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第1358回例会
12：00〜14：00　ホテルJALシティ広島

花見家族例会・懇親会
国歌・われらの生業
会長時間
皆様こんにちは。
本日は、お花見家族例会にたくさんの奥様方や

ご家族の皆様にお越しをいただきありがとうござ
います。せっかくの機会でございますので、奥様
方やご家族の皆様にクラブの現況をお伝えしたい
と思います。

今年度もあと３ヶ月となってまいりましたが、
理事の皆様や各委員会の委員長を中心に会員の皆
様方のご協力により、今年度の事業全てが順調に
実施をさせていただくことができておりますこと
を大変ありがたく思っております。会員増強も現
在、三宅会員、水谷会員、田中和之会員の３名の
若手の有能な方々に入会をいただいております。
そして、今年度のメイン事業でありました、地区
補助金を活用した心臓病の子供を守る会の、夏の
療育キャンプはあいにくの台風で中止とはなりま
したが、秋のデイキャンプに変更し、無事実施を
させていただくことができました。又、台北新東
ロータリークラブ訪問での友好交流も、奥様方の
ご協力をいただき無事実施をさせていただくこと
ができました。

今年度、例年と少々違っているところは、国際
ロータリーの会長からロータリークラブに対する
一般の人々の認知度を高める為のイベント「ロー
タリーデー」を実施するようにとの要請がありま
した。これはロータリークラブが、一般の人々を
招き楽しんでいただくことで、ロータリーへの理
解を深めていただくようにということです。RI
会長が世界のロータリークラブに直接具体的行動
要請をすることは、過去にはなかったことではな
いかと思います。初めての取組で大変戸惑うとこ
ろはありましたが、先月の21日に、観音のマリー
ナホップにて、我がクラブのロータリーデーとし
て、カープの野村謙二郎前監督のトークショーを
一般の方々をお招きし開催いたしました。当日は、
300名近い方に来場いただき無事実施をさせてい
ただくことができました。

今月は、全国の西南と名のつくロータリークラ
ブの集いが岡山で開催されますし、国際奉仕委員
会の奉仕事業、ベトナムの小学校への移動図書箱
の贈呈の為のベトナム訪問、又、５月には宮島の
包ヶ浦の桜の木の整備事業等まだまだ事業が残っ

ておりますので、最後まで気を引き締め頑張って
参りたいと思います。引き続き会員の皆様のご協
力とお力添えをお願い申し上げ本日の会長時間と
させていただきます。
�幹事報告
５月15日（金）開催の広島廿日市RC創立20周

年記念式・祝賀会の受付は本日締切。参加希望者
は事務局迄。／ピアノコンサート案内の紹介（受
付迄）。
�出席報告

　会員数 64名　出　席 40名　欠　席 24名
　　　　　　　 来　客 32名
　　　　　　　 P12に写真掲載 　　　　　　　

４
� 14

第1359回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
�お誕生月記念記念品贈呈
山本　　豊会員（４月 1日）
石井　和彦会員（４月11日）
仲田　淳嗣会員（４月13日）
萬歳　幸治会員（４月25日）
梶本　尚揮会員（４月26日）
桒田　博正会員（４月29日）
会長時間
皆様こんにちは。
ご来訪のお客様にはようこそお越し下さいました。
ごゆっくりとお過ごしくださいませ。
本日は、とうかさん圓隆寺の中谷副住職様に卓

話来賓としてお越しいただきました。「とうかさ
んと広島」についてお話をいただきます。宜しく
お願い致します。

先週の４月５日、日曜日のお花見家族例会には、
会員とご家族を含め75名の多くの皆様にご出席を
いただき開催することができました。今年度とし
ては、ご家族の皆様に参加いただける最後の機会
でしたので、５年ぶりにJALシティホテルの屋外
テラスの桜の木の下で開催することができ大変喜
んでおります。あいにく満開の桜の下でとはなり
ませんでしたが、美味しい料理やお酒をいただき
ながら歓談を楽しむ皆さんのテーブルに桜の花が
舞い降り、お花見の風情は充分にお楽しみいただ
けたのではないかと思います。親睦家族活動委員
会の皆様、JALシティホテルの先小山会員とス
タッフの皆様にお礼を申し上げます。

今週は二つクラブ行事がございますので、あら
ためてご案内させていただきます。一つは18日の
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よろしくお願いいたします。

（２．とうかさんについて）
（A．とうかさんとは？）
みなさま、とうかさんと聞いてやはりお祭りを

イメージされる方が多いのではないでしょうか。
それは正しいのですが、とうかさんとは神様の名
前なのです。
『稲荷大明神』
これがとうかさんという神様の正式名称です。

なぜ、お寺に神様がという話をしてしまうと30分
では終わらないので割愛させて頂きます。

先ほどから私は、自分のお寺を「とうかさん圓
隆寺」という風に名乗っています。圓隆寺という
お寺なのですが、この言い方は厳密には正しくあ
りません。しかし、「とうかさん」と言わないと、
皆さんどこの寺だか分かってもらえないので、神
様の名前とお寺の名前を合体して名乗っています。

とうか大明神は圓隆寺の
『総鎮守』

と呼ばれています。鎮守とはそのお寺やその地域
を守り、穏やかに鎮める存在の事で、戦前の圓隆
寺は現在の４倍ほどあり、境内には鎮守様を祀る
祠が６つあったと伝えられています。その鎮守様
たちのリーダーが「とうか大明神」であることか
ら「総鎮守」とよばれています。残念ながら、原
爆で圓隆寺が焼失した後、再建できたのは「とう
か大明神」の祠だけとなっています。
（B．とうかさん大祭の歴史）
先ほど、ご説明した「とうか大明神」の祭禮が
『とうかさん大祭』

