシリーズの生産を行っております。
　広島工場の1日の生産数量ですが、約20万袋で工
場生産比率は、広島工場８：東広島工場２となっ
ております。本年度中には原料生産、製品生産も
含め、現在の東広島工場の８割の機能を広島工場
へ生産移管を行い、今後ふりかけ部門の製造は全
て広島工場で行うことを目標にしております。
　食品は安心安全が当然です。ふりかけは海産物
由来の異物が非常に多い食品なため、原料異物除
去が大きな鍵です。当社では機械選別ならびに人

す。まず、先行研究では、エピソードに関する記
憶とその時の情動体験（感情）に関する記憶は、
別々に貯蔵されていることが示されています。例
えば、海馬のところに損傷を負った患者は、新し
い出来事（エピソード）を記銘することができま
せん。実験者は握手のたびに海馬に損傷のあった
患者の指を針で刺すということを数回行います。
その結果、患者は実験者と握手したことを覚えて
いないにもかかわらず、実験者が握手を求めると、
患者は理由を説明できないが、拒否的な態度を示
します。
　震災によるトラウマ記憶はどうでしょうか。震
災というエピソードに関する記憶は、恐怖という
感情体験の記憶を喚起します。そして、感情体験
の記憶は身体反応を喚起することができます。
　例えば、例会中に天井から蛇が落ちてきた場合、
近くそれを経験した場合、恐怖によって、身体反
応が生じます（血圧が上昇、心拍数と呼吸が早く
なるなど）。家に帰っても、翌週になっても、蛇
に事が頭にチラつくと、身体反応が繰り返して体
験される（再体験）、会場に近づくとドキドキ、
ビクビクする（過覚醒）、同じ席に座りたくない（回
避行動）など、様々なトラウマ反応がみられます。
このようにトラウマの記憶とトラウマ反応の連動
が形成されます。また、トラウマの記憶が言葉に
ならないことが多く、エピソード記憶自体が欠損
したり、高度に抽象化になったりして、トラウマ
反応だけ前面に語られることが多いため、体験者
本人も恐怖の感情と身体反応を説明できないこと
も多いです。
　まとめますと、災害後の恐怖による心の変化は、
決して病理の一形態ではなく、極端な経験の後の
自然な心理的変化です。どのように恐怖を超克す
るか、即ち、過去の事に影響されず、現在の日常
性を回復してゆくことが大切であると言えます。
　時間になりましたので、本日の卓話をここで終
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の方が大きいように思われませんでしょうか？私
もそう思っておりました。ところが逆です。国土
交通省が試算したところ、史上最大の雨量を日本
のもたらしたとされる1976年の台風17号のエネル
ギーは、今最も警戒されている「東海・東南海・
南海地震」が連動して起きる大地震の250倍もの
規模にもなります。これには私も大変びっくりし
ました。電力に換算すると日本が１年間に使う電
力量の50年分にもあたるエネルギーだそうです。
改めて「台風恐るべし」ということで、台風には
どうぞお気を付け下さい。
　以上で会長時間を終わります。
�幹事報告

　11月19日（火）開催の台北新東RCとの合同夜
間例会・歓迎行事の出欠回答、11月のクラブ協議
会の回答の最終案内。／９月実施の本川小学校水
環境学習について、児童からのお礼状と感想文を
回覧。／会員手帳の追加シール作成にあたり、変
更事項等がある方は11月12日（火）迄に事務局へ
連絡を。／例会変更。／次週例会は11月8日（金）
18：30 〜　３RC合同夜間例会。ホストは西RC。
欠席等の変更は必ず事務局へ連絡を。例会終了後、
会報資料委員会の編集会議開催。
�スマイルボックス

田中茂樹会員（10,000円）　先日の現場訪問例
会では、遠いところまでご見学頂きまして有難う
ございました。
芝楽会の結果
　優勝　山下哲夫会員
　２位　河野　弘会員
　３位　村尾博司会員
出席報告

　会員数�61名　出　席�52名　欠　席� 9名
　　　　　　　�来　客� 1名　来　賓� 2名
　　　　　　　�ゲスト� 1名
プログラム

外部講師卓話
心の支援から復興支援へ
湯けむり紙芝居の里プロジェクト
� まち物語制作委員会代表
� 新澤　孝重氏
　まち物語制作委員会代表の新澤孝重と申します。
現在、東日本大震災被災地への心の支援活動の一環
として、被災地における歴史や文化、伝説や民話な
ど、まち物語を紙芝居にして現地へ贈る活動を続け
ております。私たちのこの活動について広島西南
ロータリークラブの皆さんから深いご理解とご支援

