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第1331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　９月１日
　岡本　文治　９月12日
　平原　一彦　９月17日
　寺本　真司　９月23日
　岡本　俊雄　９月26日
　山下　哲夫　９月28日
会長時間

　本日は卓話来賓としてＪＡ広島中央会専務理事�
坂本和博様にお越しいただいております。日本の食
に関する興味深いお話がお伺いできるものと思いま
す。宜しくお願い致します。
　さて先週のガバナー公式訪問では、皆様のご協力
により金子ガバナーには大変好印象のクラブイメー
ジを持ってお帰りいただけたと思います。クラブ
フォーラムでの各委員長の充実した発表内容に納得
をされたのではないかと思います。特にロータリー
情報委員会の杉川委員長による会員研修の取組には
クラブ内の教育機関的な感じですねと感心しておら
れました。又ガバナーが最もお聞きになりたがって
いた３年未満の13名の多くの皆様の発表にも好感を
持たれ、西南の将来は明るいですねとおっしゃって
いました。発表いただいた皆様にお礼申し上げま
す。又、例会前の懇談会でも、会員組織委員長の佐々
木理事に作成していただいた、西南ロータリーの入
会案内リーフレットを見ていただきましたが、分か
り易く内容が充実していると褒めておられました。
そして規定審議会の変更事項がクラブ細則に反映さ
れているかのチェックがあり、我がクラブは昨年度
の段階で対応できていましたのでこれも感心をされ
ていました。二十数クラブ廻られた中で１クラブし
か修正できてなかったそうで、西南さんは優秀です
ねと言われていました、お蔭様で会長への突っ込ん
だ質問も無く、以後は終始歓談で済み、私としては
大変助かりました。今回のガバナー公式訪問では会
長の立場で改めて西南ロータリーの堅実さ優良さを
認識させていただきました、歴代の会長幹事理事役
員の皆様のご努力のお蔭と感謝を申し上げます。
　そして、ガバナー公式訪問前の８月23日には、
地区指導者育成セミナーが開催され、我がクラブ
からは、私と会員組織委員会の佐々木宏理事と財
団委員会の仲田委員長が出席致しました。当日は
基調講演として2680地区三木パストガバナーの
「ロータリーの目的とは」をテーマとしたお話と

2730地区の安満パストガバナーの「地区会員増強
を達成する為に」のテーマで講演がありました。
安満パストガバナーの自クラブの会員数が半分以
下まで減少し増強努力を戦略的に実施し成功させ
た体験談は聞きごたえあったのですが、ロータリー
の多様性をやや行き過ぎと思われるほど強調され
て、職業分類に家事専業、いわゆる専業主婦（夫）
をいち早く入れたことには、私は個人的に戸惑い
を覚えました。ロータリーの変化への理解と対応
への難しさを感じ複雑な思いがしました。そして
セミナーの締めくくりは2730地区の安満パストガ
バナー、2710地区の大野木パストガバナー、田村
パストガバナーによるパネルディスカッションで
締めくくられました。大野木パストガバナーはロー
タリーの本質を基本としたリーダーシップについ
て話されましたが、ロータリーの原点に基づく一
本筋の通った方のお話に一服の涼を得る感があり
ました。おそらく多くの方が同じ思いをされてい
たのだろうと思います。大野木パストガバナーの
お話の後だけ万雷の拍手がおこりました。ロータ
リーが100年以上経過し変化変革も必要とは思いま
すが、そのような時こそ不易流行の教えと原点回
帰が重要ではないかと思った次第です。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。
／９月18日（木）実施の職業奉仕委員会GMの案
内を回覧。未回答者は回答を。／今週まで広島豪
雨災害義援金の募金箱を回覧。地区から要請の
あった支援義援金（広島市に送金予定）につきご
協力を。／例会変更。／例会終了後、理事役員会
開催。／次週例会は創立28周年記念夜間例会。18
時30分開会。
�委員会報告

広報雑誌委員会
ロータリーの友誌を読んで
� 平原　一彦会員
　「ロータリーの友」９月号に掲
載の「友愛の広場」の中で、三
島ＲＣ西原孝次さんが投稿され
た「ロータリーとは何か」の例
会についての記事が目が留まった。
　西原さんは、ロータリーに入って23年になり、
そろそろマンネリになったそうです。
　実は私も同じで、平成２年９月に入会を許され
今年でロータリー歴が25年となり、少しマンネリ
の傾向にあります。
　西原さんは例会について、あの人がいるから行
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こう、素晴らしい卓話があるから今日も行こう、
と思うような例会であるべきと言っています。
　ＲＩ2680地区の深川純一ＰＧは、ロータリーの
親睦は、クラブの例会で己の至らざるところを他
のロータリアンから学ぶ親睦、自己研鑚、切磋琢
磨によってお互いに学び合う親睦、お互いに自ら
を高め合う親睦と、例会の必要性を説いています。
　若干マンネリ気味の私でありますが、今後も例
会やクラブ行事に出来るだけ出席し、各業界を代
表する皆さんから沢山のことを学び、タクシー業
という職域において倫理性のより高い企業人とし
て行動したいと思います。
�出席報告
　会員数�62名　出　席�56名　欠　席� 6名
　　　　　　　�来　客� 1名　来　賓� 1名
プログラム
外部講師卓話
「農業・農協改革について」
� 広島県農業協同組合中央会
� 専務理事　坂本　和博　氏

・ＪＡ（農協）とは、正式には「農業協同組合」。
相互扶助の精神のもとに農家の営農と生活を守り高

め、よりよい社会を築くことを目的に組織された協同組合
です。

・この目的のために、JAは営農や生活の指導をするほ

か、生産資材・生活資材の共同購入や農畜産物の共同
販売（経済事業）、貯金の受け入れ、農業生産資金や生
活資金の貸し付け（信用事業）、農業生産や生活に必要
な共同利用施設の設置、あるいは万一の場合に備える
（共済事業）や高齢者福祉、健康管理、旅行など幅広い
事業と活動を展開しています。

Ⅰ、はじめに

「JA綱領」
ーわたしたちＪＡのめざすものーに基づく実践

・わたしたちＪＡの組合員・役職員は、協同組合運動の
基本的な定義・価値・原則（自主、自立、参加、民主
的運営、公正、連帯等）に基づき行動します。そして
地球的視野に立って環境変化を見通し、組織・事
業・経営の革新をはかります。さらに、地域・全国・
世界の協同組合の仲間と連携し、より民主的で公
正な社会の実現に努めます。

• このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域
社会に根ざした組織としての社会的役割を誠実に
果たします。

1．地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。
1．環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう。
1．JAへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。
1．自主・自立と民主的運営の基本に立ち、JAを健全に経営し信頼を高めよう。
1．協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。

２０１２年国際協同組合年

• 国連は2012年を国際協同組合（IYC）と宣言

• 協同組合がもたらす社会経済的発展への貢献が国際的に
認められた証で、特に協同組合が貧困削減・仕事の創出・
社会的統合に果たす役割を着目

• スローガン。

• 「Co-operative enterprises build a better 
world」

• 「協同組合がよりよい社会を築きます」

• 広島県でも、「協同と地域コミュニティの再生」をテーマに食
料・農業、環境・エネルギー、医療・福祉等の分野における
学習・研究活動を「平和を強く願う」広島の地において発信

• FEC（食・エネルギー・福祉）自給圏の確立

• ２０１４年は：？ ・２０１５年は：？

農業・農協改革とJAグループ
広島の取組みについて

平成２６年９月２日

ＪＡ広島中央会
坂本 和博

目 次
Ⅰ．はじめに
○JAとは

Ⅱ．農協改革の動き
○規制改革会議が考える農協改革と課題

Ⅲ．JAグループ広島の取組み
○日本農業の近未来を体験している広島県農業
○「食」と「農」を繋ぐ「地産地消」と「食農教育」

Ⅳ．おわりに
○これからを決めるのは誰
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ＪＡグループ広島 体系図

・総合JA数
１３JA

・出資金
３１９億円

・職員数
５，５８８人

・販売取扱高
３０９億円

・購買取扱高
３８６億円

・貯金
２兆５，２５９億円

・貸出金
６，２０９億円

・長期共済保有高
８兆４５８億円

３病院

11

３．新農政と諮問会議の関係

農業所得
倍増

3兆円→6兆円

（10年間）

農政の大目標

農業活力創造プラン

企業の参入

農委改革

生産調整廃止

輸出拡大

６次産業化

農協改革

農地法改革

産業

競争力
会議

規制
改革
会議

農林水産業活力創造本部
（本部長＝安倍首相）

戸別補償見直し

①

ＪＡは、１９４７年（昭和２２年）に公布された「農業協同組合
法」により、「農民の協同組織の発達を促し、農業生産力の
増進と農民の経済的社会的地位の向上を図り、併せて国民
経済の発展を期する」ことを目的に誕生しました。