なのです。
祭禮とは様々な意味がありますが、とうかさん

では一年に一度「とうか大明神」がお姿を現し、
一年で一番大明神の
『神力』

が高まる日と考えています。
とうか大明神のお像は一年の大半は祠の中で扉

が閉まり、そのお姿を見ることは出来ません。一
年に一度お祭りの日の初日に圓隆寺の住職によっ
て、その扉が開かれお祭りが始まります。
写真の①番をご覧ください。
この写真は、住職が扉を開いた後、私を含めた

数人の僧侶で「とうか大明神」の扉が開かれたこ
とに対しての喜びの作法を行っているところです。

次に、お祭りの始まりについてお話しします。

土曜日に岡山の倉敷にて全国の西南と名のつく
ロータリークラブ、９クラブが一同に会する、「西
南の集いin岡山」が開催されます。我がクラブは
会長、幹事と西南の集い親善委員会の曽里委員長
を中心に９名の皆様で参加してまいります。ロー
タリーの理念や価値観を同じくする人々の集いと
はいえ全国各地のそれぞれの地域の文化や特色に
よって、ロータリークラブの特徴も様々あるのでは
ないかと思います。ロータリーの見聞を広めなが
ら、学ぶことも多々あるのではないかと思います。
充分に交流を図ってまいりたいと思っております。

二つ目は国際奉仕委員会の国際奉仕事業です。
ベトナムの小学校への移動図書箱の寄贈です。本
日の14日から18日にかけベトナムのボランティア
組織グローバルビレッジファンデーションの協力
のもと、平石委員長と有志の会員の方で、ベトナ
ムを訪問し贈呈を行うようになっております。

今年度は例年以上に事業が多いように思います
が、引き続き皆様のご協力とお力添えをいただけ
ますようお願いを申し上げまして、会長時間とさ
せていただきます。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信・宮島桜を囲
む会案内の配布の案内。／京都西南RC週報、米
山梅吉記念館館報の紹介（詳細は受付迄）。／例
会変更。／例会終了後、理事役員会開催。／４月
18日（土）西南の集いin岡山開催。参加者は広島
駅北口２F新幹線改札前に10：30集合。
出席報告

　会員数 64名　出　席 47名　欠　席 17名
　　　　　　　 来　客  3名　来　賓  1名
プログラム
外部講師卓話
「とうかさんと広島」
 とうかさん圓隆寺
 副住職
 中谷　康韻　氏
（１．自己紹介）

まずは、簡単に自己紹介をさせて頂きます。
年齢は31歳で昨年結婚致しまして、先月長男が

生まれたばかりで新米のお父さんをしております。
地元の小中高を卒業し、東京の立正大学という

大学で宗教学・仏教学を専攻し、21の時に仏門の
道に進みました。その後、かねてから興味があった
心理学を勉強したくて縁あって相愛大学という大学
に編入学し卒業後広島に帰って現在、とうかさん圓
隆寺というお寺でご給仕させて頂いております。
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皆様の中にも、もしかしたら十日に祭りを行う
から、漢字で書くと
『十日さん』

これが祭りの由来だと思われている方もいらっ
しゃるかもしれませんが、これは間違いで祭りの
開催日を覚えてもらうために当時の住職が考えた
一種の洒落ですので、お間違えの無いようにお願
いいたします。

さらに、昭和36年からは梅雨時になり雨の降る
日が多い事から地元商店街並びに露天商の方々の
要望により６月８・９・10日の３日間行われるよ
うになりました。

この新暦での固定日程を43年間続けて参りまし
たが、将来の社会・経済情勢を勘案した結果、平
成10年から大祭の日程を６月の第１金曜日から始
まる土・日の３日間とし、現在に至ります。

（３．稲荷について）
先ほどから、とうかさんは稲荷と書くとお話し

してきました。
では、稲荷とは何かを簡単にお話しさせて頂き

ます。
（A．ダーキニー）
稲荷に行く前に、
まずは、写真③番をご覧ください。
ダーキニーとはこのように

女性の姿をした、もともとは
ヒンズー教の女神で人間の
心臓や肝を食べてしまう魔
神でした。きわめて恐ろしい
神様ですが、その威力は絶
大で現世の欲望なら大抵の
事は叶うとされていました。

この、ダーキニーという神
様は後に、仏教という宗教
にその存在は取り入れられ
ることになります。この段階の仏教を我々は
『密教』

と呼んでいます。
（B．宇迦之御魂大神（うかのみたまおおかみ））
次に宇迦之御魂大神（うかのみたまおおかみ）

と書かれています。これは、京都市伏見区にある
伏見稲荷大社が日本各所にある神道上の稲荷神社
の総本社となっています。総本宮である伏見稲荷
大社では宇迦之御魂大神（うかのみたまおおかみ）
を主祭神としており、あとレジュメに記載されて
いる４体の神様を総じて

写真③

とうかさん大祭は1619年に圓隆寺が広島藩初代
藩主　浅野長晟公により建立されたときに、初代
の住職が「とうか大明神」をお祀りし、始まりました。

最初といいますか、お祭りは今年で397回目の
祭禮を迎えますが、この歴史の殆どは
『端午の節句』

の時期におこなわれていたお祭りでした。
「とうか大明神」は元々、浅野家の
『武運長久』

を願う神として勧請された神様だという説があ
り、これが端午の節句の時期に行われていた所以
ではないかと考えています。

しかし、江戸時代が終わり、武士の時代が終わ
るとお祭りは一般庶民へ向けたお祭りへと変わっ
ていきました。

お祭りは、昭和29年まで旧暦の端午の節句に行
われていましたが、新暦では早い年で５月下旬、
遅い年で６月下旬と１ヶ月のずれがあり、殆どの
行事が新暦で行われる為「とうか」を「十日」に
かけ、又、６月10日頃が大体旧暦の端午の節句に
なるので昭和30年より新暦６月９・10両日に行わ
れるようになりました。
写真の②番をご覧ください。
少し見にくいですが、これは昭和20年代後半の

お祭りの写真で横長の幕の右には「旧暦五月節句」
左には「六月十九・二十日」と書かれています。

写真②

写真①
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祭りになったと考えられています。
写真④番をご覧ください。
浴衣姿の女性がお参りをしている風景です。実