による目視選別も徹底的に行い、異物完全除去を
行っております。
　その他にも当社ではトヨタ生産方式を導入して
おり、作業内のムダ、在庫のムダなどを徹底的に
排除し、カイゼンを行っております。
　最後になりますが、弊社の経営理念は『子を想
う親心が生んだ、愛情に満ちあふれた食品』であ
ります。この思いこそが田中食品の伝統であり原
点であります。今後も安心安全で皆様から喜んで
いただける商品を製造販売して参ります。

写真を裏表紙に掲載

10
� 29

第1293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％

　27年……萬歳　幸治会員・石井　和彦会員・
　　　　　梶本　尚揮会員・奥田　　實会員・
　　　　　大国　七蔵会員・白築　忠治会員・
　　　　　山下　哲夫会員
　13年……平石　雅史会員
　12年……山下　幸彦会員
　11年……岡本　俊雄会員
　８年……室﨑　雅宣会員
　５年……末廣浩一郎会員
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。
　さて、10年に１度といわれる台風26号に続いて、
台風27号、28号と台風には苦労させられました。
　気象庁によりますと、1970年以降では台風の年
間の平均発生数は26.7個で、そのうち上陸したも
のは平均2.6個です。今年は台風の発生数が多い
ように思えますが平均的な数値です。台風の上陸
が多かったのは2004年で10個も上陸しました。た
だ、21世紀に入って年間30個以上も台風が発生し
た年は１回もないそうで、近年は少数精鋭ではあ
りませんが、数は減って大型化しているのが特徴
といえるかもしれません。これも地球温暖化の影
響であるのは間違いありません。ここ広島県は台
風の上陸や影響の少ない県でありまして、我々に
とってはありがたいことであります。
　ところで、皆さんは大地震と台風でどちらが大
きなエネルギーをもっているか、おわかりになる
でしょうか？２年半前の東日本大震災のあの甚大
な被害を思い浮かべますと、大地震のエネルギー
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て現在約80作の紙芝居をつくりました。紙芝居は
未だ子どもの見世物というような感じがあるかも
わかりません。私も最初はそのような気持ちもあ
りましたが、実際にやってみるととてもわかりや
すくて感動的です。子どもも老人も涙ぐむことが
あります。東北被災地では仮設住宅地を巡回した
り、街のホームセンターで定期的に紙芝居の上演
が行なわれているところもあり、被災者の方々が
ふるさとへの想いや互いの絆を強めておられます。
　この紙芝居活動がこのほど新たな展開を見せよ
うとしています。それは国内最大級の観光キャン
ペーンである平成27年度「ふくしまデスティネー
ションキャンペーン」の中に「野口雨情記念�い
わき湯本温泉　紙芝居プロジェクト」が取り上げ
られることになりました。観光客が訪れて「人と
人のふれあい」「地域の人だけが知っているよう
なこと」を楽しむ観光素材として、「湯けむり、
湯本紙芝居の宿」が震災風評被害に苦しんでいる
福島県いわき市常磐湯本町のこれからの町おこし
活性化に繋がれば…と念じます。
　湯本温泉の湯の華会から若女将若松久美子さん
をお招きしています。現在の様子などをお聞きく
ださい。お後がよろしいようで…。

� 吹の湯旅館若女将
� 若松久美子氏
　初めましていわき湯本温泉�
吹の湯旅館の若松です。
　嫁いで13年、まだまだ半人
前！の若女将です。毎日、エプロンをかけて館内
を走り回っております。
　外に出る機会が余り無く、ましてや皆様のよう
な方々の前でお話するのは初めてなのでお伝えし
たいことがちゃんと伝わるか心配では御座います
がよろしくお願いいたします。
　いわき市湯本町は常磐炭鉱の町でした。勿論宿
場町でもありました。
　石炭を掘るのには温泉が邪魔して捨てていたそ
うです。その為あちこちで温泉の湯気が上がって
いました。
　炭鉱も閉山に追い込まれ捨てていた温泉を何か
活用出来ないか、炭鉱夫達の生活を何とかしなく
てはならないと作られたのが「常磐ハワイアンセ
ンター」現在はスパリゾートハワイアンズと名前
を変えて営業しております。
　映画にもなりました「フラガール」もここから
誕生しました。

