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第1376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
物故会員黙祷　２名
広島北ＲＣ　瀬川　正義会員

（瀬川工業㈱　取締役会長）
８月15日ご逝去（91歳）

広島北ＲＣ　古谷　敏明会員
（広島トヨペット㈱　代表取締役社長）

８月19日ご逝去（71歳）
お誕生日記念月記念品贈呈
俵　　雅之会員　９月１日
岡本　文治会員　９月12日
平原　一彦会員　９月17日
寺本　真司会員　９月23日
岡本　俊雄会員　９月26日
山下　哲夫会員　９月28日
会長時間
本日は、湯崎知事のご出席を頂いております。
誠に光栄に存じます。後ほどの卓話時間を楽し

みにしております。よろしくお願いたします。
９月になりました。幾分か涼しくなった感はあ

りますが、まだまだ暑いですね。
先日卓話していただきました、フランス人の

ジュリーさんにとって、この日本の蒸し暑さは、
とびきりだったようです。今は、ボルドーに帰っ
ています。11月からのボルドーワイン博物館で行
う広島県の日本酒展示会に向けて頑張っているこ
とと思います。

９月のロータリーの特別月間は“基本的教育と
識字率向上月間”となっています。

日本の教育レベルでは、“基本的教育と識字率
向上”を特に問題として掲げる必要はないと思い
ますが、地球全体の人類をおもいますと、まだま
だ必要な課題であると捉えざるを得ません。因み
にロータリー会員数世界２位のインドは2013年国
連人間開発報告書によりますと、識字率75.6とい
う低さに苦しんでいます。因みに日本は99です。

先般話題になった、ノーベル平和賞受賞者のマ
ララ・ユスフザイさん。

彼女も教育の重要性を訴えています。
彼女の父親は、ロータリアンです。ジアウディン・

ユルフザイさんの講演「My Daughter Malala」が
ロータリーのホームページからも見ることができる
と思います。

丁度、今月９月15日には、“水環境に関わる学
習会”が行われます。

学習会の対象者は本川小学校４年生65名の生徒
さん達です。

水に関わる基本的教育といった、ロータリー特
別月間に沿った内容です。

日本では、“湯水のごとく使う”といった言い
回しで、贅沢に、ふんだんに、といった意味で“水”
という言葉が使われます。

水資源に恵まれていることに、私たちは感謝し
なければなりません。

40年前に、パキスタンのモヘンジョダロに行っ
たことがあります

インダス文明の遺跡があるところです。
紀元前2500年から紀元前1800年にかけて繁栄し

最大で４万人近くが居住していたと推測されてい
ます。

水道、汚水の排水システム、個人用の浴室、公
衆浴場が存在しており、水量の季節的変動を考慮
して貯水池を十分整備するまでに水利工学は進歩
していたようです。

やはり治水管理は文明の発展には欠かすことの
できないものと、当時はっきりと感じました。40
年前のモヘンジョダロ遺跡は塩害に浸食され、理
想的な遺跡管理とはいいがたい状況でした。

ロータリークラブでは“水”の問題には長く取
り組んでいます。

水保全への取り組みは、歴代ＲＩ会長の大きく
とらえるテーマとなっています。

広島西南ロータリークラブでは、20周年記念事
業として、「守ろう！ぼくらの太田川」と題する
広島の母なる川、太田川の映像を作成し、広島の
未来を担う子供たちに、教材として配布させてい
ただきました。佐々木会長の年度でした。
「守ろう！僕らの太田川」が今年もみずえ緑地

の正本さんと共に脈脈と続いていることを誇らし
く思っています。

来週は貧困、差別といった構造的な暴力のない
積極的平和について捉えてみたいと思っていま
す。

ご清聴ありがとうございます。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。
／例会変更。／例会終了後、理事役員会開催。／
次週例会は創立29周年記念夜間例会。９月９日

（水）18：30開催。
�スマイルボックス

田中朋博会員　またまた折本さんにマスコミ掲載
のお知らせをいただきました。広島経済レポートに
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新会社（編集プロダクション）をご紹介いただき
ました。広島に編集部があるからこそできる地域
情報を深く伝える出版物を発行していきます。（ザ
メディアジョンプレス社長に就任）
折本　緑会員　８月頭から帰国していた息子が、
本日、またフランスへと旅立ちました。これまで
は語学ばかりの勉強でしたが、いよいよ９月から
ステュディオベルソーという学校でデザイナーの
勉強に入ります。世界の名だたるデザイナーを多
く輩出したことでも有名な学校です。
　とっても小さな学校ですが、小さいが故に先生
と生徒が密接で、アットホーム。とはいっても、
直球で先生と向き合うのでとても厳しい学校とし
ても有名です。気おくれすることなく、大きく羽
ばたいてほしいと願い、出宝します。
�委員会報告