に日本的な光景ではないでしょうか。
広島は梅雨時期になると、全国的にみても高温

多湿な気候の街です。とうかさんの開催時期と浴
衣の文化そして祭りを続けてきた先人たちの努力
が今の祭りを形作っているのだと考えます。

（B．これからのとうかさん）
とうかさんは、ありがたいことに、広島三大祭

りと呼んで頂ける祭りでございます。これには、
私たち祭りを運営する人間にとっての誇りであり、
大きな自信でもあります。

広島三大祭りの他は、えびす講と住吉神社の夏
季大祭だと言われています。フラワーフェスティ
バルを入れる若い人もいらっしゃいますが、ここ
では、除きます。何故、三大祭りと言われるのか
諸説ありますが、私は広島という原爆が投下され
殆どが焦土と化した街で、安土桃山時代や江戸時
代から続く祭りを１度も途切れず続けていくとい
う事は奇跡的なことであり、まさに今時代によっ
て少しずつ形を変えながらも残っていて、多くの
方がお参りに来られるという事が三大祭りの誇り
の一つなのだと思います。とうかさんは、平成30
年に400回目のお祭りを迎えます。私は500年目に
向けて広島の文化として、どのように残していく
べきかを考え、日々勉強していきたいと思います。

写真④

『稲荷神』
としています。

写真が無いのは神道は神様の姿を偶像化しない
ので、画像が存在しないのです。
（C．稲荷とキツネ）
この、宇迦之御魂大神（う

かのみたまおおかみ）は穀
物の神様です。何故、稲荷
とキツネが結びついたかと
いうと、諸説あるのですが、
一説には穀物を食べる野ネズミをキツネが食べて
くれるので、キツネを穀物の守り神と考えられた
とされています。

一方、ダーキニーとキツネの繋がりとしては、
狐は古来より、古墳や塚に巣穴を作り、時には屍
体を食うことが知られていた。また人の死など未
来を知り、これを告げると思われていた。ダーキ
ニーは人間の心臓などを食べてしまう神であるこ
とから、狐とつながったと考えられています。
（D．荼枳尼天（だきにてん））
ダーキニーは荼枳尼天と

いう名前に変わり、日本に
入ってきました。

日本にはダーキニーと同
じく狐と結びついていた、
宇迦之御魂大神（うかのみ
たまおおかみ）がおり、そ
の流れで稲荷という名前で呼ばれるようになり、
現在に至っています。

仏教のお稲荷さんは、神道のお稲荷さんの穀物
の神様という意味合いだけに留まらず、元々の
ダーキニーの特徴を残して、先ほど話したように
目的を達成する神様とされ、例えば徳川家康は荼
枳尼天に自分の肝を差し出したことにより天下
統ーを果たしたという逸話も残されています。話
の信ぴょう性は薄いかもしれませんが、この様に
江戸時代までは特に武士では戦勝祈願の神ともさ
れ、また商人には商売の成功を祈願する神様とさ
れるなど、様々な目的を達成する為の神様として
崇められるようになっていったのです。

（４．とうかさんと広島）
（A．広島の風土に根差した風習）
とうかさんは、浴衣の着始め祭りとも言われて

います。これは江戸時代では無く、明治以降、日
本人が洋装から和装に変化したときに
『浴衣を着始める』
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別展を鑑賞した後、ガイドの方の案内で倉敷の
美観地区を散策しながら倉敷の歴史文化につい
て詳しい説明を聞かせていただきました。メイ
ン会場の大原美術館の本館では館長の挨拶と学
芸員の方のお話の後、本館の絵画鑑賞を行いま
した。中でもエルグレコの受胎告知等は倉敷に
あること自体が奇跡と言われています。その貴
重な絵画を含む数々の名画を鑑賞した後、美術
館一階フロアーのこれまた名画に囲まれたアー
ティスティックな空間でお酒とオードブルが振
る舞われ、大変贅沢なひと時を過ごさせていた
だきました。懇親会はアイビースクエアーの会
場で行われ、それぞれの西南ロータリークラブ
の紹介を行いながら楽しく交流をさせていただ
きました。来年は大阪か長野県の松本のいずれ
かで開催されるとのことです。

西南という共通の名が付くロータリー仲間とい
うだけで他地域の全く知らない方とでも互いにす
ぐに打ち解けられることが不思議に覚えました。
ロータリーを楽しむ新たな体験をさせていただい
たように思います。

以上、本日の会長時間とさせていただきます。
�幹事報告
会員手帳追加シール・健康管理委員会からの案

内・５月12日（火）夜開催の職業奉仕委員会GMの
案内・合同ゴルフ組合せ表（参加者のみ）配布の
案内。／例会変更。／例会終了後、次年度クラブ
協議会開催。
�スマイルボックス
山國豊　会員（1,000円）　花見例会のざんげ

の出費です。どうもすみません。蝶ネクタイを頂い
たのにも拘らず欠席しました。

對馬久子　会員（3,000円）　民事調停協会長
より表彰状を頂きました。感謝の意を表して出宝
させて頂きます。
出席報告
会員数 64名　出　席 56名　欠　席  8名
　　　　　　 来　客  2名　来　賓  1名
プログラム

外部講師卓話
「日本のお酒事情」
株式会社酒商山田　代表取締役
 山田　淳二　氏

●講師紹介
1958年広島市生まれ。昭和６

年創業の㈱酒商山田代表取締役。日本の酒の魅力
に惹きこまれ「日本」をテーマにした酒屋に取り

自己紹介
中谷康韻（なかたに　こういん）
昭和 59 年（1984 年）２月６日生まれ
31 歳
妻と長男（１か月）
地元　小中高を卒業後
立正大学　宗学科卒業
相愛大学　人間心理学科編入学　卒業
現在　とうかさん圓隆寺　副住職
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ROTARY
四つのテスト唱和
ご結婚記念月記念品贈呈
藤崎健次郎会員（４月12日）
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
皆様こんにちは。ご来訪のお客様にはようこそ