を賜り、有難く、心から感謝申し上げます。
　私たちは最初から紙芝居をつくった訳ではあり
ません。2011年３月11日の未曾有の災害ニュース
に接して、平素互いに情報連絡をとり合っている
広島市内のボランティアグループや個人が集まっ
て、一週間後の３月18日に「ボランデポひろしま」
を立ち上げました。ボランデポとはまったくの造
語で“ボランティアの拠点”という意味でのネー
ミングです。
　当初は仙台など現地の救援ボランティア団体か
らの情報や要請を受けて、生活に必要な日用品な
ど生活物資の提供を市民に呼びかけました。山の
ように集まった物資の仕分け作業をして業者から
支援提供を受けたトラックに積んで北陸回りで仙
台に入り、そこからは現地のボランティア団体に
渡して必要な場所へ運んでもらいました。
　福祉施設の入浴車が津波で流され、入浴できる
設備が欲しいという現地情報から義援金で移動入
浴車を購入して贈ることもしましました。がれき
の片付けにゴム長靴と手袋が必要という情報から
それらを集めて送ったり、行政や公共機関、団体
とは違ってささやかではありますが現地の必要や
要望に素早く動きました。
　2011年の秋から現地の子どもに贈るサンタプロ
ジェクトに着手しました。広島市内の多くのグ
ループや団体の協力で手作りのクリスマスツリー
やサンタクロース人形を作り、福島県いわき市や
郡山市に避難されている子育て世代の方々に直接
手渡しをしました。サンタ人形を両手で抱いた子
どもたちのうれしそうな顔や目の輝きが今でも忘
れられません。
　そのとき、浪江町から避難されていた「語り部
佐々木ヤス子」さんとの出会いから紙芝居づくり
を始めたといってもよいと思います。語り部とし
て集められた「多くの民話などの原稿を紙芝居に
してでも残し伝えられたら…」という佐々木ヤス
子さんの願いから、2012年１月に「東北まち物語
紙芝居化100本プロジェクト」に着手して紙芝居
制作がスタートしました。
　語り部佐々木ヤス子さんの原稿から幾つかの紙
芝居が完成して３月には仮設住宅集会所を訪ね、
その紙芝居を披露しました。佐々木ヤス子さんは

「広島の人がこうして紙芝居にしてくださるとは
…」と涙して見ていただきましたが、３ヶ月後の
６月にがんで亡くなられました。
　東北まち物語紙芝居化100本プロジェクトに着手
してから１年10 ヶ月になりますが、未完成も含め
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DONATIONDONATION
10  月 年度累計

ス マ イ ル 54,000 円 409,000 円
善 意 の 箱 11,645 円 50,780 円
100万ドル 50,706 円 201,885 円

掲　示　板

11月行事予定
❖�11月19日（火）18：30 〜
　台北新東RCとの合同夜間例会
� ANAホテル22F
❖�11月26日（火）
　12：30 〜　ガバナー公式訪問例会
　13：40 〜　公式訪問フォーラム
12月行事予定
❖�12月�3日（火）18：30 〜
　ロータリー情報GM� ホテルJALシティ広島�
❖�12月10日（火）18：30 〜
　新会員歓迎会
� 広島グランドインテリジェントホテル

スかもしれない！と思い女将会で話し合い進めて
行くことに決めました。
　主催が広島の方と聞き何か縁があるのかも!?と
思いました。
　同じ放射能に苦しめられているから…
　紙芝居を読んでみると私達の知らなかった歴史
が沢山ありました。
　私たち女将会も地元の歴史を紙芝居を通して勉
強させられています。
　そして、紙芝居は残ります。
　歴史は勿論ですが今回の震災の事、原発事故で
苦しんだことをこの先伝えていく事が出来ます。
　平成27年、ふくしまデスティネーションキャン
ペーンが開催されます。
　多くの方に湯本温泉に足を運んで頂けたらと
思っております。
　いわき湯本温泉の泉質は、全国的に珍しい硫黄
泉、硫酸塩泉、塩化物泉
　「美人の湯」�美肌作用・解毒作用・末梢血管拡