広報雑誌委員会（友誌を読む）
ロータリーの友を読んで
� 山國　　豊会員
　みなさんこんにちは、入会３
年未満の山國です。今回は急な
お話だったのですが、広報雑誌
委員長の杉本さんから軽く一方
的に頼まれましたので、NOとは言えず、、、では
感想を。
　まず、８ページからのロータリーの友の創刊の
頃のお話が載っています。雑誌に対するイメージ
の食い違いが浮き彫りになったらしく、大阪案と
東京案、特に縦書き・横書き、また原文は英語な
のでカタカナ・ひらがな等、日本語訳にも大変苦
労したと書かれていました。そしてロータリーの
友は実は“主婦の友”からヒントを得たネーミン
グだそうです。旅行の友ではなかったみたいです。
　また、35ページにパズルｄeロータリーという
コーナーが８月号から始まっています。このパズ
ルは難しいので間違い探し等が良いですね。
　今年度は会報資料委員なので会報の写真を撮ら
せてもらってます。素敵な写真を会報に載せたい
のでカメラを向けられたらぜひ一番の笑顔でお願
いします。
　以上です。貴重なお時間、ありがとうございま
した。
出席報告

　会員数 64名　出　席 55名　欠　席  9名
　　　　　　　 来　客  2名　来　賓  1名
　　　　　　　 ゲスト  1名

プログラム
外部講師卓話
「ひろしま未来チャレンジビジョ
ン」改定（案）の要約について

広島県知事　湯㟢　英彦　氏

改定の趣旨
　広島県では、平成22（2010）年に策定した「ひ
ろしま未来チャレンジビジョン」に基づき、

・　多様な人材の育成や集積などあらゆる分野
の基礎となる人づくり

・　イノベーションを持続的に創出し、雇用や
所得を生み出す新たな経済成長

・　暮らしに直結した生活基盤を支える安心な
暮らしづくり

・　個性や資源を生かした豊かな地域づくり
の４つの政策分野を相互に連関させ、相乗効果を
もたらしながら好循環する流れをつくり出してき
ました。
　本県を取り巻く様々な社会経済情勢の変化を踏
まえ、また、国の地方創生に係る政策を追い風に、
本県の目指す姿「将来像」の実現に向けて　「一歩
先へ」踏み出すため、従来のチャレンジビジョン
を発展的に見直し、　新たな挑戦を推し進めます。
ひろしま未来チャレンジビジョンに基づく取
組の成果と課題（主なもの）

〔主な成果〕
❖　合計特殊出生率～全国平均を上回る

24年 25年 26年
広島県 1.54 1.57 1.55
全国 1.41 1.43 1.42

❖　交流人口の拡大
　～総観光客数が３年連続過去最高を更新

（�5,893万人、�6,109万人、�6,181万人）
〔主な課題〕
❖　若者世代の県外への転出超過
　～２千人規模で継続
（15-24歳の転出超過　�1,940、�2,220、�2,260）
❖　ひろしまブランド確立に向けて取り組んでい

るが、民間の地域ブランド力ランキングは12位
前後で推移
将来を展望する上で、特に考慮が必要な情勢
変化

◆　今後、団塊ジュニア世代が人口再生産年齢を
過ぎるなど、新たな段階を迎える人口減少・少
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子高齢化
◆　オリンピック等を契機とした東京一極集中の
加速化

◆　海外での事業展開の活発化、外国人観光客が
近年増加するなど、グローバル化新局面の到来

◆　東日本大震災や大規模土砂災害などの災害を
通じて改めて認識した、安心・安全に対する意
識の高まり

基本理念
　将来にわたって、「広島に生まれ、育ち、住み、
働いて良かった」と心から思える広島県の実現

目指す姿
　基本理念を基に、仕事でチャレンジ！暮らしを
エンジョイ！活気あふれる広島県　～仕事も暮ら
しも。欲張りなライフスタイルの実現～

を目指します。
＜４つの政策分野の好循環＞

人口ビジョン

▼　広島県の人口は、平成10（1998）年の288.2
万人をピークに減少しており、今後は一段と早
い速度で減少する見通し

▼　人口そのものを目標とするものではなく、定
住や結婚・出産に係る県民の希望が実現した場
合の将来展望と、現状のまま推移した場合の見
通しを併せて提示し、県民みんなで目指す将来
展望と課題認識を共有

人口の将来展望
現状で推移した場合
◆　2060年の県人口は約90万人減少し、200万人

を下回る。
県民の希望が実現した場合
◆　出生や社会移動に関する県民の希望が実現

し、合計特殊出生率や転出超過が改善した場合、
2060年の県人口は約235万人となり、現状で推

移した場合と比べて約45万人増加

４つの政策分野の取組方向
　４つの政策分野ごとの将来像を実現するため、
それぞれの領域において、「目指す姿」、「目標」、「指
標」、「取組の方向」「本県の持つ『強み』」、これ
らの背景となる「社会情勢」、「着眼点（ビジョン
策定後の成果や課題、取組の必要性等）」を掲げ
ています。