お越し下さいました。ごゆっくりとお過ごしくだ
さいませ。 

本日は卓話来賓として酒商山田の山田社長様
にお越しいただきました。「日本のお酒事情」の
テーマでお話をいただきます。宜しくお願い致し
ます。

先週の18日土曜日、岡山県の倉敷で開催されま
した、西南の集いの会in岡山のご報告をさせてい
ただきます。参加クラブは長野県の松本・東京・
大阪・京都・福知山・岡山・広島・熊本・鹿児島
と９クラブの西南ロータリークラブで出席者数は
総勢93名でした。我がクラブからは９名で参加を
いたしました。週末の土曜日にもかかわらず又ご
多用の中、参加協力いただきました皆様に感謝申
し上げます。

今年度の開催クラブ、岡山西南ロータリークラ
ブの皆様には各地の西南ロータリークラブ其々に
専任担当者をつけていただきしっかりとしたアテ
ンドをしていただきました。ホスピタリティの良
さにさすがロータリーと感心致しました。

当日のスケジュールは大原美術館の別館や特
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75％の割合です。では都道府県別でどこが最もワ
インの生産量が多いかと言いますとこれが神奈川
県で、国産ワイン全体の約38％が生産されていま
す。ついで、山梨県、栃木県、岡山県、長野県などが
続きます。神奈川県は決してブドウの生産量が国
内１位ではないのに、なぜワインの生産量が１位
なのでしょうか？答えはワイナリーのおかげとい
うことになるのですが、実は国産ワインの定義が
大きく影響しています。国産ワインと言えば原料
から国産であるような気がしますが、実は原料の
ブドウが輸入物でもワインにして瓶詰めを日本で
行えばこれが国産ワインとなります。しかしなが
ら輸入されるブドウは多くが海外で搾られ、濃縮
されて日本に入ってきますから、世界で認められ
るワインを作るためには今後海外でみられるよ
うなワイン法を整備し、国産の原料を使った国産
ワイン、いわゆる「日本ワイン」の差別化を図るこ
とが重要だと思います。日本ワインは鉄分の少な
い日本の水で作られたワインであるため、日本料
理によく合います。また、国産のブドウを使うこ
とで高い安全性が確保されます。ワインは販売形
態もオシャレですし、近年の変化した日本の食生
活にも非常にマッチします。今後も日本でますま
すワインが飲まれるようになることが期待され
ています。
●その他の日本のお酒

本格焼酎については焼酎バブルが崩壊した状況
にあり、元気がありません。

飛ぶ鳥を落とす勢いで伸びているのがみなさん
よくご存じの山口県岩国市の蔵元、旭酒造さんの

「獺祭」です。旭酒造の桜井さんは東京、ニューヨー
ク、パリを重要なマーケットとして捉え、売り上げ
をどんどん伸ばしておられます。獺祭の最高級品
は「磨き、その先へ」という名前で、定価が720ｍl
で32,400円となっています。うちでも扱っていま
すが、仕入れた先から売れていくような状況です。
ちなみに昨年オバマ大統領が訪日された際のお土
産としても「獺祭」が使われました。

その他の注目のお酒をご紹介しますと、「獺祭」
同様、オバマ大統領が安倍首相と数寄屋橋次郎で
会食された際にふるまわれた「ゴールド賀茂鶴」
の角瓶、それに「マッサン」の主人公のモデルと
なった竹鶴政孝の生家である竹原の竹鶴酒造さん
のお酒「竹鶴」も非常にいいお酒です。

時間となりましたのでこれで終わります。本日
はご清聴ありがとうございました。

組んできた。蔵元やお客様とのパイプ役となり、日
本の酒の素晴らしさを広めていくことをライフ
ワークとしている。
●日本のウィスキー

昨年最も注目されたお酒はなんでしょうか？そ
うです、ＮＨＫドラマ「マッサン」の人気に後押し
されてウィスキーが大変注目を浴びました。

では、世界の５大ウィスキーをご存知ですか？
正解はスコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナ
ディアン、そしてジャパニーズです。木村さんはも
ちろん、さすがみなさんよくご存知ですね。日本の
ウィスキーは現在世界的に非常に高い評価を受け
ていまして、ワールド・ウィスキー・アワード

（WWA）やインターナショナル・スピリッツ・
チャレンジ（ISC）といった世界最高峰のウィス
キー品評会においてサントリーやニッカのハイエ
ンド商品は常に上位にランクインしており、最高
賞を受賞することも近年は珍しくありません。こ
うした人気や高い評価のため、一部の商品はうち
でも非常に仕入が困難な状況にあります。その人
気はプレミア価格をよんでおりまして、例えばサ
ントリーの響30年は定価が120,000円ですが、イン
ターネット販売では229,000円で売り切れとなっ
ていました。他にも同じくサントリーの山﨑25年
は定価が125,000円のところ、30万円以上で売られ
ています。こうしたプレミア商品はなかなか仕入
も困難ですからうちではベンチャーウィスキーと
いう会社のイチローズモルトという商品を扱って
皆様にお勧めしています。イチローズモルトの中
でもハートシリーズという商品はプレミア商品と
して高値で取引されています。

昨年、北海道の余市ウィスキー蒸留所を訪ねま
したが、たくさんの観光客の方が来ておられまし
た。とてもいい所ですのでみなさんもぜひ行かれ
てみてください。特に秋がお勧めです。
●日本のビール�

ビールについては直近のデータではやや回復し
ていますが、大きな傾向としては消費量が年々
減ってきています。これはいわゆる第３のビールの
出現やいろいろな種類のお酒が出回るようになっ
てきたことが原因だと思います。ただし、最近よく
聞く「ちょっと贅沢」なプレミアムビールについて
は売り上げを伸ばしてきています。
●日本のワイン