張作用
　「心臓の湯」動脈硬化・高血圧に効く
　「熱の湯」保温効果が高い
と言うように数々の効能を併せ持っております。
　広島と福島が繋がったのも紙芝居プロジェクト
のご縁だと思います。
　どうか福島を忘れないで欲しい。
　是非一度、湯本温泉にお越し下さい。
　私も毎日、元気な笑顔で頑張っております！
　今日はお時間を頂きありがとうございました。

　そして、私たち湯本温泉の女将達も「旅館女将
フラガール」です。
　今から２年半前、3・11東日本大地震。
　当館は温泉は止まり水は１ヶ月出ませんでし
た。
　水が復旧したころ原発の作業員さんを受け入れ
てくれないかと電話が入りました。
　福島復興の為には作業員さんはなくてならない
存在。すぐに受け入れを始めました。
　当館では一番多くて170名程の作業員さんを受
け入れてました。
　そんな中、一般のお客様、ご常連のお客様から

「吹の湯はまだ復旧しないのか」と問い合わせが
入るようになり震災の年の８月下旬より受け入れ
を始めました。
　問い合わせの時に作業員さんも宿泊しておりま
すと伝えると敬遠されることも御座いました。
　来ていただける一般の観光のお客様も大変有り難
く大切なお客様でしたが復興作業員さんの姿も私達
には心強く前向きな気持ちにさせてくれました。
　今年の夏休みはお子様連れのファミリー客で賑
わいました。
　しかし、現状は震災前の３分の１程度。
　まだまだ厳しい状況です。
　湯本温泉の旅館は復興作業員のみ一般の観光客
のみ復興作業員と観光客の両方と３つに別れてし
まいました。
　一般の観光のお客様を受け入れられる旅館はほ
んのわずか…
　これでは湯本温泉は忘れられてしまう！
　何とかしなければ！
　何かできる事はないか！
　元気で頑張ってる湯本温泉を発信したい！
　私たち女将会も復興イベントなど沢山参加致し
ました。
　でもこれだけでは…
　そんな時に今回の『東北まち物語紙芝居100本
プロジェクト』のお話でした。これはいいチャン

（10）� 2013年10月
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� 杉川　聡
　10月５日（第１日目）生憎の小雨混じりの天候
の中、下関シーモールパレス・シーモールホール
において14時から会長・幹事会が開催され、田中
会長と出席して来ましたので報告させて頂きま
す。沖田ガバナーの点鐘により開会し、各種表彰、
前年度決算報告、監査報告、長期計画委員会報告
と続き、休憩を挟み、坂本RI会長代理から『「ロー
タリーに魅せられて」ロータリーは新会員ととも
に』と題して基調講演を聞かせて頂きました。そ
の後、日韓姉妹縁組締結再調印式、RI会長代理ご
夫妻歓迎晩餐会、日韓交流パーティーと夜遅くま
で会合が続きました。
　10月６日（第２日目）朝早く広島を出発したメ

ンバーと合流し、10時から海峡メッセ下関で開催
された本会議に出席致しました。木下大会実行委
員長の開会の辞により始まり、山本山口県知事、
中尾下関市長、川上下関商工会議所会頭から祝辞
を賜り、沖田ガバナーにより決議が採択され、午
前の部は終了しました。午後からは、（株）イエロー
ハット創業者　鍵山秀三郎氏の記念講演を拝聴し、
本会議午後の部では、「ロータリー活動の具体的事
例発表と将来のロータリー活動」をテーマに事例
発表が行われました。予定通り、17時に本会議は
終了し、その後、懇親会に出席し、バスでの帰路
に着きました。とても、ハードな地区大会でした。
朝早くから、地区大会に出席して頂きました会員
の皆さんに感謝し、報告とさせて頂きます。

2013-2014

国際ロータリー第2710地区　地区大会国際ロータリー第2710地区　地区大会国際ロータリー第2710地区　地区大会国際ロータリー第2710地区　地区大会
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西南ロータリー　何でもコラム