　人づくり

将来像
　これからの本県を内外から支える人材の育
成、人をひきつける広島らしいライフスタイ
ルの実現など、全ての県民が輝く環境の整備
により、人が集まり、育ち、生き生きと活躍
しています。

１　少子化対策
○　結婚を希望する人が出会い、結婚し、また、

子供を希望する人が安心して妊娠・出産でき
る環境が整っています。

○　安心して子供を育てられる環境が整ってい
ます。

２　女性の活躍
○　日本一女性が働きやすい環境が整っています。
○　女性が自らの目標・理想の実現に向けて、

努力できる環境が整っています。
○　あらゆる分野で、男女が対等な構成員とし

て、個性と能力を発揮できる環境が整ってい
ます。

３　働き方改革
○　全ての人が生きがいや達成感を持って仕事

に取り組みながら、健康的に暮らしを楽しむ
ことができる生活が実現しています。

４　人の集まりと定着
○　広島県の魅力にひかれ国内外から人が集ま
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るとともに、広島県で育った人が県内に定着
する環境が整っています。

５　教育
○　子供たちが、将来にわたってたくましく生

きる力を持ち、健やかに育っています。
○　若者たちが、世界の人々と協働して新たな

価値を生み出すなど、社会に貢献する資質・
能力を身に付け、「地域の成長・発展を支える
人材」や「世界を舞台に活躍する人材」など、
多様で厚みのある人材層が形成されています。

６　多様な主体の社会参画
○　年齢や障害の有無等にかかわらず、全ての

県民が活躍できる環境が整っています。
○　自立性を持って連携し支え合う多様な主体

の活動により、新たな価値が生まれ、地域社
会が活性化しています。

新たな経済成長

将来像
　新たな挑戦を行う企業や人が活発に活動
し、イノベーションを通じて新しい経済成長
のステージが生まれることで、魅力のある雇
用・労働環境が創出され、県民が将来に向け
て大きな希望が持てる強固な経済基盤が整っ
ています。

７　産業イノベーション
○　ものづくり産業における世界トップレベル

の技術の集積を生かしつつ、新しい産業が生
まれ育ち、社会経済情勢や市場の動向に、柔
軟かつ的確に対応できる「イノベーション立
県」が実現しています。

○　創業や第二創業が増加し、経済活動の新陳
代謝が活性化しています。

○　新たな挑戦や意欲ある取組が活発に行わ
れ、海外成長市場を獲得しています。

○　社会人が働きながら学ぶ環境が整い、経営
能力や高度な技術・技能を備えた多彩な人材
の育成・集積が進み、イノベーションを生み
出す源泉となっています。

８　農林水産業
○　農林水産業が自立した産業として確立し、

販売戦略に基づく生産・流通体制の構築が進
み、農山漁村地域の産業の核となっています。

９　観光
○　「ひろしまブランド」や「瀬戸内ブランド」

が確立され、国内外から訪れる多くの人々に

感動と癒しを与えるとともに、県民にとって
も世界に誇れる観光地となっています。

○　本県産業の柱である「ものづくり」に加え、
観光が成長を支える産業の一つとなっていま
す。

10　交流・連携基盤
○　人やモノが集まり、国内外との交流が盛ん

に行われています。

安心な暮らしづくり

将来像
　医療・介護、福祉や、いつどこで起きるか
分からない自然災害など、県民生活に直結し
た課題について、企業、団体、県民などの様々
な主体と連携して、社会全体でその課題解決
に取り組み、全ての県民が安心して生活し、
幸せを実感できる環境が整っています。

11　医療・介護
○　地域に必要な医師等が確保され、県内のど

こに住んでいても、安心できる医療・介護
サービスを受けることができます。

12　健康
○　県民が生涯にわたり心身共に健康に暮らす

ことを応援する仕組みが整っています。
○　総合的ながん対策が日本一進んでいます。
○　感染症等の健康危機管理体制が整備されて

います。
13　福祉

○　支援が必要な人が、地域で安心して生活で
きる環境が整っています。

14　環境
○　環境への負荷の少ない持続可能な社会の仕

組みが構築されています。
15　防災・減災

○　県民みんなで「災害死ゼロ」を目指す取組
を進めることにより、災害に強い広島県に
なっています。

○　これまで整備してきた社会インフラが適切
に維持管理され、県民が安全で快適な日常生
活を送っています。

16　消費生活
○　食品や商品・サービスの安全の確保など、

消費者の安全・安心を守る仕組みが構築され
ています。

17　治安
○　治安が向上し、日本一安全・安心な広島県
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○　美しく恵み豊かな瀬戸内海が実現されてい
ます。