他のお酒が総じて消費量を減らす中、ワインだ
けは年々増えてきています。現在日本で消費され
るワインは概ね国産ワインが25％、輸入ワインが
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それでこそロータリー
連続出席100％
三好　清隆会員（９年）
寺本　真司会員（８年）
杉本　清英会員（７年）
折本　　緑会員（５年）
上田　直治会員（１年）
会長時間
皆様こんにちは。
ご来訪のお客様にはようこそいらっしゃいまし

た。ごゆっくりとおくつろぎくださいませ。
本日のプログラムは新会員卓話となっておりま

す。
水谷耕平会員と田中和之会員のお二人に卓話い

ただきます。楽しみにしたいと思います。宜しく
お願いいたします。

先日25日日曜日は、広島14ロータリークラブ合
同懇親ゴルフ大会が開催され、我がクラブからは
17名の多くの皆様に参加いただきました。参加い
ただきました皆様にお礼申し上げます。ありがと
うございました。又、本日夜メルパルクにて懇親
会と表彰式が行われますので宜しくお願い致しま
す。

今月４月はロータリー雑誌月間でした。新年度
の７月からは４月の雑誌月間は、母子の健康月間
に変更となります。本日は、最後の雑誌月間とい
うことで、ロータリー雑誌に因んだ情報をお伝え
したいと思います。

国際ロータリー初の公式雑誌「ナショナル・
ロータリアン」誌は1911年にロータリークラブ初
代事務総長のチェスリー・ペリーを、只１人の編
集者として誕生しています。創刊号の発行部数は
3,000部でしたが、現在は『The Rotarian』誌と
改名され発行部数は50万部以上となっていま
す。しかしながら、世界中のロータリアンの半数
以上が、『The Rotarian』誌ではなく、その地域
の言語で発行されている地域雑誌を講読してい
ます。これらの地域雑誌は、ロータリアンが独自
に編集しているもので、130カ国以上、24カ国以
上の言語で発行されています。発行部数は延べ
872,000部に上り、それぞれの雑誌が地元の観点
から編集されています。そして、ＲＩのメッセー
ジがロータリアンに確実に届く様に国際ロータ
リーが指定した『The Rotarian』誌から記事や写
真の掲載が義務付けられています。日本のロータ

リーの友は、1953年の初刊で発行部数は108,000
部、英語版は3,500部となっております。これら
のロータリー雑誌が、世界で発行される目的はＲ
Ｉ指導者と世界中のロータリアンとの直接的な
意思疎通の懸け橋となることを目的としていま
す。ロータリーの国際性と教養を映し出し、ロー
タリーのメッセージをすべてのロータリークラ
ブに、そしてすべてのロータリアンに伝えると言
うチェスリー・ペリーが創刊号に記した目標と
思いは、初刊から104年経過した現在も継続され
ています。

因みに、チェスリー・ペリーについてポールハ
リスは「自分がロータリーの建築家と呼ばれるな
らばペリーは、建設者と呼ばれるべきであろう」
と評しています。以上、本日の会長時間とさせて
いただきます。
�幹事報告
2015－16年度会員名簿記載事項確認のお願い配

布の案内。５月12日（火）迄に必ず回答を。／５
月10日（日）開催の宮島桜を囲む会・５月12日（火）
開催の第３回職業奉仕委員会GMの各案内を回
覧。未回答者は回答を。／例会変更。／例会終了
後、月報編集会議開催。／本日18：30より合同ゴ
ルフ懇親会がメルパルク広島で開催。／次回例会
はGW明け５月12日（火）。
�スマイルボックス
宮㟢真　会員（5,000円）　ニシキプリントで、

５月３、４、５日、FFに出展します。ぜひお越
し下さい。
根石英行　会員（5,000円）　広島メープル法

律事務所と、佐藤克則会員の社会保険労務士法人
サトーとの合同勉強会を、５月29日14時から開催
します。

今回のテーマは本年10月から運用が始まります
マイナンバー制度についてです。

費用は無料です。ご案内を配布させていただき
ましたので、ご興味のおありになる方は、ご参加
ください。
出席報告
会員数 64名　出　席 51名　欠　席 13名
　　　　　　 来　客  3名
プログラム
新入会員卓話
 水谷　耕平会員
こんにちは。２月から加入し

た水谷です。
今日は、新入会員卓話という
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ことでお時間をいただきました。何を話してもい
いと言われているのですが、はじめての卓話です
ので、この場を借りて、少し細かい自己紹介をさ
せてください。お付き合いいただければと思いま
す。

私は、２歳の時から広島にいますので、出身地
は広島と答えていますが、もともと両親は三重県
出身でして、私も三重県で生まれました。

水谷という苗字は、広島ではそう多くない名前
かと思いますが、三重、名古屋といった東海地方
では、水谷はかなりメジャーな苗字なんです。父
に聞くと、学生時代は一クラスに７、８人「水谷」
がいたそうです。

三重で水谷家が何をしていたかというと、祖父
がもともと四日市（名古屋から電車で30分くらい
の町です）で大工か工務店か建築関係の仕事をし
ていました。祖父は戦争で中国大陸に行っていた
のですが、傷痍軍人として早くから地元に戻り、
名古屋で三菱かどこかで働いていました。祖父は
結構商売気があったようで、当時は全国的に物不
足だったと思いますが、名古屋は都会ですから物
が多かったようですが、三重は田舎ですので、物
がないんですね。そこで、祖父が名古屋から日用
品を仕入れて、三重のお店に卸すという問屋の仕
事をはじめて、これが結構当たったようなんで
す。父から聞くと、一時は三重県北部で一番の問
屋にまでなったくらいでした。さらに、祖父は、
この勢いをかって、これからはスーパーマーケッ
トの時代がくるということで、自ら小売をはじめ
ました。四日市の南の方の富田という町でスー
パーを出店させ、これを旗艦店として短期間で四
日市に２店舗を出店し、これからどんどん店舗を
増やして事業展開していく状況だったんです。三
重と言えば、岡田屋商店（呉服店）というのが
ありまして、後にジャスコ、イオンという超巨
大小売業になるのですが、当時はまだ呉服（生地）
を売っているお店でして、小売には本格的に進
出していないくらいの時期だったそうです。そ
んな時に、祖父はスーパーを拡大しようとして
おり、一代にして水谷家中興の祖にならんとして
いました。