○協同組合と株式会社の違い

今、あらためて、ＪＡ（農業協同組合）、連合会、中央会の役割は？

株式会社
株主の出資で設立する組織で、利潤を追求して株主に配当する
ことを目的に経営がされている。株主１株１票で運営がされ、剰
余金の配当は出資配当が基本。事業の利用者は、制限がない。

一定の資格要件を満たす組合員の自主的な相互扶助組織で、
組合員への最大奉仕を目的に経営がされている。組合員１人１
票制で運営され、剰余金の配分は利用高配当が基本。事業の利
用者は組合員で、組合員以外の利用は制限がある。

協同組合

４．規制改革会議が考える農協改革

12

営農・
経済事業

信用・共済
事業

生活事業
等

JA＝職能組合
中金・全共連
等に、

事業譲渡し、
代理店化等

分割し、株式
会社・生協等
に転換

JAは営農・経済事業に特化

するため、理事は認定農業
者や民間経験者で構成

農業の成長戦略化、農業者
の所得向上に全力投球で
きるよう、抜本的に見直

取組みを促進するため、
准組合員の利用制限を導入

JAの独自性を発揮するため
⇒中央会制度の廃止、

全農・連合会の株式会社化

Ⅱ．「農協改革」の動き
１．議論の流れ

○５月１４日 政府 規制改革会議・

農業ワーキンググループ

○６月１０日 与党 とりまとめ

○６月２４日 政府 規制改革実施計画（閣議
決定）

夏から秋 ＪＡグループ、政府それぞれが「改革
」の中身を検討

○平成２７年１月～ 通常国会にて農協法改正

9

【総合審議会】 【ＪＡグループ革新推進会議】

全国段階

全農 全共連

農林中金・信連
*上記の会議体の名称等は仮

称

「ＪＡグループ 改革プラン」策定体制（イメージ図）

【専門委員会-ＪＡ改革グループ-】 【専門委員会-中央会改革グループ-】

・ＪＡ
・組合員

【意見反映】

意見
募集

情報提供
ＰＴ案

県段階

改革プラン プロジェクト（ＰＴ）

ＪＡグループ広島改革プラン検討専門委員会

広島県ＪＡ改革本部委員会

【ＪＡグループ広島「改革プラン」検討体制】

地域づくり
ＰＴ

組織・ＪＡ運
営ＰＴ

営農・経済
改革ＰＴ

一体的な検討

協議・とりまと
め

協議

協
議

中央会理事会
改革プラン有識

者委員会

２．アベノミックス 三本の矢

第１の矢 大胆な金融政策

第２の矢 機動的な財政政策

第３の矢 「民間投資を喚起する」成長戦略

10

農業分野に企業・財界の参入を促進させるべ
く、本丸であるＪＡを弱体化
＋ＴＰＰが目指す構造

Ⅲ．広島県の農業の現状とＪＡグループの取組み

資料：①～⑥広島県農林水産業の動き（平成２５年９月）広島県農林水産部； ⑦⑧食料需給表

広島県の
全国順位

備 考

①農業就業人口（販売農家） ２２．２．１ ２５ ４６，４８３人

（内女性比率） １６ ５０．７％

（内65歳以上比率） １ ６１．６％

②農業就業人口の平均年齢 ２２．２．１ １ ７０．４歳

③一戸当たり平均耕地面積 ２２． ３８ ０．８８ｈａ

④農業の多面的機能 １７ ー １５０，２７０百万円

⑤農業産出額 ２３． ２９ 10７,４００百万円

⑥生産農業所得 ２３． ー ３４９千円

⑦食料需給率（カロリーベース）２２年度 ３６ ２４％

⑧食料需給率（金額ベース） ２２年度 ３９ ３７％

（4）� 2014年９月
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広島県農業の特徴
■地形的に小規模な急斜面水田（棚田）が多いく、零細
で、女性と高齢者が、多様な生産を担っている

■山間部と沿岸、島しょ部の差が大きく、変化に富む

 沿岸、島しょ部地帯は、年間降水量1,200ミリメートル前
後、年平均気温は15度前後。

 冬季は寒冷で積雪も多く、年間の気温の較差も沿岸島
しょ部地域に比べるとはるかに大きい。

■鳥獣害被害が多い

‣被害額は全国９位（５億円）、特にイノシシによる被害は
全国３位（前年１位）である

■全国一位の農産物は？

19

ＪＡ全農ひろしま
JA西日本営農技術センター

JA広島果実連
広島県果樹農業振興対策センター

対応例２．新規就農者支援

呉市蒲刈町 東広島市河内町入野

日本農業の近未来を体験している
広島県農業・農村 の方向性

■農業と天候は、西から変わる！農学者 並木正吉

○集落型農業法人の設置
（平成２６年７月末現在 ２４５法人）

○地産地消運動の着実な実践
・ＪＡファーマーズマーケット等の売上１００億円
・食農教育の実践

JA農業塾の開講

20

ＪＡ（１１）では「農業塾」を
開講し、実践で知識と技
術を身につける機会を提
供することで、農業を志す
気持ちに応えています

集落法人の経営状況

17

１６，０９６千円集落農業所得

６，２７５千円営業外収益

１００千円/10a土地生産性

７９．２％うち米のシェア

２５，００５千円売上高

３９人平均構成員数

２６．９ha平均経営面積

集落法人の経営状況（H20)

１６，０９６千円集落農業所得

６，２７５千円営業外収益

１００千円/10a土地生産性

７９．２％うち米のシェア

２５，００５千円売上高

３９人平均構成員数

２６．９ha平均経営面積

集落法人の経営状況（H20)

「地産地消」ついて
―「食」と「農」を繋ぐ「地産地消」―

対応例１
ＪＡ三次 法人大豆ネットワーク設立

①集落法人間の連携による大豆コンバイン導入・・・効率的利用

②法人生産コスト削減と経営体制強化

③三次産大豆ブランドの加工品開発

地元大豆加工業者と集落法人グループ連携

ＪＡ加工施設を地元法人へ賃貸へ

・不耕起播種機・大豆コンバインの法人間連携に

より生産コストを削減

・法人大豆ネットワークで地産地消の実践

地産地消を考える

地産地消：地域で生産されたものを地域で
消費する取組み。身近な地域と食の関わり
を見つめ直し、その結びつけを深めていくこ
とによって、地域の農業や伝統的な食文化、
豊かな環境を守り、活き活きとした多様性の
ある地域づくりをすすめる。

里山資本主義：

かつて人間が手に入れてきた休眠資産を再利用す
ることで、原価０からの経済再生、コミュニティー復
活を果たす現象

1177号� （5）
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ＪＡグループ広島 地産地消の取組み
■JA交流ひろば「とれたて元気市」（ファーマーズマーケット）

広島市安佐南区大町東二丁目１４－１２
TEL：０８２－８３１－１８３１

●売場面積 ： ８４０平方メートル

●設 立 ： ２００１年１０月６日
●客 数 ： ３９万人（２５年度）
●売 上 高： ７億７千万円（２５年度）

畑の復旧支援作業（深川）
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ＪＡ交流ひろば とれたて元気市の推移
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食農教育の取組み
 JAグループ広島が進める食農教育の根本は、

「こどもたちに、農の営みを通して“い
のち”の大切さを伝える活動」です。



JA交流ひろば「とれたて元気市」の特徴

 農畜産物には生産者の名前
が表示されており、お値打ち
価格で販売しています。

 旬の農産物、季節の果物、
漬物・ジャムなどの加工品を
はじめ、鮮やかな季節の
花々が店内に並びます。

また、その場でお好みのつき
具合に精米する「精米コー
ナー」や県内産のお肉が揃う
「ＪＡのお肉屋さん」も人気で
す。

 出荷者登録数は、２，３３０名。

 生産者自らが売価を設定する。

 品目・規格・数量の制限なし。

（柿１個）でも販売ができる。

 売れ残ったら、基本的には持ち帰る。

 販売状況を

携帯で確認できる。

 販売手数料は、

１５％（生鮮品）。

生協ひろしまとの
田植え・稲刈り交流会
生協ひろしまの組合員家族に、広
島ブランド米「あきろまん」の田植え
・稲刈りの農業を体験してもらいま
した。ＪＡ広島北部

「ひろしまの味」作製
ＪＡ広島女性部による３８５点の
ふるさと料理を「家庭料理」「お雑
煮」「行事・伝統食」「保存食・常
備菜」のテーマ別に紹介します。

田圃に流れ込んだ土砂（三入）

26

組合員組織による栽培指導
ＪＡ広島市のＪＡ ＹＯＵＴＨが中心と
なり、市立川内小学校が行う「広
島菜の栽培」体験学習を支援。毎
年３年生が、地元川内地区の特産
「広島菜」の種まきから収穫、漬物
加工まで一連の作業指導を行って
います。