20　中山間地域
○　里山・里海に象徴される人と自然が作り出

す中山間地域ならではの環境が、内外の人々
により引き継がれる中で、将来に希望を持ち、
安心して心豊かに、笑顔で幸せな生活が営ま
れています。

21　平和貢献
○　世界で最初の被爆地として、平和に関する

資源が集まり、平和のための活動が効果的に
生み出され、核兵器のない平和な世界の実現
が着実に進められるよう具体的に貢献できる
広島の国際平和の拠点化が進んでいます。

会長時間
本日は創立記念例会、広島西南ロータリーの29

回目のアニバーサリーの日となります。
そして、９月９日は重陽の節句日でもありま

す。重陽の節句は不老長寿を願う節句であります。
本日、岡本文治会員は90歳、小野和彦元会員は

になっています。

豊かな地域づくり

将来像
　地域の人々が、地域特性や固有の資源を「力
と宝」と実感し、磨き、発揮するとともに、多
様性のある地域が連携することにより新たな活
力を生み出し、県民一人ひとりが地域に愛着と
誇りを持ち、国内外から魅力ある地域として選
ばれる、住みやすく個性ある豊かな地域になっ
ています。

18　魅力ある地域環境
○　豊かな自然や伝統文化、内海と山々が織り

なす食文化など、地域の特性や資源を生かし、
地域の価値を高める主体的な活動が活発に行
われ、また、文化芸術、スポーツを生かした
生活空間の創出とそれらに親しむことを通じ
て、県民一人ひとりが地域に誇りと愛着を持ち、
内外から魅力ある地域として選ばれています。

○　機能的で日常生活を刺激する魅力的な市街
地や建築物等が整備、創出され、都市的機能
が提供されています。

19　瀬戸内
○　世界に誇れる「瀬戸内」が、国内外の人々

に認知され、幾度となく訪れてみたい場所とし
て選ばれ、交流人口の増加により地域経済が
活性化し、豊かな地域社会が実現しています。

奉仕の理想
敬老の日お祝い（お菓子と花束贈呈）

　卒寿（90歳）岡本　文治会員
　傘寿（80歳）村尾　博司会員・小野　和彦元会員
　喜寿（77歳）池久保光治会員
　還暦（60歳）徳納　武使会員・木村　恭之会員

創立29周年
記念例会・懇親会
（第1377回例会）
2015. 9. 9　18：30〜20：30
ANAクラウンプラザホテル
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出席報告
　会員数 64名　出　席 54名　欠　席 10名
　　　　　　　 ゲスト 17名
�懇親会開会挨拶（木村会長）

　先ほどの会長時間に引き続き出張って参りまし
た。
　本日は、先ほども申し上げましたが、広島西南
ＲＣのＯＢ諸氏のご参加、そして米山奨学生ＯＢ
と現役生にご参加いただいております。是非とも、
旧友を温め、不老長寿を願い、そして、世界平和
につながっていけばとおもいます。
　米山奨学生諸氏には、好漢クラブを通して、少
しばかりご支援をさせていただいております。私
自身も好漢クラブの一員です。
　国際理解、親善、を通じて平和を推進すること
も一つの目標であります。
　先週の例会時間にて国際奉仕・台北新東ＲＣ親
善委員長、俵さんから、好漢クラブでの中国語研
修の案内がありました。
　是非とも大勢の方のご参加をお待ちしておりま
す。
　これにて懇親会開会のご挨拶とさせていただき
ます。ごゆっくりお楽しみください。
　ありがとうございます。

80歳、村尾博司会員は80歳、池久保光治会員は77
歳、徳納武使会員は60歳、そして私も60歳、のお
祝いの月でもあります。

大隈重信の言う、人生125歳説があります。大
隈重信の説を用いますと、岡本文治会員は35年の、
小野和彦元会員と村尾会員は45年の、池久保会員
には48年、徳納会員と私には65年の天寿の残りが
あることとなります。せいぜい、みなさんと一緒
に楽しんでいきたいと思います。

さて、本日の会長時間は、先週予告しましたよ
うに、貧困、差別といった構造的な暴力のない積
極的な平和について捉えてみたいと思います。

今年の会長テーマとして、“世界平和にむけ、
できることを探していこう”と掲げておりますの
で、勢いこのようなテーマばかり取り上げている
次第でございます。

先月来日されていました、ノルウェーの平和学
者ヨハン・ガルテュング博士は、1960年代に戦争
のない状態は“消極的平和”に過ぎず、貧困や差
別といった構造的な暴力のない世界“積極的平和”
を目指すべきだと提唱されています。

奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット
ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進す
ること、とロータリーの目的の中にあります。

ペロポネソス戦争歴史記録本“戦史”の作者トゥ
キディデスは人間とその集団の行動の源泉につい
て「名誉心」「恐怖心」「利得心」に、行動の源泉
があるとしています。戦争を防ぐのは、国際理解、
親善、寛容の心であって、個人的には、集団的自
衛権ではなく、もちろん軍拡競争でもないと思っ
ています。