ところが、運悪く、三重と言えば有名な伊勢湾
台風があったんですね。昭和34年でしょうか。こ
れにより祖父の旗艦店が流されてしまい、銀行へ
の返済もできなくなって、あえなく夢半ばにして
廃業となってしまいました。台風の被害に遭わな

ければ、ひょっとしたら、今頃私はイオンの御曹
司くらいの立場になっていたかもしれないと思う
と、非常に残念です。

結局、祖父は小さな工務店を始めて、父がそれ
を継いでいたのですが、親族間のトラブルなどで
うまくいかなくなり、ごちゃごちゃしながら父は
広島に来た、以来、私も広島で生活していたとい
う次第です。

広島の地元は、安佐南区の長束というところで
す。地元の小中学校を出て、高校も一番家から近
い祇園北高校という県立高校に進みました。今述
べたような状態で広島に来て、継ぐ稼業などもあ
りませんので、両親からは進路のことや、勉強し
ろなどとは全く言われたことはありませんでし
た。まあ教育する気がなかったのでしょう。

高校時代は硬式テニス部に入っていまして、毎
日走らされたり、トレーニングをさせられたりで、
体が小さかったこともあり、本当にしんどくて、
嫌で嫌で仕方なかったのです。何度か貧血のよう
にクラクラして倒れたこともあります。毎日、授
業中には後の部活のことを考えると憂鬱でした。
何故か続けてしまっていたので、時間の多くを部
活に使っていました。今振り返っても、人生で一
番長い１年間は高校１年生の時なんです。ですか
ら、高校１年のころは、大学に進学することなど
も具体的に何も考えていなかったのですが、さす
がにテニスばかりしていて成績も下がる一方であ
り、進路の選択肢すらないようだと困ると思いま
したので、合間を見つけて勉強するようになりま
した。今振り返ると、結構、計画を立ててストイッ
クに実行していくことに向いていたんですね。当
時はですが。

例えば、私は今では上背がありますが、今でも
覚えていますけれども、高校１年生の時が155セ
ンチ、高校２年生の時でも158センチしかなかっ
たんです。何とか背を伸ばしたいと当時の水谷少
年は考えていましたので、高校２年生の時から、
まずカルシウムのサプリ（ウエハース）を買って
きて、毎日食べました。それから、牛乳を毎日１
リットル飲み続けました。それから、炭酸飲料は
カルシウムを溶かすという話があったので、高校
時代は炭酸を体に入れませんでした。また、タバ
コは成長を止めるなんていう話もあったので、父
親のタバコを家の中では禁煙にしました。目標の
ために集中する力が当時はあったんですね。

結局、今の仕事は資格試験を通ってのものです
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ので、体が著しく成長する時期に勉強を始めたこ
とが今の仕事に繋がっているのでしょう。とても
勉強する環境になかったことを考えると、非常に
運がよかったのだと思います。

仕事の話をします。現在、妻と一緒に弁護士事
務所を開いています。弁護士になって最初の５年
弱は東京で勤務弁護士として働いていましたが、
当時交際中だった妻は名古屋で勤務しており、い
わゆる遠距離恋愛でした。妻が働く場所を確保し
なければなりませんし、子供ができた時のことを
考えると、東京で住み続けるのはしんどいと思い、
2008年に広島に戻り、独立開業しました。最初、
水谷法律事務所という名称だったのですが、翌年
に結婚して妻が広島に来ると、私の名前も入れろ
ということになり、現在の水谷・木村法律事務所
という名称になっています。

最後に、仕事の目標をお話したいと思います。
私は、2003年に弁護士登録をしまして、当時、25
歳でした。運良く若い時にこの仕事を始めること
ができたということもあり、自分の目標としては、
半世紀、50年間弁護士を続けていきたいと思って
います。長い期間仕事を続けていくためには、体
の健康は維持していかなければならないのです
が、業務の精神というものも健全でなければなら
ないので、やはり４つのテストを実践していくこ
とが肝要と考えています。

今後ともご指導を宜しくお願いいたします。
ご静聴ありがとうございました。

 田中　和之会員
こんにちは。３月より参加さ

せていただきました田中です。
弊社は広告業を生業としてい

るわけですが、テレビ、ラジオ
などの電波媒体をはじめ、チラ
シ、新聞、ダイレクトメールなど紙媒体の企画か
ら制作フィニッシュ、媒体管理に携わっておりま
す。

その中で、今日は、「CM撮影の現場風景」を
ご覧いただこうと思いご用意いたしました。

これは、昨年手がけたCMのひとつで、前田智
徳さんを起用しての、広島マツダ様の企業CMで
す。

広島マツダ様が昨年の７月より、創業81周年と
いう、新たなスタートを切るということで、ちょ
うど、広島カープを引退し、野球解説者として新

たなスタートを切っていた前田さんを起用する企
画をプレゼンし、採用されたものです。

もちろんプレゼンするにあたり、事前に前田さ
んにオファーしたところ、当時で、すでに７社か
らのCM出演の依頼があったそうですが、この企
画ならということで、快くご出演いただきました。

現在もマンションやハウジングメーカーなど、
前田さんには出演依頼は多々あるそうですが、基
本、ご出演はNGみたいです。

映像は、スタジオ撮影篇とロケ撮影篇の２本、
まずはスタジオ撮影篇からです。

１分少々と「あっという間」ですので、お見苦
しいかとは思いますが、ちょいちょい止めつつ一
言解説を入れさせていただきますので、ご了承く
ださい。

スタジオバージョンは、「ただ前田さんだけ！」
という15秒CM。引退間もない前田さんがCMで
初登場ということで、クライアントから「前田さ
んの目ヂカラだけの15秒がほしい」ということで
制作しました。