　2013年10月18日、名古屋市で「日中韓鑑定評価協力会議（研修会）」が開催された。この歳（70才
過ぎ）になると勉強意欲は薄らぎ、履修単位の取得と前夜祭があるのを楽しみに出席した。
　人口減少・高齢化と不動産市場・不動産価格の動向が主テーマであった。同時通訳のスピーカー
の声が心地良く聞こえてコックリするときもあったが、歴史や文化、価値感等が異なることにより
国によって違う状況などを中心に私見を交えて要約して書いてみる。
　中国は、鑑定評価に関しては後進国であり、今回が初めての参加。人口構造は経済成長率８％前
後の高成長率を支えている「人口ボーナス」の状態（2010年の第６回全国人口センサスによると65
歳以上の老年人口比率8.9％ 15歳未満の年少人口比率16.6％）。都市部に住む都市人口比率が49.8％

（2010年）と低い状態。建国から今日まで３回のベビーブームでいまだ人口増（建国後約４億人が
2010年に約13.4億人10年間で約5.8％増）。福の象徴だった大家族から核家族化の家族構造の変化
等々。中国では、販売用不動産の約９割はマンションが占め販売価格だけでなく単価を併記。価格
の推移は右肩上がり。年間賃料から算出した不動産投資収益率は北京の住宅で約20％と高い。オフ
イスに関しては資料整備が遅れている現状。日本不動産研究所推計によるオフイス賃料（最高額イ
メージ）によると北京５万/坪上海2.8万/坪東京4.5万/坪。中国の現状は人口増かつ高齢化率も低く
不動産価格は右肩上がりで持続する力も保持。今後の課題の一つに農村部から都市部への移住を制
限している戸籍制度の改革。現在の都市化率50％がどのように推移するか注目される。
　韓国は、日本の地価公示制度をみならって標準地価格公示の制度設計をしたように鑑定評価に関
しては日本より後発。現在は、日本にない共同住宅価格公示（別名：マンション価格公示）を実施。
ソウル市の人口構造65歳以上の人口割合は上昇傾向（2012年で約11％東京はソウルの約２倍）。人口
数は2012年で約1,044万人で前年比約0.8％減。当日配布冊子では全国データなし。経済成長率は鈍化
し現状は低成長経済下と認識。ソウルではマンションが主流。マンション価格の動向は山あり谷あ
り。ベビーブーム世代の引退が始まり住宅購買能力の悪化、住宅売買価格の上昇率低下等で購入よ
り賃貸の傾向。オフイスに関してはソウルで大規模な再開発事業が目白押しで供給過剰の懸念。韓
国には伝貰（チョンセ）市場がある。一定の保証金を支払えば月々の家賃を支払う必要のない制度、今、
住宅購買意欲の低下により伝貰価格が上昇、今後の推移が注目されている。
　日本については、人口は2008年をピークに既に減少期将来推計人口は2048年に1億人を割り2060年
には8,674万人。65歳以上の老年人口の生産年齢人口に対する割合は2013年４人に１人2060年には2.7
人に１人と予測。歴史上、日本の人口減少は平安時代から鎌倉時代の乱の時代に700万人から600万
人２度目は江戸時代の享保の改革後現在は３度目の減少。不動産価格等の動向は残念ながら元気の
ない状況が続いている。
　日本の今後の取り組みの一つとして富山市のコンパクトシティの紹介があった。
　・新設した路面電車「ポートラム」の公共交通を「串」、徒歩圏内を「お団子」とする街づくり
　前夜祭の歓談のとき、東京の仲間が東京で億ションが高倍率で即日完売したという。ビックリす
るような話をよく聞いてみると、場所は皇居が望める一等地、販売価格は５億円くらいで坪単価が
800万とか、広島の坪単価の６倍程度とても信じられない話、加速する東京一極集中の実態をつくづ
く痛感。一方である仲間が東京湾が再生し、江戸前の魚貝の宝庫として復活しつつあるという。こ
の話には興味津々。さらに話を聞きたく夜の名古屋の街へ…………

人口減少・高齢化と日中韓の
　　不動産市場・不動産価格の動向

白　築　忠　治

（12）� 2013年10月
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日　時：2013年10月１日　13時45分〜 15時00分
場　所：ANAクラウンプラザ広島4F「松の間」
出席者：田中・林本・杉川・石井・室崎・宮本・
　　　　徳納・久保・岩田・杉本