本日は、広島西南ＲＣのＯＢとして、小野さん、
中村さん、中村さんの奥様、今井さん、青山さん、
金森さん、金森さんの奥様、のご参加をいただい
ております。旧友をあっためていきましょう。

また、米山奨学生ＯＢと現役米山奨学生も参加
していただいています。

周さん、金さん、黄さん、そしてチャンさん。
存分に本日の創立夜間例会を楽しんで、不老長

寿を願い、世界平和を願ってまいりましょう。
本日は、この辺りで会長時間を終わります。ご

清聴ありがとうございます。
�幹事報告

　米山梅吉記念館より賛助会員募集の案内。年会
費3,000円。希望者は事務局迄。／９月17日（木）
夜開催の職業奉仕委員会ＧＭについて、未回答者
は受付で回答のこと。／例会変更。
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ズが長年使われているわけですけれど、それは、
日本が水資源に恵まれている、おかげであると思
います。
　日本以外を見渡せば、水資源に恵まれた国はそ
うそうありません。
　昔、日中友好学生訪中団の一員として、中国に
行ったことがあります。上海で水道水を僅か飲ん
で、大変な下痢にあった友人がいました。その友
人は、ついには病院に入院してしまい、一緒に帰
国することができなくなってしまいました。
　その後、彼は帰国後、上海の入院生活を可愛い
看護婦さんとの出会物語として、我々に武勇伝と
して語っていました。
　バックパッカーとして、１年間旅行した時、ロ
ンドンで安アパートに滞在した時がありました。
　水道水を生では飲まないように言われて、“や
かん”で一度沸騰させて飲んでいました。
　しばらくすると、２週間ほどくらいで、新品の

“やかん”の内部が樹脂で覆われていました。ぞっ
とした、感覚を覚えています。
　40年ほど前のことなので、今は随分違うので
しょうが、当時、日本の水事情は、優れているの
だなと心底思いました。
　その当時、ヨーロッパでは、ワインより、ペッ
トボトル入りの水の方が値段も高く、もっぱらワ
インを飲んでいました。
　貧困、差別、といった構造的な暴力のない世界
を積極的平和と呼ぶならば、貧困、差別、と並ん
で、水環境の問題を、大きく取り上げなければな
らないと思います。
　本日の会長時間を終わります。
�幹事報告

　クラブ月報・会員増強委員会からの会員紹介
カード・軽音楽同好会案内配布の案内。／９月17
日（木）18：30 ～職業奉仕委員会ＧＭがホテル
ＪＡＬシティ広島で開催。／次週は祝日のため次
回例会は９月29日（火）。
�スマイルボックス

岡本文治会員　皆さんのおかげで90才になりまし
た。
岡本俊雄会員　誕生日のお祝いありがとうござい
ます。これからも健康に気を付けます。
曽里　裕会員　９月８日木村会長以下６名で京都
西南ロータリークラブへメークアップを行いまし
た。参加いただきました皆様に感謝いたします。
幸村憲治会員　９月９日創立29周年記念パーティ
ーがお陰様でつつがなく終了し、ほっとしており

９
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第1378回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ROTARY
四つのテスト唱和
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
結婚記念日祝いお礼スピーチ（幸村憲治会員）
　みなさんこんにちは！
　会員ナンバー18番の幸村です。
　本日は結婚記念のお祝いをあ
りがとうございました。
　昨日桒田副幹事さんから本日
のスピーチの連絡を頂き、結婚
記念日を思い出した次第でございます。
　私は1986年９月14日に結婚しました。
　つまり29周年で広島西南ロータリークラブの歴
史と同じだという事を知りました。
　この時は敬老の日と合わせ３連休の中日であっ
たので友人よりひんしゅくをかった事を覚えてい
ます。最近ではその敬老の日がいつの間にか９月
の第三月曜日となってしまったので、夫婦仲と共
にこの９月14日も忘れ去られ、唯一※※の暗証番
号としてのみ存在している訳ですが…。
　昨日ネットで９月14日を調べておりましたら、
セプテンバーバレンタインと言う日だそうで、昔
ＴＢＳラジオのパックインミュージックと言う番
組が発祥らしいのですが、女性から別れ話を切り
出しても良いとされる日だそうで、紫色の物を身
に着け、白いマニュキュアをして、緑のインクで
書いた別れの手紙を直接相手の男性に手渡すとい
うのがルールだそうで、この事を知って益々９月
14日に家に近づく事ができなくなってしまった
なぁと感じた次第です。
　今回も結婚記念日のリマインドをして下さり、
いろいろな気づきを与えてくれる広島西南ロータ
リークラブに感謝です。
　ご清聴ありがとうございました。
会長時間