収穫したダイコンを使って料理

ダイコン栽培にチャレンジ

高野小学校の児童が種まきから
ダイコン栽培を行いました。収穫し
たダイコンは自分達で「ダイコン入
りギョーザ」などの料理をつくり、み
んなで美味しく食べました。
ＪＡ庄原

（6）� 2014年９月
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の三浦雄一郎さんをご存じだと思いますが、最近で
は80歳でエベレストに登頂されたことで、世界的に
話題になりました。その三浦雄一郎さんの講演会が
先週ありましてお話を聞くことができました。
　三浦さんは、50歳代で７大陸の世界最高峰をス
キーで滑降するという偉業を成し遂げた後に、燃
え尽き症候群に陥り、目標を失い不摂生な生活で
暴飲暴食を繰り返し、身長164センチで体重85キ
ロ体脂肪率45％の完全メタボ状態となり、お医者
さんからこのままでは命にかかわると言われるま
でになったそうです。その当時、三浦さんのお父
さんが99歳にしてモンブラン氷河の滑降に挑戦す
るということがあり、息子さんのオリンピック出
場等に触発され、65歳でエベレスト登頂を決意、
70歳で実現する計画を立て、以来過酷なトレーニ
ングを積み、2003年70歳で見事エベレストに世界
最高齢ギネス記録で息子の豪太さんと親子で登頂
に成功します。そして2008年75歳で二度目のエベ
レスト登頂を果たした後、80歳での３度目の登頂
を計画しますが北海道でスキー中に股関節と大腿
骨を４カ所骨折する大事故に遭い、ドクターから
は寝たきりになるか運が良ければ歩けるようにな
るかもと言われるほどの重傷を負います。その後、

奉仕の理想
四つのテスト唱和
�敬老の日お祝い（記念品贈呈）
　米寿（88歳）山本　　豊会員
　喜寿（77歳）奥田　　實会員・萬歳　幸治会員
　古希（70歳）濵田　公璽会員・佐々木　宏会員
　還暦（60歳）山本　恭瑚会員
会長時間
　本日は広島西南ロータリークラブの創立28周年
記念例会ということで、奥様方にもご出席いただ
いております。ありがとうございます。そして台
北新東ロータリークラブより28周年のお祝いの
メッセージをいただいております。
　先程は山本豊パスト会長の米寿をはじめ６名の
皆様に、敬老の日のお祝いをさせていただきまし
たが、皆様には益々お元気でご活躍をされますよ
うお祈り申し上げます。
　人間は齢重ねることで老いるのではないそうで、
精神的に老いたと思った時から老いははじまるそ
うです。先週、私はそれを象徴するような方にお
会いしました、後期高齢者で大変元気な、それも
驚異的に元気な方のお話を聞いてまいりました。
　皆様はプロスキーヤーで登山家、そして冒険家

創立28周年
記念例会・懇親会
（第1332回例会）
2014. 9. 9　18：30〜20：30
ANAクラウンプラザホテル

福山市立神辺中学校「お弁当の日」

地元の農産物３品以上を使って、全
校生徒が自分で弁当を作る取り組
みです。米は、地元の新米を、ＪＡ福
山市が提供しました。
生徒たちは、食の大切さや地産地

消の良さを知り、日ごろ弁当を作っ
ている保護者への感謝の気持ちを
強くしました。

ＪＡ食農プランナー養成
JA食農プランナーは、農家・学校・
市町などを巻き込んだ食農教育体
制づくりの主役になります。（７９名
養成）

食と農を基軸として地域に根ざした
協同組合

ご清聴ありがとうございました

32
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出席報告
　会員数�62名　出　席�53名　欠　席� 9名
　　　　　　　�ゲスト�11名　

９
� 16

第1333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

　幸村　憲治会員　９月15日
　上田　直治会員　９月17日
会長時間

　本日は卓話来賓として広島カントリークラブ所
属、日本プロゴルフ協会会員の原様をお迎えしてお
ります。ゴルフの移り変わりについてお話いただけ
るということで楽しみにしております。原様どうぞ
宜しくお願い致します。そして新入会員候補として、
三宅様にお越しいただいております。先週９月９日
は創立28周年で、会員の奥様方にもご出席いただき
記念例会と懇親会が行われましたが、懇親会では親
睦家族活動委員会の皆様にはお世話になりました。
特に歌手のロバートこと我がクラブのエンターテ
ナー、幸村会員には素晴らしい歌で盛り上げていた
だきました、幸村会員にはノーギャラどころか会費
を払っていただき、エンターテナーぶりを発揮して
いただくという、正にクラブ奉仕をしていただきま
した。誠にありがとうございました。そして先週12
日には、広島市立本川小学校の水環境学習会の奉仕

不屈の精神力で特別な食事とリハビリを懸命に続
けた結果、脅威の回復を果たしました。しかし今
度は不整脈が悪化し、心臓の手術が必要な状態と
なり心房細動の心臓手術を４度も受けるなど、苦
難を何度も乗り越え、80歳で３度目のエベレスト
登頂を成功させました。三浦さんはご自分の失敗
と成功の体験から、人間はいくつになってもいく
つからでも生涯の目標を持つことが重要だと言わ
れます。そして老いは怖くないが目標を失うのが
怖いとも言われます。お話を伺い、生涯目標を持
つということが人生でいかに大切かということを
学ばせていただくことができました。

台北新東ロータリークラブより

� 2014年９月９日
広島西南ロータリークラブ
社長　林本正継　様

　御クラブの28歳のお誕生日お目出度うございます。
　御クラブが御誕生第29年目に入られるに当り、
心からお喜び申し上げます。
　貴我両クラブがシスタークラブを締結致しまし
て、早や25年が経ちましたが、その間、様々な交
流や提携を通して友情が益々熱くなり、今や切っ
ても切れない生涯の友になった事は、大変喜ばし
い事でございます。
　今年の８月下旬に御地広島にて土砂崩れで数十
人の方々がなくなられた事は、大変痛ましい事で、
我がクラブ会員一同心からお見舞い申し上げます。
　御クラブご一同様が11月においで下さる事を、
我がクラブ全体会員が今から大変期待しておりま
す。去年の11月にお国でご歓待を受けた事は、未
だ記憶に新たでございます。今年は粗末ながら、
私どもが全力を挙げて、地主の誼みを尽くしたい
と考えております。
　御クラブのますますの御隆昌をお祈り申し上げ
ます。
� 台北新東扶輪社　社長　林怡成　謹

�幹事報告
　広島豪雨災害義援金は、募金箱の6.4万円に100
万ドル基金から足した合計10万円を地区に送金。
ご協力に感謝。９月３日現在、地区内クラブから
1400万円強の義援金。広島市への送金額とRC支
援事業を検討中。／２年前に東北震災支援事業で
招待した烏中様より、見舞文、見舞金並びに雑巾
の寄付。見舞金は地区へ送金予定。／例会変更。
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は受付迄。／京都西南RC週報回覧の案内。／９
月18日（木）18：30よりホテルJALシティ広島に
て職業奉仕委員会GM開催。／次週火曜日は祝日
につき、次回例会は９月30日（火）。
�スマイルボックス

山本恭湖会員（1,000円）　私事ですが、10月２
日念願の本が出版される事になりました。ポスト
に案内状を入れさせております。パーティーには
是非出席して下さい。よろしくお願いします。
出席報告

　会員数�62名　出　席�54名　欠　席� 8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
「ゴルフの移り変わり 第４世代」
� 広島CC所属
� 日本プロゴルフ協会会員
� 原　　満　氏
　みなさんこんにちは。先程ご
紹介頂きました、広島カントリー
クラブに所属しております原と申します。昨今の
皆様のご自分のゴルフ事情はいかがでしょうか？
　今年の春先には高校１年生の勝みなみちゃんが
女子のプロゴルフツアーを優勝するというニュー
スがありました。また、一昨日も女子のツアーで
鈴木愛という新鋭の二十歳の選手が、私はジュニ
ア時代に少し指導したこともあるんですが、メ
ジャー最年少記録でメジャー初優勝を致しまし
た。最近は一昔前では考えられないようなアマチュ
ア、特にジュニアの世代の子たちがプロトーナメ
ントの方で活躍をして新聞紙上を賑わせることが
多くあります。このように、最近のゴルフ事情は
随分大きな形で変動していると感じています。
　ゴルフの移り変わりといいましても、クラブの
移り変わりでありコースの移り変わりであり色々
なものがあるかと思いますが、まず私はゴルフを
始めて約40年近くになるんですが、私がゴルフを
始めた時のゴルフコースと最近のコースというの
は様変わりしていると思います。その当時、ツー
グリーンのゴルフ場もありましたが、高麗グリー
ン（高麗芝のグリーン）というのが主流でした。
なぜ高麗グリーンが主流だったかというと日本は
四季がありますので暑い夏の時期を超えていくに
はベント芝では非常に難しいということで、気象
条件に強い高麗芝でグリーンを作っていたので
す。ところが最近はベント芝といいましても