・会長挨拶（田中会長）
　会員増強は順調に進んでいる。本日配られたガ
バナー月信を読むとこの地区では広島西南ロータ
リークラブの会員数の増加が一番多い。先日も新
会員候補者の面接を行った。会員が多くなると平
均年齢が下がって活性化してくる。今月から第
二四半期を迎えるのでよろしく。
・議事
①新会員候補（伊藤氏）について（杉川幹事）
　伊藤さんは自動車販売業をされていて、推薦者
の谷口会員と推薦同意者の佐々木会員からは真面
目でいい方だと聞いている。……入会了承
　先日ニシキプリントの宮崎社長の面接を行った。
　できれば幸村会員と伊藤さんの歓迎会を12月10
日に行いたい。
　宮崎さんの歓迎会も同じ日にするには11月の理
事会で入会承認して頂く必要がある。
　宮崎さんには杉川幹事から連絡。
②11月プログラムと行事予定（室崎理事）
　11月12日は財団について、その他は特別例会に
なっているのでプログラムはなし。
　12月24日のクリスマス例会は昨年度と同じ会費
にしたい。一期一音の演奏。
　３ロータリー合同例会の説明。
　委員会毎の机配置　現在出席者43名、未回答者
10名。
　台北合同例会の後の２次会について。
　会費を5,000円／人。
　台北新東ロータリークラブの会費はクラブで負担。
　懇親会では日本的な演奏を河野親睦委員会長に
伝えた。
③ガバナー公式訪問議題について（杉川幹事）
　２週間前までには準備をお願いしたい。
　会員増強の実態を報告する……宮本理事
　社会奉仕の取り組み……徳納理事
　財団と地区補助金について……平原理事
④台北新東ＲＣ来訪・合同クラブ協議会について
� （杉川幹事）
　合同クラブ協議会のテーマは30周年事業について
　山下委員長と徳納理事で素案を作って頂き台北
新東ＲＣに打診したい。
　来年度林本年度には確定したい。
⑤11／８西・西南・廿日市ＲＣ合同例会について
� （杉川幹事）
　先ほど説明
⑥ホームページについて（杉川幹事）
　曽里直前会長よりホームページの内容について

は理事会が責任を取るべきだとの指摘。
　最近のホームページの内容が薄い。
　林本副会長に窓口をお願いしたい……保留
　作る限りはちゃんとした物をつくりたい。
　ＣＭＳは更新が簡単、杉川幹事が谷口会員と内
容について相談。
⑦ロータリー財団寄付（EREY）他について
� （杉川幹事）
　財団寄付については⑪その他で承認。
　米山寄付については、本年度目標は16,000円×
60名＝960,000円
　普通寄付が前期後期で4,000円／人　4,000円×
60名＝240,000円
　奥田委員長より13名の有志に寄付を依頼了承済
の報告（計　282,000円）
　100万ドルからの寄付も合わせ目標を達成予定。
⑧30周年記念事業実行委員会立ち上げについて
� （杉川幹事）
　９月25日に長期計画委員会が行われた。
　特別委員会として創立30周年記念事業委員会を
設けることになった。……了承
　３年間機能することになる。（27、28、29年度）
　委員長の人選は会長・幹事に一任……全員了承
　11月に台北新東ロータリークラブが来広するま
でには決めたい。
　パスト会長会で承認して頂き、来月の理事会に
は報告。
⑨９月度会計報告（杉川幹事）
　100万ドル基金は順調に集まっている。
　スマイルボックスも順調に集まっている。
　長期計画フォーラムの意見抜粋の説明。
　コミュニケーションの工夫が必要、70歳以上の
パスト会長の横へ新入会員に座ってもらうなどの
配慮。
⑩各理事役員報告（各理事）
宮本理事　�ＧＭに出向いて会員増強のお願いをす

るので情報を下さい。
　　　　　�12月３日にロータリー情報GMを行い

たい。
久保理事　特になし。
石井理事　�理事会はメーキャップ対象、クラブ協

議会は対象外の確認。
徳納理事　�台北新東ロータリークラブ来広スケ

ジュールの説明。
室崎理事　�後半のプログラムがないので紹介お願

いします。
⑪その他
　青少年奉仕委員会根石委員長より
　　全国心臓病の子どもを守る会の講演会
　　�「フォンタンの会　in　ひろしま」後援の依

頼あり……了承
　　（フォンタンは手術の名前）

2013-2014年度　第４回理事・役員会　議事録
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　例会の案内ボードをANAクラウンプラザホテ
ルに設置（費用はホテル負担）
・次回開催日は11月８日（金曜日）17：00からで
す。
・閉会の挨拶（林本副会長）
　それぞれの協議、報告ありがとうございました。
第一四半期が無事終了し、第二四半期は行事が目
白押しです。
　引き続き皆様の協力宜しくお願いします。