　今朝、本川小学校４年生65名を対象とする、“水
環境に関する取り組み”という学習会に行ってま
いりました。そしてご挨拶をさせていただきまし
た。
　広島西南ロータリークラブ、そして、国際ロー
タリーでは、皆様ご存知のように、“水環境に関
する取り組み”を長年続けております。
　日本では、“湯水のごとく使う”という、フレー
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ます。ご協力いただきました方々、皆様に感謝で
す。軽音楽同好会も立ち上げましたので、皆様よ
ろしくお願い申し上げます。
藤崎健次郎会員　広島経済レポート９／ 17号に
恥ずかしながら支店長紹介の記事で掲載されまし
た。
小野和彦元会員　創立29周年おめでとうございま
す。すばらしい例会にご案内いただき、ありがと
うございました。感謝を込めてスマイルＢＯＸに
出宝いたします。
青山　裕元会員　創立記念例会にお招き頂き、ど
うもありがとうございました。
出席報告

　会員数 64名　出　席 53名　欠　席 11名
　　　　　　　 来　客  2名　来　賓  1名
　　　　　　　 ゲスト  2名
プログラム
外部講師卓話
「女性の活躍促進に向けた広島
県の取組」

広島県健康福祉局　　　　
働く女性応援課長
杉山　亮一　氏

DONATIONDONATION
９  月 年度累計

ス マ イ ル 134,000 円 400,000 円
善 意 の 箱 13,679 円 37,951 円
100万ドル 56,994 円 107,226 円
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�幹事報告
　10月１日よりロータリーレート変更　１ドル＝
120円（現行124円）。／クラブ会員手帳の追加シー
ルを作成予定。変更・訂正の連絡は10月13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

スマイル委員会　９／ 17職業奉仕第１回ＧＭで
りんじニコニコＢＯＸへ気持ちが集まりました。
喫煙者の皆様ありがとうございます。　
杉川　聡会員　少し遅くなりましたが、９月７日
に初孫が誕生いたしました。元気の良い男の子で
す。孫の誕生を機に、心を入れ替え、品行方正な

“おじいちゃん”を目指し頑張っていこうと思い
ます???
折本　緑会員　弊社の新事業「そのまんま買取り」
が経済レポートに掲載されました。家財があるまま、
事故物件でも。家財や無用品があってもそのまん
まを丸ごと買取りするサービスです。不動産屋が
取り組む「安芸や問題対策」　頑張って参ります。
林　暢也会員　９／ 17に職業奉仕委員会第１回
グループミーティングを開きました。多数ご参加
いただきありがとうございます。今年度、あと２
回行います。よろしくお願い申し上げます。
出席報告

　会員数 64名　出　席 56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
「大人なら知っておきたい
日本神話の世界」

広島経済大学経済学部教授
北野　尚人　氏

皆さんは、日本で一番古い神
様のお名前をご存知でしょうか？

この質問に答えることができる方が大変少ない
のが、現在の日本の状況です。古事記に登場する
最初の神様は、アメノミナカヌシというお名前で
すが、ご存知ない方がほとんどです。

さて、私は古事記、日本書紀、出雲国風土記を
中心に日本神話を研究しております。ご存知のよう
に、古事記は現存する日本最古の書物です。和文
を用いて、ストーリーは一本の線のように書かれて
います。一方、日本書紀は中国へ向けての正式な
国史の位置付けで、漢文で書かれています。ストー

９
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第1379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
連続出席率100％

　遠崎　秀一会員（９年）
会長時間
シルバーウィークによって、１週飛ばしの例会

日です。皆様、２週間のご無沙汰でございました。
その間、先々週、職業奉仕委員会による勉強会が
開催されました。奉仕プロジェクト委員会の岩田
理事さん、林委員長さん、佐々木パスト会長さん、
お世話になりました。

参加者19名を数え、益々、職業奉仕の感覚が西
南ＲＣに身について行くことを期待しておりま
す。今年度中に、あと２回開催を予定されている
ことを、頼もしく思っております。

今回参加できなかった方々も、是非次回はご参加
いただきますようお願い申し上げます。そして、同
じ先々週、安全保障関連法案が成立しております。

積極的平和と積極的平和主義について今まで、
会長時間でとりあげて来ましたが、後日、ロータ
リー平和センターの奨学生が東京から来ていただ
くときに、論議を深めていくことができればと、
期待しております。

さて９月も今週が最後の例会日となります。今
月９月のロータリー特別月間は“基本的教育と識
字率向上”となっています。

世界には、学校教育が受けられない子供たちが
6,700万人、読み書きができない15歳以上の人た
ちが７億7,500万人以上います。ロータリーは、
世界の地域社会で、テクノロジー、教員研修、職
業研修チーム、給食、廉価な教科書を提供する教
育プロジェクトを支援しており、地域社会が基本
的教育と識字率、教育機会における男女差、成人
の識字教育を自力で改善できるよう、その能力を
高めることを目標としています。