事業が実施をされました。今年度で５回目となりま
すが、生徒の皆さんが本川での水辺学習のカヌー体
験を大変楽しんでくれたようです。社会奉仕委員会
の佐古委員長と田中朋博副委員長には大変世話にな
りました。当日、広島西南ロータリーからは、私と
室﨑幹事、久保副幹事、根石理事、山下幸彦会員が
参加し、今年度初の、そして９月の新世代奉仕月間
に相応しい奉仕事業が無事行われました、参加いた
だきました皆様に感謝申し上げます。さて本日は
ロータリークラブが創立された当時の、そして、ポー
ルハリスのロータリーへの想いとロータリーがロー
タリーたる所以となるエピソードをご紹介したいと
思います。ロータリークラブがアメリカのシカゴで
創始者ポールハリスと仲間によって創立された1905
年、今から109年前、その当時のクラブは、親睦と
ビジネスの物質的互恵関係が中心でした。特にビジ
ネスでは、会員同士は原価で取引し合う等で相当の
利益を享受できたようです。ロータリークラブに入
会すれば会員同士の親睦により、ビジネス上の儲け
を手にすることができるということで、入会を薦め
て断る人はいなかったそうです。しかしそのような
行為に対する一般の人からの非難が高まると共に、
ロータリアン自身からも批判が出始める中、創立の
翌年1906年４月にドナルド・カーター事件が起こり
ました。会員のフレデリック・トゥイードが、会員
増強の為、特許弁理士ドナルド・カーターに物質的
互恵の特典を説明して、シカゴ・クラブへの入会を
薦めました。ところがそれに対しドナルド・カー
ターは職業を持って社会で生活している以上、職業
を通じて社会に貢献することが自分を存在する証に
なるのであって、自分たちだけの利益にこだわって、
社会的に何もしない団体に、将来性も魅力もないと
言って入会を断わりました�。物質的互恵と親睦に
のみ終始することに限界を感じていたポールハリス
は、次の段階へのステップ・アップを考えていた時
で、この事件を絶好のチャンスと捉えて、直ちに、
ロータリーの在り方を転換することを決断し、定款
を改正することを条件にドナルド・カーターに再考
を促し、彼も快く入会を了承したということです。
これを契機に、シカゴ・クラブの定款に対社会的な
行動に関する項目が付け加えられ、初めて、初期ロー
タリーに奉仕という概念が芽生え、以後のロータ
リーの発展へとつながっていったということです。
�幹事報告
　クラブ月報配布の案内。／ロータリー文庫より
資料目録ダイジェスト版、RI第2530地区より「福
島にこらんしょ」パンフレット到着の案内。詳細
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皆さんゴルフコースの方に“インデックス取って
くれ”と申し出られるとですね、ご自分の数値が
出てくると思いますので各ティーグランドによっ
てコースの難易度が変わってくる訳ですね。その
難易度に合わせてその日のプレーされるご自分の
ハンディキャップが決定してくるというシステム
が今年の１月１日から施行されております。ただ
ゴルフ場が運用しているかどうかはまだ統一され
てないのですけれども、基本的には日本にはハン
ディキャップというのが存在しておりません。今
は数値というものが出てきます。ティーグランド
の難易度をあらわすのがスロープレーティングと
いいまして、113というのが標準値です。例に挙
げますと八本松コースのスロープレーティングと
いうのが147です。ということは数値が大きいほ
ど難易度が高いコースであるという風になってい
るわけですけれども、これは日本のゴルフ場だっ
たらどこでもあります。すべてのゴルフ場にス
ロープレーティングというのはありますので、そ
の日にプレーされるゴルフ場のティーグランドの
スロープレーティングはいくらですかというのを
ゴルフ場に確認してもらえば、その数値と皆さん
のインデックスの数値を掛けた数字を平均値の
113で割ったのがその日使用されるティーグラン
ドによって皆さんこのハンディキャップですよ
と、日本はこういう形で動いております。広島カ
ントリーにおいては、運用はしております。ただ
し10月からはクラブの競技についてはクラブハン
ディということで行っていこうということに変動
になっております。又詳しいことはゴルフ場の方
へ問い合わせをして頂ければと思いますが、そう
いう風な形で最近一番大きく変わっていっている
のもハンディキャップのシステムで、コースの改
造と共に移り変わっているところです。
　また、ルールについてですが、私は日本ゴルフツ
アー機構といいまして日本のツアー運営を仕切って
いってところでルールズという競技委員としてトー
ナメントなんかにも入っておりますが、昔のルール
とここ数年のルールというのはこれも大きく変わっ
ていっております。４年に一度大きく変わっていく
んですけれども、それの一番大元になっているのが
R＆Aですね。R＆Aのルールに則って全世界のルー
ルをまとめて統括してやっていこうということで
す。ところが最近これは政治や経済と似たところが
あるのかなと思いますけれども、USGAといいまし
てアメリカですね、アメリカのルールとかそういう
もが随分強くなってきたのでルールの方もかなり変

ニューベントといいまして約1000種類位のベント
芝というのが開発をされました。このような夏の
暑さなどにも耐えられるようなベント芝が開発を
された関係でツーグリーンからワングリーンへ
コース改造をする傾向がかなり強いのではないか
と思います。男子ツアーでも高麗芝でツアーをし
ているのは２か所位で、千葉県の袖ヶ浦カンツ
リークラブと福岡にあります芥屋ゴルフ倶楽部の
ツーコースでトーナメントを開催しております。
高麗芝で固くて速いグリーンというのは非常に難
しく皆さんのニーズに合わせたベントグリーンと
いうのが非常に主流になってきました。
　またクラブの開発・ボールの開発によって非常
にボールがよく飛ぶようになりました。コースの
方も全長距離を伸ばしていくというような時代に
変わっております。当クラブの八本松コースにお
きましても日本オープンを開催すべくコース全長
を伸ばしていこうという計画も今あります。男子
アメリカツアーはほとんど7500ヤード位で試合を
しております。八本松コースが7035ヤードで、通
常ではパー 72です。もし男子のトーナメントを
開催するということになると7000ヤードというと
昔は長いコースだなという雰囲気もあったのです
が、今ではパー 70・71の時代になっております。
そういう形でゴルフ場とゴルフコースというもの
も移り変わっている時代であります。
　それと特に大きく移り変わっているなと思いま
すのは、ハンディです。今年の１月１日からJGA
（日本のゴルフ界を統括している日本ゴルフ協会
の略のこと。世界のゴルフ界を統括しているのが
R＆Aでイギリスにある。）がハンディキャップシ
ステムをハンディキャップインデックスというも
のに変えたのを御存じでしょうか？去年までは
JGAハンディキャップといいまして、JGAの方の
査定システムで恐らくクラブ競技や対外試合でア
プリコーチ分のハンディをお持ちだったと思いま
すけども、このJGAハンディキャップというのが
今年からなくなり、JGAハンディキャップイン
デックスというものに変わりました。ではイン
デックスというのは一体何なのかといいますと、
皆さんのゴルフの技術の基準値になる数値を表す
ものがハンディキャップインデックスということ
です。何故こういう風になったのかというと、日
本でもそうですし、全世界、海外でプレーをされ
る時など色々なコースで公平なハンディキャップ
で戦って頂きたいという考えのもとで考え出され
たものがハンディキャップインデックスでして、
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方の紐でグリーンのような形を作ってそこにのった
ら転がしていくパターの形をしたちょっと大きい
ローラーというクラブ。この二本を使って９ホール
を設置してパー 36というコースセッティングをし
ていきます。ボールはテニスボールの少し小さい様
な形になっておりまして、ゴルフのフラッグと同じ
様に水筒型のものに水を入れて小旗を立てておい
て、水筒型の円筒の所へボールがひっつくような形
になっています。それがひっついたらホールアウト
だよという楽しいゲームです。プラスチックでテニ
スボールの様なものを打ちますので遠くに飛びませ
んので割と敷地が少なくて済むということで今非常
に盛んになっております。そういう低学年用のス
ナッグゴルフから小学校の高学年・中学校に進むに
連れゴルフの方に移行してもらってジュニアの競技
などに携ってもらうという世代ですね。すでに第四
世代としてスナッグ上がりの子が今２、３人ツアー
にも出たり、大学の方へ行って選手権で頑張ってい
るとかそういう時代になっております。それがまさ
に第四世代ですね。今から活躍していく子供達、選
手達は第四世代でそんな時代にどんどん変わってき
ているということですね。
　皆さんに一番近しい所で大きく変わったといい
ますとクラブが変わりましたよね。私が始めた当
初は皆さんもそうかも知れませんが、パーシモン
といいまして木のヘッドでスチールシャフトです
ね。かなり重たいクラブで競技をやっていました。
総量でいいますと400ｇとかですね。今ジュニアや
女子プロゴルフ界なんかすごく活性化しています
ね。クラブの進化に一番恩恵を受けているのがジュ
ニアと女子プロゴルファーですね。それと大変失
礼ですけどシニアゴルファーの皆さんですね。ク
ラブも長くなったりヘッドが大きくなったり本当
に軽い素材でクラブを作れるようになりました。
ボールは規制がありますのであまりボールだけで
遠くに飛ぶというのは不可能ですけれど、クラブ
については本当に開発技術が進みましてそれが今
のゴルフ界を活性化させていっていると思いま
す。昔の重たいクラブでは子供がクラブ振ること
は出来ません。いっぺんに体痛めてしまいますね。
そういう大きな恩恵を受けているのが女子プロゴ
ルファーやジュニアゴルファーであると思います。
　皆さんほとんどの方がゴルフをされると思います
けれども、こうした新しく開発されたクラブで今か
らどうやって練習していったら少しでも上手くなる
のかなと申しますと、これも話をするとなんだそん
な簡単なことって思われるかもしれませんが、最近