ちょうどこのキャンペーンがテイクオフする７
／１は、ズムスタで巨人３連戦でしたので、ズム
スタのアストロビジョンでもこのCMを流しまし
たところ、観客はもちろん、カープの選手も巨人
の選手もアストロビジョンに目が行き、口あんぐ
りでした。

私としては「してやったり」だったんですが、
後日前田さんから「ああいうのは恥ずかしいから
どうか勘弁してくれ」と、えらいお叱りを受けて
しまいました。

続きましては「ロケ撮影篇」です」
ロケCMは、当初提案したコンテ通りの30秒

CMとして成立しています。

これらCM制作は、当然、まずはクライアント
の意向にそえる企画を立案し、細かい要望のすり
合わせを進めていきますが、なにより、広告を通
して、弊社のプロジェクトが、クライアントはも
ちろん、スタッフや媒体、そしてマーケットの機
運が、湧き上がる企画と表現ができればと、常に
心がけています。

以上、私の「新会員卓話」でした。
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４月の会員記念日

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

藤崎健次郎　12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

結婚記念日

創　業　月

パートナー誕生日
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
三宅陽一郎夫人　久　美様　29日

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

入　会　月
吉田　栄壮　H１年
佐古　雄司　H23年
藤崎健次郎　H26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㈱ H元年
山本　春男　㈱ヤマユウ H３年
水谷　耕平　水谷・木村法律事務所 H20年

花見家族例会
４月５日、花見家族例会が行われました。
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国際奉仕委員長　平石　雅史
ベトナム訪問報告

４月17日は、ホーチミン市近郊の孤児院を見学
しました。ここは、少し年齢の高い小学生から18
歳くらいまでの子供たちが生活しています。

2015年４月14日から４月18日にかけて、山本春男会員、俵会員とベトナムを訪問し、本年度の国際奉
仕の事業計画である、ベトナムへの移動図書館の寄贈を、GVF（グローバル・ヴィレッジ・ファンデーショ
ン：代表　レリィ・ヘイスリップ氏）を通じ行いました。
過去４回の訪問で約20台の移動図書館を寄贈していますが、社会主義国であり本の検閲があるため、本

の選別は毎回レリィさんに一任し、目録を進呈しています。今回は、1200ドルを目録として進呈しました。

４月15日に、ダナン市郊外の孤児院を訪問見学
しました。ここは、若くして出産を余儀なくされ
た女性の駆け込み寺の様なところで、生後間もな
い乳児から15歳くらいまでの子供約30人が共同生
活をしています。

この二ヶ所は、GVFが中心となり支援をしている孤児院です。
現在、ベトナムへの支援は移動図書館寄贈のみですが、孤児院の衛生面や教育を受ける環境の劣悪さから、

今後は教育や医療などの支援の余地もあると感じました。
私も、今回で６回目の訪問になりますが、海外の支援については、先方とのやりとりが難しい中、GVF

は組織もしっかりしており、レリィさんとの良い人間関係も構築できたので、継続して支援をする価値を感
じています。

（過去に寄贈した移動図書館）

（ダナン市郊外の孤児院） （ホーチミン市郊外の孤児院）

http://www.globalvillagefoundation.org/GVFのホームページ
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掲　示　板

５月行事予定
❖ ５月10日（日）11：00 ～
　宮島桜を囲む会 宮島包ヶ浦現地集合
❖５月12日（火）13：45 ～
　第11回理事役員会 ANAホテル４F
　　　　　　　　18：30 ～
　職業奉仕委員会GM ホテルJALシティ広島
❖５月19日（火）13：45 ～
　現次合同クラブ協議会 ANAホテル４F
❖５月26日（火）12：00 ～
　月報編集会議 ANAホテル３F例会場前
　　　　　　　　13：45 ～
　次年度第４回理事役員会 ANAホテル４F
　　　　　　　　18：30 ～
　地区委員長を迎えて財団勉強会
 ホテルJALシティ

日　時：2015年４月14日　13時45分～ 14時45分
場　所：ANAクラウンプラザ広島４F
出席者：林本・木村・室﨑・佐々木（宏）・曽里・
　　　　先小山・對馬・白築・久保

・林本会長挨拶
花見例会も終わり、西南の集い、ベトナム本の寄
贈、５月の宮島の桜の手入れ、残りの行事もわず
かだがゴールまで気を緩めず引き続きご尽力をお
願いする。

議題
・ロータリデー開催とＰＥＴＳ報告
３月21日にマリーナホップで実施、当初の予算通
り約30万円で終了。
ポリオ基金に10万円寄付。
ＰＥＴＳ、３月22日木村会長エレクト出席。次年
度についての研修。

・次年度合同幹事会への申し送り事項
　例年の申し送り事項に付加え、ロータリー創立
記念周年行事については、実施の二年前より計画
する事が望ましい件と、合同事務局運営委員会に
ついて専任の合同事務局運営委員の任期が３年に
なっている点は各クラブの判断に委ねる。