日本にいる限りは、このような世界の教育状況
は考えられないことですが、現に世界のどこかに
6700万人の学校教育を受けられない子供たちが存
在しています。

我々広島西南ＲＣでは、タイ、モンゴル、ベト
ナムへの支援を行ってまいりました。

そして、30周年記念事業として、カンボジアへ
の支援を準備している今現在です。

我々の支援活動が、実りある成果を実現できる
よう、大きく期待しているところです。

本日の会長時間を終わります。

（10） 2015年９月
“世界平和”に向け、できることを探していこう



島根県の日御碕神社や須佐神社などがあります。
ツクヨミはイザナギのご長男にあたる神様で、

夜の世界の支配者です。古事記にはあまりエピ
ソードがない神様です。

アマテラスの弟スサノオは、荒ぶる神の代表格
です。高天原での乱暴狼藉、地上界でのヤマタノ
オロチ退治などのエピソードが有名です。近県で
祀られている神社は、島根県の須佐神社、須賀神
社、八重垣神社などがあります。

その次の世代の神様で最も有名なのがオオクニ
ヌシでしょう。地上界の偉大な神で、因幡の白う
さぎ、国造り、国譲りなどのエピソードがありま
す。ゆかりの神社としては出雲大社がよく知られ
ています。厳島神社の中にも大国社というお社が
あります。

日本神話を学び、神様への理解が深まると、神
社をお詣りする時の楽しみが増えます。

皆さんも、日本人の大人として、お子さんやお
孫さんにお話しできるように、日本神話を読まれ
ることをお勧めいたします。

リーも幾つかの解釈が載っているのが特徴です。
出雲国風土記は、地誌的な性格の強い書物で、

地名の由来や特産品などの記載があります。出雲
国風土記は残っている５つの地方の風土記の中で
唯一の完本です。

本日は、古事記をもとにして、日本神話の概要
をご説明したいと思います。

一般の方が、古事記の中で、最も古いと思われ
ている神様は、多分、イザナギとイザナミでしょう。

この夫婦神は、古事記では12番目に登場されま
す。但し、国生みや神生みなど、最初に活躍され
た神様なので、ご存知の方が多いのだと思います。

次に登場する神様が、アマテラス、ツクヨミ、
スサノオです。この３柱の神様は、イザナギの禊（み
そぎ）によって生まれ、三貴子と呼ばれています。

アマテラスは、太陽神であり、日本神話の最高
神という位置付けの神様です。一般的には、最も
知名度の高い神様かもしれません。天の岩戸隠れ
や、天孫降臨のエピソードが有名です。祀る神社
としては、伊勢神宮を始めとして、広島近県では、

９月８日「西南の集
い」提唱クラブである
京都西南ロータリーク
ラブの例会に表敬訪問
を兼ね、木村会長以下
曽里、山下（哲）、根石、
新藤、児玉の６名で出
席して参りました。
例会では四つのテス
トの歌（当クラブとは
違ったメロディー）が
流れたり、童謡を合唱
したりと当クラブとは
一味違った和やかな雰
囲気で新鮮さを感じま
した。折しも当日の卓
話は木村会長も面識の
ある日本ソムリエ協会
の西別當　選氏による
ワインにまつわるお話
で、楽しく拝聴すると
ともに不思議な巡り合
わせを感じた次第です。
例会終了後は錦市場
や清水周辺を散策、夕
方先方の懸野会長・今
西幹事にお計らい頂い
た懇親会では京都の文
化にも触れることがで
き、大変楽しく有意義
な訪問となりました。

西南の集い親善委員会　委員会報告
　　　　（京都西南ロータリークラブ訪問）児玉　栄威

平成27年
９月８日

例会場にて記念撮影

祇園宮川町

舞妓さんの踊り

西別當 選氏の卓話

懇親会場にて
前列左から２人目が懸野会長、後列左端が今西幹事

木村会長挨拶

京都西南ＲＣ例会の様子

清水寺にて清水寺にて

京都市内散策の様子

懇親会風景

懇親会の様子
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日　時：2015年９月１日　13時45分～ 15時00分
場　所：ＡＮＡクラウンプラザホテル４Ｆ会議室
１．出席者の確認
　出席者：木村・杉川・林本・末廣・徳納・
　　　　　橋本・岩田・仲田・平原・山下（幸）
　　　　　梶本・佐古・桒田
２．会長挨拶
　ガバナー公式訪問は１月12日となった。
３．議事