動していっているというのがあります。
　今回のテーマ、ゴルフの移り変わり第四世代。
第四世代というのは何のことかおそらく意味合いが
お分かりにならないと思いますけども、私たちプロ
ゴルフ界で今活躍している選手、石川遼君であり宮
里藍ちゃんであり一昨日優勝しました鈴木愛。この
子達は第三世代が今活躍しているんですね。では第
一世代というのは皆さんよく御存じだと思います
が、数年前に亡くなりました杉原輝雄さん、今まだ
活躍されています青木功さんであるとかその一つ前
でいうと戸田藤一郎さんという本名士がいらっ
しゃいました。そういう方たちがゴルフ界の先頭を
された訳ですけども、その当時のプロゴルファーは
今でもそうですが、生活の為にゴルフをやってる世
代です。こうした初代の時代を第一世代と呼んでお
ります。次に第二世代というのは私の世代です。私
もゴルフを始めて四十年。プロになりまして三十数
年になりますが、高校を出て18歳で広島カントリー
クラブに研修生という形で職員としてゴルフ場の方
へ入って、そこでゴルフの技術の鍛錬をしてプロテ
ストを目指していった世代です。その当時研修生か
らプロになっていった私のような人間と、倉本昌弘、
日本プロゴルフ協会の会長をやっておりますが、倉
本さんなんかは学生ゴルファーで活躍をしてそれか
らプロゴルフ界に入っていく世代、これが大体同等
の同世代で、私たちの様な時代を第二世代という風
に呼んでおります。で次に現在活躍をしているよう
な選手を第三世代と言います。第三世代というのは
僕らの時代にはありませんでしたけども、ジュニア
ゴルファーですね、いわゆる小学生高学年であり中
学生・高校生迄をジュニアと呼びますが、今もう本
当ジュニアのゴルフ界が非常に盛んになっておりま
す。日本ジュニア選手権ですとか各地にそういう試
合がありまして、そういうジュニアの世代からゴル
フ鍛錬をしていってプロになってトーナメントで活
躍をしていっている世代。それが今まさに活躍して
いる第三世代です。では第四世代って何なん？とい
うことですけれども、私達プロゴルフ界、プロゴル
フ界だけではないですけれども昨今の少子化で子供
の人口が減っています。その中で将来的にやはりこ
のゴルフ界を維持して行く為にはやっぱり子供を育
てていかなければいけない。そういう裾野を広げて
いくことが非常に重視されております。その中で、
アメリカで小学校の低学年用に開発されたスナッグ
ゴルフというのがありまして、道具はプラスチック
で出来ております。アイアン型をしたランチャーと
いうクラブとゴルフと同じように芝生の上に10ｍ四
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第1334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（８年）
会長時間

　ご来訪のお客様にはようこそお越しくださいま
した。ごゆっくりおくつろぎくださいませ。
　本日は卓話来賓として、広島の安佐地区で８月
に発生しました、土砂災害の復旧支援のボランテ
ｲア活動をされています広島たすけ隊の代表の小
宮様、副代表の田原様、そしてめ組ジャパンの橋
之口様にお越しいただいております、支援活動の
お話を後程宜しくお願いいたします。３年前には
東日本での地震と津波による大災害、今年は広島
で豪雨による災害、そして先日27日に発生した御
嶽山では噴火による災害が発生しました。地球規
模での天変地異なのか、日本列島の何処にあって
も、自然災害リスクに備えなければならない大変
な時代になったようです。日頃から、私達自身が
災害リスクに備える意識と自己対策が重要になっ
てきていると思います。
　さて、本日はロータリー情報に基づいた日本の
ロータリークラブ設立事情についてお話させてい
ただきたいと思います。
　ロータリー運動発祥の地であるアメリカ大陸が発
見され、夢と希望をもってこの国にやって来た人び
とが、西部開拓史で語られるように西へ西へと開拓
をすすめていったのとは反対に、シカゴで始まった
ロータリークラブは、アメリカからカナダ、イギリ
ス、ヨーロッパ全土へ、そしてインドやフィリピン
へと、東へ東へと世界に広がっていきます。しかし
日本のロータリークラブはこの勢力が東に伝え広っ
ていく流れの延長で入ってきたのとは趣を異にしま
す。日本のロータリークラブは1920年大正９年、当
時、三井銀行の重役だった米山梅吉氏が東京ではじ
めて設立し、翌年４月に加盟承認されました。しか
し、これにはもう少し、あまり知られていない歴史
があります。1904年に三井物産に入社した福島喜三
次氏は、ニューヨーク支店勤務を経たあと、1912年
にダラスで三井物産の子会社を設立し、大々的に綿
花の商いをしていました。1915年には、34歳でダラ
スロータリークラブのメンバーとなり、日本人第１
号のロータリアンとなります。そして、数年後に転
任で帰国する際、送別会の席で「東京へもどったら、
東京ロータリークラブをつくったらどうか」とすす
められました。国際ロータリークラブ連合会（現在

のクラブはヘッドが大きくなっています。反発係数
といいますが反発する力がかなり強くなっています
ので昔のようにパーシモンヘッドでスチールシャフ
トだと割と力が要ったのですが、今のクラブではパ
ワーはほとんどいりません。いかに体全体、特にグ
リップの力を抜いてテンポ良くリズム良く振って出
来るだけクラブヘッドの芯に近い所に当たる確率を
上げていく。上げていく為には今のリズムとかテン
ポとかが大事になるのですが、アメリカのツアー選
手でも今そんな練習ばっかりやっています。昔は、
僕らもそうですけど、プロテスト目指している時に
はバックスイングどうあげたらいいのかとか、イン
パクトはどういう形で迎えたらいいのかとか、そう
いう形のことばっかりをやっていたように今は思い
ます。でも、今の選手は違います。多種多様な形で振っ
ている選手がいると思いますけども、どの選手も出
来るだけ個々の感性に合わせたリズム感、そういう
ものを上手く利用して出来るだけ力を抜いてリズム
良くスイングをするということを心がけています。
クラブヘッドの中心部に近い所に当たる確率が高い
ほど遠くにボールが飛びます。だから今は女子プロ
が240・250ヤードという飛距離を出すことが可能に
なってきました。昔は女子プロではそんな飛びませ
ん。200ヤードがせいぜいだったと思いますけどね。
　出来るだけ練習場とかコースとか行かれた時には
簡単なようで難しいですけど、グリップの力を抜い
て形にあまりこだわらずリズム良くテンポ良くスイ
ングをしてボールを捉えていくということを心がけ
られると皆さんのゴルフ技術もまた一つあがってい
くのではないのかなという風に思います。
　長くなりましたが、親・子・孫、三世代で楽しめ
るスポーツというのはおそらくゴルフが一番だと思
います。先程申しましたが、これからのゴルフ界で
非常に大事になってくるのは今の子供を育てること
です。また、ゴルフは2016年度からオリンピック競
技になりまして純粋なスポーツとしても認められま
した。この本当に素晴らしいスポーツであるゴルフ
を今後益々広めて行きたいと思いますので、是非私
どもプロゴルフ界と共に皆さんのお力も借りてゴル
フ界をもっともっと活性化していきたいと思いま
す。是非よろしくお願いをしたいと思います。以上
でございます。ありがとうございました。

【講師紹介】原プロ
日本プロゴルフ協会の会員でプロゴルファーです。
日本ゴルフツアー機構のルールの役員をされてい
て、ルールに大変詳しい方でいらっしゃいます。
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　２位　徳納会員
　３位　佐々木宏会員
出席報告