・５・６月プログラムについて（演題等）
　今年度卓話全て埋まっている。多少演題が未定
だが確認をする。

・３月度会計報告
　未収入金がある。

・各理事役員報告
　会員組織委員会　理事　佐々木宏
　ロータリー情報委員会は、Ｃチームの発表があ
る。

　SAA　理事　曽里裕
　100万ドル食事続ける。

　クラブ広報委員会　理事　對馬久子
　ロータリーデー、ロータリーの友誌に投稿。

　クラブ管理運営委員会　理事　先小山英夫
　順調に進んでいる、問題ない。

・その他
　廿日市ロータリークラブ創立記念例会、西南か
ら21名参加。
　５月17日地区協議会、岩田会員国際奉仕部門発表。

・閉会の挨拶　木村副会長
　我々が出来る事を何かを思いながら残り３ヶ月
よろしくお願いする。

2014-2015年度　第10回理事・役員会　議事録

DONATIONDONATION
４  月 年度累計

ス マ イ ル 121,000 円 863,000 円
善 意 の 箱 10,881 円 124,446 円
100万ドル 53,130 円 517,776 円
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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 3 10 17 24 出席率
1 荒木　　攻 ○ ○ ○ ○ 100％
2 萬歳　幸治 △ △ ○ △ 100％
3 藤崎健次郎 ○ ○ ○ ○ 100％
4 平原　一彦 ○ ○ △ ○ 100％
5 林本  正継 ○ ○ ○ ○ 100％
6 平石　雅史 ○ ○ ○ △ 100％
7 橋本　幸範 ○ △ ○ ○ 100％
8 林　　暢也 ○ ○ ○ ○ 100％
9 濵田　公璽 △ ○ ○ ○ 100％
10 石井　和彦 ○ ○ ○ △ 100％
11 池久保光治 ○ ○ ○ ○ 100％
12 岩田　智博 ○ ○ ○ ○ 100％
13 伊藤　英彦 △ ○ ○ △ 100％
14 梶本　尚揮 ○ ○ ○ △ 100％
15 木村　恭之 ○ ○ ○ △ 100％
16 久保慎太郎 ○ ○ ○ ○ 100％
17 桒田　博正 ○ ○ ○ ○ 100％
18 児玉　栄威 ○ ○ ○ ○ 100％
19 幸村　憲治 ○ ○ ○ △ 100％
20 三好　清隆 ○ ○ ○ △ 100％
21 村尾　博司 ○ △ ○ ○ 100％
22 宮本　　昇 ○ ○ ○ ○ 100％
23 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ ○ 100％
24 森田由美子 △ ○ ○ ○ 100％
25 宮㟢　　真 △ ○ △ ○ 100％
26 根石　英行 ○ ○ △ ○ 100％
27 仲田　淳嗣 ○ ○ ○ △ 100％
28 岡本　文治 ○ ○ ○ ○  100％
29 奥田　　實 ○ △ ○ △ 100％
30 小川　光博 ○ △ ○ ○ 100％
31 岡本　俊雄 ○ ○ △ △ 100％
32 折本　　緑 ○ ○ △ △ 100％

氏　名 3 10 17 24 出席率
33 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100％
34 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100％
35 曽里　　裕 ○ ○ ○ ○ 100％
36 杉川　　聡 ○ ○ ○ ○ 100％
37 先小山英夫 △ ○ ○ ○ 100％
38 佐藤　二郎 ○ ○ △ ○ 100％
39 佐藤　克則 △ ○ △ ○ 100％
40 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100％
41 末廣浩一郎 ○ △ ○ △ 100％
42 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100％
43 佐古　雄司 △ ○ ○ △ 100％
44 新藤幸次郎 ○ ○ ○ ○ 100％
45 田中　茂樹 ○ △ ○ ○ 100％
46 谷口　公啓 ○ ○ ○ ○ 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 田村　英樹 ○ ○ ○ ○ 100％
53 田中　朋博 ○ ○ ○ ○ 100％
54 上田　直治 ○ ○ ○ ○ 100％
55 山本　　豊 ○ ○ ○ ○ 100％
56 山下　哲夫 ○ ○ ○ ○ 100％
57 吉田　栄壮 ○ ○ ○ ○ 100％
58 山下　幸彦 ○ ○ ○ ○ 100％
59 山本　春男 ○ ○ ○ ○ 100％
60 山本　恭瑚 ○ ○ ○ △ 100％
61 山國　　豊 ○ ○ ○ ○ 100％
62 三宅陽一郎 ○ ○ ○ ○ 100％
63 水谷　耕平 ○ ○ ○ △ 100％
64 田中　和之 ○ ○ ○ ○ 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

2015年５月26日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　林本正継　幹事　室㟢雅宣
　　　　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

　先日、大学生になる息子と二人で
Mazdaスタジアムに野球観戦に行って
きました。実は息子と二人で出掛ける
のは、本当に久しぶりで、おまけに彼は

小学生の時からサッカー小僧、如何なる事かと思っ
ていました。BUT、父親の知らない内に子供は成
長しているもので、友人と何度か観戦に来ていた
らしく、今シーズン初観戦である私の知らない情
報までよく知っていました。これからは息子と一緒
にビールを飲みながら野球を語る楽しみが増えた
んだなあと、しみじみ感じましたとさ。 寺本
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４月18日「西南の集いin岡山」が開催され当クラブか
ら９名が参加しました。

昨年京都での開催に続き第２回目となる今回は岡山西
南RCのお世話により岡山県倉敷市で開催され、全国９つ
の西南ロータリークラブ（東京、松本、京都、福知山、
大阪、岡山、広島、熊本、鹿児島）から総勢92名が参加
し親交を温めました。

当日は午後２時に倉敷国際ホテルに集合し美観地区を
散策、大原美術館分館、児島虎次郎記念館等を見学後大
原美術館本館を貸し切ってイブニングツアーが開催され
ました。

学芸員の説明を受けながらエルグレコの受胎告知をは
じめモネ、ゴーギャン、ドガ等見応えのある作品を鑑賞
した後館内でカクテルパーティーが開催され優雅なひと
時を過ごしました。

その後会場をアイビースクエアに移し懇親会が開催さ
れ、各クラブ代表によるクラブ紹介が行われる等、和や
かなひと時を過ごしながら午後９時次年度の再会を誓っ
てお開きとなりました。

当日わがクラブのアテンドを担当頂いた竹下様をはじ
め、お世話を頂いた岡山西南ロータリークラブの皆様に
心より感謝申し上げます。

「西南の集い」参加報告 曽里　裕

岡山西南RCの方々と記念撮影（大原美術館中庭にて）

美観地区を流れる倉敷川

懇親会風景（林本会長がクラブ紹介）
大原美術館本館

岡山西南RC　古南倫子会長

⇒集合前に吉井旅館にて昼食
　女将さん（岡山南RCのメンバー）
と記念撮影

ガイドの方の説明に耳を傾
けながら美観地区を散策 ⇒

夢見心地