　田渕会員の出席免除について
　入会して10年、年齢が75歳になられたので出席
免除の申請が出ている……承認
　例年ロータリー財団への寄付について……例年
通り承認
　EREY100$を11月会費で全会員から、ポリオ・
プラス５$/一人　雑費から
　米山梅吉記念館100円募金　100万ドルから
6,100円

　10月27日に中区吉島福祉センターで開催された心臓病の子どもを守る会の総会において、来賓
として田中会長がご挨拶されました。また、あらためて当クラブからの支援金をお渡ししました。
同会では、11月16日に「フォンタンの会㏌ひろしま」と題する患者家族向けの医療関係者による
講演会を企画されており、当クラブも後援しています。当クラブの奉仕が、心臓病の子どもたち
やそのご家族のために役立つことを祈っています。� 青少年奉仕委員会委員長　根石英行

全国心臓病の子どもを守る会
広島県支部第41回総会への参加

杉川　　聡　８日
先小山英夫　９日
遠崎　秀一　10日
末廣浩一郎　11日

根石　英行　11日
白築　忠治　23日
田村　英樹　27日

池久保光治　１日
平原　一彦　７日
田渕　昌孝　12日
佐藤　二郎　16日

曽里　　裕　18日
宮本　晋一　22日
児玉　栄威　30日
室﨑　雅宣　31日

会員誕生日

結婚記念日

10月の会員記念日

パートナー誕生日入　会　月

創　業　月

白築忠治夫人　啓�子様　８日
山本　豊夫人　幸�子様　20日
徳納武使夫人　貞�子様　22日
岩田智博夫人　美恵子様　25日
岡本文治夫人　� 邦��様　25日

曽里　　裕　Ｈ３年
杉川　　聡　Ｈ９年
木村　恭之　Ｈ９年
根石　英行　Ｈ14年
田渕　昌孝　Ｈ15年

山本　春男　Ｈ15年
久保慎太郎　Ｈ22年
桒田　博正　Ｈ23年
對馬　久子　Ｈ23年
橋本　幸範　Ｈ23年

石井　和彦　養神館病院� Ｓ７年
梶本　尚揮　㈱綜合建築設計�Ｓ50年
久保慎太郎　㈱コンテンツ・コーポレーション�Ｈ16年

森田由美子　㈱C’s�PORT� Ｈ21年
佐々木信幸　㈱ネクサス� Ｈ４年
濵田　公璽　高野山真言宗 大師寺�Ｓ28年
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広島西南RC　９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 9 17 24 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 × ○ ○ ○ ��75％
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 3 9 17 24 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 ○ ○ ○ ○ 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％

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

　今年の７月、中３の息子が衰弱した
子猫を拾ってきました。とりあえず動
物病院に連れて行って診てもらい、新
品の猫のトイレをただで頂きました。

結局飼うことになり、以前から猫を飼いたがって
いた小５の娘は大喜びで、今では家族ですが、未
だにトイレは失敗するし、日に日に部屋の壁がボ
ロボロになっていきます。先日、娘が、友達と捨
て猫探しの探検に行くと言うので、やめるように
言いましたが、不安です。新品のトイレをただで
もらう→２、３日面倒を見る→飼う→長期にわた
りリピーターになる、というわけです。� （橋本）

1166号� （15）
職業奉仕月間・米山月間



　本日の職場訪問例会は、「旅行の友」、「ふりかけ」でお
馴染みの田中食品株式会社さんの広島工場（広島県廿日市
市峠245-45）にお邪魔しました。
　社員さんたちの気持ちの良いご挨拶、おもてなしに感謝
しながら、会社の歴史や社会貢献に対する理念を学び、会
員個々の「職業奉仕」意識を高める事の出来た例会でした。

職場訪問 2013年10月22日
於：田中食品株式会社 広島工場