　会員数�62名　出　席�49名　欠　席�13名
　　　　　　　�来　客� 4名　来　賓� 3名
プログラム

外部講師卓話「広島大規模土砂災害復旧支援」
災害支援ボランティア　広島たすけ隊
� 代　表　小宮　一郎　氏
� 副代表　田原　賢治　氏
め組ジャパン� 橋之口　みゆき　氏

メンバーご紹介

小宮　一郎
広島たすけ隊　代表。
福山市在住。
東日本大震災の時も石巻に入
り、後方支援をお願いしたNPO
法人メイクザヘブンの代表とは
旧知の仲であることから、現場

とメイクザヘブンとの間の繋ぎ役、又活動が円滑
に進む様に組織をまとめている！

田原　賢治
広島たすけ隊��副代表。ボラン
ティア活動の現場リーダーも兼
ねている！
八木３丁目出身で被災当事者で
もある！
地元の為に働きたいと活動を続
けている！

橋之口　みゆき
東日本大震災の時にいち早く被
災地（石巻）に入り、復興活動
を続けてきた「め組ジャパン」
の一員！
広島災害における活動及びシス
テムを作ってもらう為に、母体

であるNPO法人メイクザヘブンさんにお願いして
現場に入っていただきました！

のRI国際ロータリー）の委嘱を受けてもどった福島
喜三次氏は、かなり優秀な人ではありましたが、三
井物産の社員のひとりにすぎず、東京ロータリーク
ラブの設立はあまりに大きな仕事でした。そこで三
井銀行の重役だった米山梅吉氏に設立を依頼しまし
た。米山梅吉氏はアメリカ旅行の際に福島喜三次氏
の家に宿泊しており、そのとき喜三次氏の紹介でダ
ラスロータリークラブを表敬訪問したそうで、ロー
タリークラブの予備知識はあったようです。こうし
て米山梅吉氏が会長となり、福島喜三次氏が幹事と
なって、東京ロータリークラブが生まれます。日本
初のロータリークラブは、この福島喜三次氏がいな
ければできなかったといっても過言ではありませ
ん。東京ロータリークラブの50年史には「米山梅吉
氏と福島喜三次氏のどちらがロータリークラブをつ
くったのか、断定はできない」と、２人を称えてい
ます。福島喜三次氏は東京ロータリークラブが誕生
した翌年、大阪に転勤となりましたが1922年の大阪
ロータリークラブの設立には陰の設立者として尽力
し、東京ロータリークラブ設立時以上の力と影響力
を発揮しています。私達はロータリアンとして米山
梅吉氏と共に福島喜三次氏の功績そして日本ロータ
リーの始祖として記憶に留めておく必要があるので
はないかと思い取り上げさせていただきました。
�幹事報告
　10月１日よりロータリーレートが１ドル106円
に変更（現行102円）。／ 10月28日実施の職場訪問
例会案内配布の案内。／９月12日実施の本川小学
校水学習支援へのお礼文を回覧。／クラブ会員手
帳追加シールを作成予定。変更や訂正の連絡は10
月17日迄に事務局へ。／例会変更。／例会終了後、
月報編集会議開催。
�スマイルボックス

佐藤克則会員（チケット１冊）　政経倶楽部広島
支部設立のご案内。私とゆめみらいの折本さんた
ちで、政経倶楽部の広島支部を立ち上げました。
政経倶楽部は、経営者が政治や経済、歴史などを
学び、それを行動に移すことによって、これから
の日本を、自立した国家に作り替えて行こうとい
う、全国的な組織です。支部設立に当り、10月22
日水曜日に記念式典を開きます。ご興味、ご関心
のある方は、今日ボックスに配布しました案内状
をご覧いただき、ご出席ください。申し込みは、
私か折本さんにお声かけくだされば、こちらでや
ります。宜しくお願いいたします。
芝楽会（９月28日）
　１位　平原会員
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ンティア活動をしながら、フェイスブックを通じ
てボランティアの受け付け情報や持参品などを発
信してきた。現在400人以上がＳＮＳ上でのグルー
プメンバーで、田原さんもその一員だ。小宮代表
は「現地に来ることができなくても、フェイスブッ
クで情報を拡散し、被災地支援に一役買ってくれ
ている仲間もいる。便利さを実感している」と語る。
　阪神大震災を機に、災害被災地への救援活動を
続けている被災地ＮＧＯ恊働センター（神戸市）
の村井雅清代表は「ＳＮＳが、時々刻々と変わる
現場の状況に合わせ、動ける人ができることをす
るという、支援のお手本のような動きを円滑にし
ている」と話している。

広島たすけ隊
　広島８/20大規模土砂災害復旧支援のために、
一人一人が「今できること！」の想いで集まって
一馬力が百馬力となれるお手伝いができることを
祈り、グループを立ち上げました。安佐南区梅林
小学校を中心に情報発信となれば幸いです。

広島土砂災害：
ボランティア拠点はＳＮＳ　被災地とつなぐ
� ［毎日新聞ニュースサイト（９月17日）より］

　広島市の土砂災害現場では、被災者や市民らが
フェイスブックなどソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス（ＳＮＳ）を通じて支援を呼びかけ、
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ロータリーの心を学び楽しく実践
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山本　　豊　Ｓ61年
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❖�10月12日（日）10：00 〜
　広島市森林公園　デイキャンプ
　（心臓病の子どもを守る会広島県支部と）

❖�10月14日（火）18：30 〜
　パスト会長会� ANAホテル5Ｆ「雲海」
❖�10月19日（日）9：30 〜
　地区大会本会議・懇親会
� 福山リーデンローズ他
・10月28日（火）12：30 〜
　職場訪問例会� 広島マリーナホップ

DONATIONDONATION
9  月 年度累計

ス マ イ ル 40,000 円 256,000 円
善 意 の 箱 12,190 円 32,951 円
100万ドル 55,062 円 159,390 円

★追記★8/20
　昼から動き出した私達も最初、今できる事の気
持ちから始まりました。たまたま、被災した仲間
が初日早朝たった一人で動き出し、それを聞いて
あれこれ考える前に仲間を救おう。先ずは一人一
人が自分で考えて仲間と一緒に動いたら勇気が生
まれました。だから最初はボランティアと言うつ
もりではなく、困ってる仲間を救うことから始ま
りました。これはひとつの事例です。強制でもな
く拡散でもありません。

烏中さんから来たお見舞いの手紙

1177号� （15）
新世代のための月間



広島豪雨災害義捐金について ■地区内 ■他地区

クラブ 金額 送金日 地区・クラブ 金額 送金日

1 長門 30,000 8月26日 D2520（岩手） 1,000,000 8月22日

1 下関 48,000 9月3日 川崎宮前RC 150,000 8月26日

1 下関中央 28,000 8月27日 D2530　大橋PG 100,000 8/27現金

1 下関東 100,000 9月2日 田中作次元RI会長 50,000 8/28現金

1 下関北 100,000 9月3日 泉佐野RC 50,000 8月29日

1 下関西 37,000 8月27日
浦和ダイヤモンドRC

山本勇一郎 3,000 8月29日

1 油谷湾 11,000 8月29日 D2570（埼玉西北） 1,000,000 9月1日

2 萩 50,000 8月29日 D2610（富山･石川） 2,000,000 9月1日

2 萩東 30,000 9月3日 D2670（四国） 3,000,000 9月1日

2 美祢 45,000 41885 D2540（秋田） 1,000,000 9月2日

2 小野田 50,000 8月27日

2 宇部 50,000

2 宇部東 14,000 8月28日

2 宇部西 50,000 9月1日

3 防府 53,000 9月3日

3 防府北 19,000 9月3日

3 防府南 28,000 8月29日

3 山口 45,000 8月28日

3 山口県央 51,000 8月28日

3 山口南 132,000 9月2日

4 光 50,000 8月25日
D2660（大阪府北
部）

10月第1週予定

4 周南西 50,000 9月3日 D2600（長野） 10月

4 徳山 200,000 9月3日

4 徳山ｾﾝﾄﾗﾙ 29,000 8月26日

4 徳山東 52,000 8月28日

5 岩国 100,000 8月29日

5 岩国中央 100,000 8月29日

5 岩国西 70,500 8月26日

5 柳井 34,000 9月3日

5 柳井西 32,000 9月3日

6 広島 120,000 8月27日

6 広島安芸 50,000 9月3日

6 広島安佐 300,000 8/29,9/1

6 広島東 110,000 8/25,8/28

6 広島北 85,000 9月2日

6 広島陵北 56,000 8月29日

6 大竹 100,000 8月27日

7 広島中央 500,000 9月3日

7 広島廿日市 1,000,000 8月26日

7 広島城南 100,000 8月29日

7 広島南 91,210 9月3日

7 広島東南 200,000 9月2日

7 広島西南 100,000 9月3日

7 広島西 36,540 8月25日

8 江田島 42,000 8月29日

8 東広島 38,000 9月3日

8 東広島21 24,000 9月3日

8 呉 62,000 9月3日

8 呉東 28,000 8月27日

8 呉南 57,000 8月29日

8 西条 40,000 8月26日

9 広島空港 27,000

9 因島 52,000 9月1日

9 三原 64,000 9月1日

9 尾道 73,000 9月2日

9 尾道東 51,000 9月1日

9 瀬戸田 10,000 9月3日

9 竹原 37,000 9月2日

10 府中 32,000 9月3日

10 福山 100,000 8月27日

10 福山東 100,000 9月3日

10 福山丸之内 29,000 9月2日

10 鞆の浦 23,000 9月3日

10 福山REC2710 80,000 8/22,9/3

11 福山赤坂 80,000 9月3日

11 福山北 52,000 9月2日

11 福山南 122,000 9月2日

11 福山西 138,000 8月27日

11 松永 100,000 9月3日

12 吉舎 107,000 9月2日

12 三次 74,000 9月3日

12 三次中央 44,000 9月2日

12 庄原 33,000 9月3日

12 東城 100,000 8月28日 他地区合計

6,356,250 74RC 総計

2014年8月広島豪雨災害義援金まとめ

14,709,250RID2710合計

8,353,000
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2014年 9月 5日 

国際ロータリー第2710地区 

各ロータリークラブ 会長 様 

  

                 国際ロータリー第2710地区 

                 ガバナー 金子 克也 

広島豪雨災害支援委員会委員長 

                     朝日奈 正信 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、地区運営に格別のご高配を賜わり、厚く

お礼申し上げます。 

 さて、先般、皆様にお願いした広島豪雨災害支援ですが、予想を上回るご支援をいただいており、地区内

外の各クラブ等から寄せられた義捐金総額は、2014 年 9 月 3 日現在で 1,400 万円を超過しています。皆様

からの善意に対し心より感謝申し上げます 

地区では、広島豪雨災害支援委員会を立ち上げ、2014年 9月 2日に第 1回広島豪雨災害支援委員会を開

催いたしました。本委員会で検討した結果、下記の件について、各ロータリークラブのご了承を得たいと考

えております。 

 

①義捐金の使途については、「ロータリーらしい支援」に対して使用 
②混沌とした状況で性急な判断はせず、中・長期の状況を視野に入れた計画の立案 

 

今回の義捐金は、当初、「広島市に寄贈する」ということで、皆様に義捐金をお願いいたしました。本義捐

金のうち、被災された皆様に早急にお役立ていただくため、500万円を広島市に寄贈し、残額を、「ロータリ

ーらしい支援」を目標に、広島豪雨災害支援員会で検討し、各クラブや地区の災害支援プロジェクト費用と

して使用することを検討しております。 

状況につきましては、随時、広島豪雨災害委員会よりご報告させていただきます。何卒、各ロータリーク

ラブのご理解・ご協力を頂きますようお願い申し上げます。 

 各ロータリークラブのご協力なくしては、今回の豪雨災害に対する実効性のある支援は不可能です。ご協

力の程、重ねてお願い申し上げます。 

敬具 

 

■広島豪雨災害支援委員会メンバー 
     

地区関係者    グループ 6   

ガバナー 福山南 金子 克也 
 

ガバナー補佐 広島北 高原 宏之 

委員長 地区事務局長 福山南 朝日奈正信 
 

ガバナー補佐幹事 広島北 粟屋 充博 

地区社会奉仕委員会委員長 福山南 廣安 尚典 
 

クラブ幹事 広島東 山田 正三 

地区 R財団委員会委員長 徳山東 伊賀 訓之 
 

ｸﾗﾌﾞ奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 広島北 上河内 裕司 

地区 R財団委員会委員 広島 松井 敏  グループ 7   

地区 R財団委員会監査委員 広島城南 久笠 信雄 
 

ガバナー補佐 広島東南 神辺 眞之 

    
ガバナー補佐幹事 広島東南 田上 克彦 

   
 

クラブ幹事 広島南 中村 靖富満 

  お問合せ先:朝日奈委員長メールアドレス  asahina@silver-wel.com 
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　元ロータリー国際親善奨学生の佐野波です。大
変ご無沙汰をしておりまして本当に申し訳ありま
せん。
　現在ウィーンにて、ピアノ演奏はプロとして活
動を開始し、加えて音楽学の領域でも、ウィーン
大学修士課程にて学んでいます。
　2014年３月に、オーストリア国立ウィーン大学
音楽学学科修士課程に正規生として入学許可をい
ただきました。
　私のそれまでの専攻分野は演奏でしたが、音楽
学の領域でのこれまでの成果が認めらての許可と
なりました。
　語学条件は、ゲーテインスティトゥートの検定
をすでに所持しており、語学コースは免除にて正
規生となりました。
　６月に第一セメスターをすべての試験に合格し
て学び終えました。
　試験は２期・３期と設定されており、日本人と
して１期目で、とりわけ初めのセメスターで合格
することは難しいとされています。
　そのうちひとつは、ベートーヴェンの生涯と作
品についての講義で、とりわけ合格の難しいもの
でした。担当Brigit�Lodes教授の研究文書はボンの
ベートーヴェン協会の研究書に今年掲載されます。
　他に受講したものとして、フランスピアノ音楽
というゼミでは、約40分に及ぶドイツ語でのレ
ファラートを行い、特によい評価をいただいたた
め、学科での各講義に関連する音楽の演奏会への
出演機会を賜り、教授の方々が集まる場において
ソロでラヴェルを演奏をし、こちらも好評でした。
　その後さらに、数十枚の小論文を作成しています。
　もうひとつは、著名オペラ演出家Peter�
Konwitschny氏のセミナーを受講し、同時に
Theater�an�der�Wienでの同氏のオペラ稽古を週
に数回ほども見学させていただきました。
　10月からは、ウィーン国立歌劇場長の講義受講
ほか、引き続き充実した研究を予定しています。
修士号取得に向け、研究に励んで参ります。
　演奏分野においては、職業演奏家として、prima�
la�musicaというウィーン市の運営するコンクー
ルにおいて、受賞者演奏会での伴奏者欠員代役を
務め、さらにその演奏によって、講師の方から引
き続き、ウィーン５区音楽学校でヴァイオリンク
ラスでの伴奏を依頼をいただいて、仕事を続けて

います。
　また、６月末にはウィーン大学合唱団・オーケ
ストラでの公募による伴奏者オーディションに合
格し、交響曲の練習ピアニストをプロとして担当
しています。
　そして、2012年より引き続き、ピアニスト、エ
リック・シュナイダー氏のもと、ウィーンとベル
リンにて研鑽を続けさせていただいております。
　以上の内容は、これまでオンタイムでフェェイ
スブックにて、エリザベト音楽大学の川野学長や
ウィーンロータリーの担当者でいらっしゃる
Kurt�Deutschさんにもご報告して参りました。
　土本重雄先生、片桐功先生にも、メールにてお
送りいたしました。
　皆様のご協力に心から感謝いたします。

佐野　波（Nami�Sano）

佐野　波さんのプロフィールおよび経緯
　2006年エリザベート音楽
大学卒業、同大大学院修士
課程［器楽専攻ピアノ］に
進む。大学在学中2002 〜
2004年度には、ザビエル奨
学生（特待生）に選ばれる。
　2007－08年度国際奉仕委
員会事業としてロータリー財団国際親善奨学生
の推薦を計画。当時の土本委員長により佐野�
波さんを推薦。
　2008年３月に行われた地区書類選考、面接試
験に合格。以後土本会員が派遣側カウンセラー
を務め留学先の選定、受験、語学試験を経て
2010年９月よりロータリー財団国際親善奨学生
（１学年度）としてウイーン、プライナー音楽
院に留学。
　ウイーンは地元ヨーロッパをはじめ、世界中
から音楽を目指す奨学生の希望が多く、激戦区
ですが、土本会員に、論文や語学指導、地区財
団委員会との折衝等に大変ご尽力を頂きまし
た。
　尚、当クラブから５人目の国際親善奨学生と
なり、音楽での留学は前回の小林良子さんに次
いで２人目です。

元国際親善奨学生  佐野  波さん　近況報告
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日　時：2014年９月２日　13時45分〜 14時45分
場　所：ＡＮＡクラウンプラザ広島
出席者：林本・木村・室崎・先小山・曽里・
　　　　佐々木（宏）・根石・對馬・白築・久保

・林本会長挨拶
　ガバナーは、広島西南ロータリークラブに対し
好印象であった。

議題
・合同幹事会・合同事務局運営委員会報告
　110周年記念事業について、広島南ロータリー
クラブ提案の「平和へのメッセージ」に関する事
業に出席者全員の賛成により決定。
　合同事務局運営委員会、今年度は人頭分担金一
人200円アップの1,000円とした。
・８月23日地区指導者育成セミナー報告
　福山ロータリーＥクラブ2710より（WEB）メー
キャップに活用して欲しい。
　メーキャップ手数料1,000円、300文字以上の投
稿でクリア。
・10月プログラムと行事予定について
　プログラム通り。
・10月28日職場訪問例会について
　詳しい内容は、委員会報告で説明。
・�心臓病の子供を守る会への地区補助金事業につ
いて
　10月12日森林公園にてデイキャンプを守る会が
開催する中、当クラブがどこまでご支援できるか。

竹細工教室、バーベキュー等の支援をしていく。
　地区補助金は経費が21万に満たない場合該当し
ない。再申請をし進めていく。
・広島市豪雨災害支援について
　広島西南ロータリークラブは、10万円支援する。
・�広島土砂災害に対する地区補助金プロジェクト
について

　前向きに進めるが、内容はもうしばらく、詳細
が分かる迄時間を待ち検討する。
・８月度会計報告
　順調に推移している。
・各理事役員報告
根石理事
　10月12日のデイキャンプに向け進める、ご協力
をお願いしたい。
佐々木宏理事
　パンフレット活用して欲しい。１人候補がいる
16日に例会見学。
曽里S.�A.�A.
　100万ドル食事を財団と米山の状況で決めてい
きたい。
對馬理事
　ロータリーの友への投稿８月の事業を10月へ。

・閉会の挨拶
　木村副会長
　７月８月あっという間に終了、どんどん経過し
ていく。色々な事を整理し秩序正しい理事会にな
るように頑張ろう。

� 職業奉仕委員会　委員長　岩田智博

　９月18日木曜日、18時30分からJALシティ広島に於いて、第１回職業奉仕員会GMを開催しました。
　議題を「会員企業の事業をどう役立てるか、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立っ
ているかを伝えていただきました。製造業・販売・流通業・サービス業に分けて年３回行うGMの１
回目です。
　今回は製造業の会員から室崎会員・岩田会員からの話題提供となり、会員に自社の取り組みにつ
いてお話しいただきました。
　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。

第１回職業奉仕委員会ＧＭの開催

2014-2015年度　第３回理事・役員会　議事録
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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 5 12 19 26 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 宮本　晋一 ○ ○ ○ 100％

26 宮㟢　　真 △ △ ○ 100％

27 根石　英行 △ ○ ○ 100％

28 仲田　淳嗣 ○ ○ ○ 100％

29 岡本　文治 ○ ○ ○ 100％

30 奥田　　實 ○ △ ○ 100％

31 小川　光博 ○ △ ○ 100％

氏　名 5 12 19 26 出席率

32 岡本　俊雄 ○ △ ○ 100％

33 折本　　緑 ○ ○ ○ 100％

34 佐々木　宏 ○ ○ ○ 100％

35 白築　忠治 ○ ○ ○ 100％

36 曽里　　裕 ○ ○ ○ 100％

37 杉川　　聡 △ ○ ○ 100％

38 先小山英夫 ○ ○ ○ 100％

39 佐藤　二郎 ○ △ ○ 100％

40 佐藤　克則 ○ ○ △ 100％

41 杉本　清英 ○ ○ ○ 100％

42 末廣浩一郎 ○ ○ ○ 100％

43 佐々木信幸 ○ ○ ○ 100％

44 佐古　雄司 ○ ○ ○ 100％

45 新藤幸次郎 △ ○ ○ 100％

46 田中　茂樹 ○ △ ○ 100％

47 谷口　公啓 ○ ○ ○ 100％

48 遠崎　秀一 △ ○ △ 100％

49 寺本　真司 ○ △ △ 100％

50 俵　　雅之 ○ ○ ○ 100％

51 徳納　武使 ○ ○ ○ 100％

52 對馬　久子 ○ △ ○ 100％

53 田村　英樹 ○ △ ○ 100％

54 田中　朋博 ○ ○ ○ 100％

55 上田　直治 ○ ○ ○ 100％

56 山本　　豊 ○ ○ ○ 100％

57 山下　哲夫 ○ △ ○ 100％

58 吉田　栄壮 △ ○ ○ 100％

59 山下　幸彦 ○ ○ ○ 100％

60 山本　春男 ○ ○ ○ 100％

61 山本　恭瑚 ○ ○ ○ 100％

62 山國　　豊 ○ ○ ○ 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10月21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

　秋晴れの清々しい季節になって参り
ました。秋と言えば何をするにも良い
季節ですが、私にとって秋と言えば「魚

釣りの秋」です。広島湾にはこの時期しか釣れな
いおいしい魚が何種類かいます。それを全力で釣
りに行くのが私の生き甲斐です。また、秋と言え
ば「食欲の秋」、「スポーツの秋」ですね。よく食
べよく動き来たるべき冬の不摂生な生活に向けた
健康貯金をしようと思います。� （児玉）
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【目的】

• 都心に位置する学校にとって、自然体験を交
えた活動の場をもつことは重要です。

• 水質調査やカヌー体験を通じて、「水」に関わ
りを持つ場を設け、水の大切さや環境を考え、
学習が経論・児童の範囲だけではなく、支援
の方や保護者等、さまざまな人のと交流も行
うことによって活動の広がりを目指します。

【当日のスケジュール】

• ８時４５分 学校を出発・徒歩で環境護岸へ向
かう

• ９時１０分 環境護岸へ到着
• ９時１５分 挨拶
• ９時３０分 川のお話・パックテスト
• １０時１０分 カヌーの乗り方講習・カヌー体験
• １２時 昼食
• １２時４５分 カヌー教室再開、写生大会
• １４時３０分 片付け・終了

野外授業のスタートです

授業を真剣に聞く、生徒たち 国土交通省職員による、解説

１時間目の授業は、「川に関わる活動を知る」。
国土交通省太田川河川事務所の職員さんよ
り、川の話を聞き、水に関するクイズなど通じ
て、水環境に関する知識を高めた

藤本さんによる、カヌー講義

２時間目は、一番楽しみにしていた、「カヌー
体験」。カヌーセンターfujiの藤本さんより、乗

り方の講習をしっかり受け、チームに分かれ
てカヌーに搭乗

カヌー体験のようす

今日は保護者として参加しました！

【参加者】

• 会長 林本正継

• 幹事 室崎雅宣

• 理事（奉仕プロジェクト委員長） 根石英行

• 副幹事 久保慎太郎

• 社会奉仕委員長 佐古雄司

• 社会奉仕副委員長 田中朋博

• 親睦家族委員長  山下幸彦

９月12日（金）９時〜
広島市立本川小学校

【学習内容】

• 川に関わる活動を知る。

• 水の状態を観察する。

• カヌー体験を通じて、水空間の素晴らしさを
知る。

• 安全意識の向上を図る。

• 学習のまとめを行う。

いよいよ、始まります。

林本会長より、あいさつ 水の知識を学ぶ講習会

林本会長より「水で、川で、勉強する。自
然と一体になって学習できる貴重な機
会です。しっかり学んで楽しんでくださ
い」と支援についての経緯とアドバイス
を話す

パックテストのようす②

こんな色に変わったよ！ 川が汚れるというこ
とは、生きていけなくなること。「水を使う」とい
うことは、「水」を汚すということ

いよいよ、出発です

来年もよろしくお願いします

参加した子どもたちは、「楽しかった」「初めてだったけど、
うまく漕げたよ」「とても楽しかったので、またやりたい」と
大喜び

【実施概要】

• 実施日時 平成２６年９月１２日（金）
• 実施場所 本川沿い（空鞘橋東詰）の河川敷
• 対象者 本川小学校４年生

６５名と保護者の有志
• 支援者 広島西南ロータリークラブ

（予算補助・資料提供など）
国土交通省太田川河川事務所
（水のお話・パックテスト等の出張講座）
ポップラペアレンツクラブ（会場準備）
カヌーセンターfuji（カヌーの指導）

やっと、護岸に到着です

小学校から歩いて・・・ 主催者より、あいさつ

先生の誘導により、歩いて本川沿い（空鞘橋
東詰）の河川敷へ到着

正本大さんより、生徒たちの今日の流れをわ
かりやすく説明

パックテストのようす①
こっちが川の水 川の水にジュースが入った方

水の状態を観察する「パックテスト」（水質調査）を子どもたちが実施体験。
ジュースのペットボトルキャップ１杯のジュースがどれだけ、川の水を汚し
ているかなど、実体験からさまざまなことも学ぶ

パドル練習のようす

パドル練習。あと、少しでカヌーへ搭乗

今年もありがとうございました！

最初は不安そうだった子どもたちも、すぐに
慣れて、ブイとブイの間を楽しそうに漕いで
走っていく