①　合同幹事会・合同事務局運営委員会報告：
議事録に従い報告。

②　８／ 23地区指導者育成セミナー報告
　　徳納理事、仲田理事が概要報告。
③　創立30周年記念事業実行委員会報告
　　特別事業基金の記念碑的な事業として、広

島駅前に記念碑、時計、緑地など設けること
を検討中。３つめの周年記念事業になる。カ
ンボジアは雨期で進んでいない。お金は渡し
ていない。可部の砂防ダム、集会所11月中頃
着工予定。理事会で状況報告の上、例会でも
報告する。

④　10月度プログラムと行事予定について（協
議・確認）

　　配付資料により説明。
　　会長：12月プログラムで平和フェローシッ

プの学生に来てもらう日程につき、12月１日
か８日で検討中。スペイン人のダニエル氏が
候補。

⑤　奉仕プロジェクト委員会事業について（協
議）
・　９／ 15水環境に関する学習支援事業：

会長挨拶（直接イベント会場へ）
　　岩田理事、田中朋社会奉仕委員長、会長、

寺本青少年奉仕委員長の４名が参加予定。
・　10 ／ 18地区補助金事業：準備・内容に

つき、後日案内。13：00からは別途一般公
開予定。

・　10 ／ 27職場訪問例会：大師寺
・　広域公園の散水栓：草刈りの上、ホース

を埋めて、工事完了。
⑥　８月度会計報告

　　　配付資料にて説明。
⑦　各理事役員報告
　　徳納理事より会員増強の紹介カード（新入

会員候補情報カード）について提案あり。
　　次回例会で紹介カードを会員へ配布し、11

月17日にクラブフォーラムを開催し、使い
方・フローを決める。会員増強委員会で検討
し10月の理事会迄にフローを出すことに決
定。

⑧　その他
5．次回開催日の予定
　10月６日（火）13：45 ～ 15：00
　11月度プログラムをクラブ管理運営委員会でご
準備下さい。
6．閉会の挨拶　杉川副会長

俵　　雅之　１日
岡本　文治　12日
平原　一彦　17日

寺本　真司　23日
岡本　俊雄　26日
山下　哲夫　28日

幸村　憲治　15日
上田　直治　17日

会員誕生日

９月の会員記念日

結婚記念日

パートナー誕生日入　会　月

創　業　月

村尾博司夫人　滋 子様　１日
石井和彦夫人　恭 子様　３日
荒木　攻夫人　晶 子様　30日
橋本幸範夫人　由利香様　30日

山下　哲夫　Ｓ61年
山本　　豊　Ｓ61年
白築　忠治　Ｓ61年
佐々木　宏　Ｓ61年
奥田　　實　Ｓ61年
岡本　文治　Ｓ61年
梶本　尚揮　Ｓ61年
石井　和彦　Ｓ61年
萬歳　幸治　Ｓ61年

平原　一彦　Ｈ２年
平石　雅史　Ｈ12年
山下　幸彦　Ｈ13年
岡本　俊雄　Ｈ14年
室﨑　雅宣　Ｈ17年
末廣浩一郎　Ｈ20年平原　一彦　㈲カープタクシー Ｓ28年

先小山英夫　ホテルJALシティ広島 Ｓ25年
對馬　久子　對馬行政書士事務所 Ｓ58年
田中　和之　㈱ライズプロジェクト Ｈ16年

掲　示　板

10月行事予定
❖ 10月６日（火）13：45 ～
　第４回理事役員会 ANAホテル4Ｆ
❖ 10月18日（日）10：00 ～
　津田子供の家の子供達との地区補助金事業
　 in 広島マリーナホップ

❖ 10月25日（日）9：30 ～
　地区大会（宇部）
❖ 10月27日（火）
　職場訪問例会 大師寺（海田町）
　18：30 ～　パスト会長会
 ANAホテル5Ｆ「相生」

2015-2016年度　第3回理事・役員会　議事録

（12） 2015年９月
“世界平和”に向け、できることを探していこう



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 4 11 18 25 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 桒田　博正 ○ ○ ○ 100％
17 児玉　栄威 ○ ○ ○ 100％
18 幸村　憲治 △ ○ ○ 100％
19 三好　清隆 △ ○ ○ 100％
20 村尾　博司 △ ○ ○ 100％
21 宮本　　昇 △ ○ ○ 100％
22 室﨑　雅宣 △ ○ △ 100％
23 宮崎　　真 ○ ○ ○ 100％
24 三宅陽一郎 ○ ○ ○ 100％
25 水谷　耕平 ○ △ ○ 100％
26 根石　英行 ○ △ ○ 100％
27 仲田　淳嗣 ○ △ ○ 100％
28 岡本　文治 × ○ × 33％
29 奥田　　實 △ ○ ○ 100％
30 小川　光博 △ △ ○ 100％
31 岡本　俊雄 ○ ○ ○ 100％
32 折本　　緑 ○ ○ ○ 100％

氏　名 4 11 18 25 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 田中　和之 ○ ○ △ 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％
63 戸田　泰弘 ○ ○ ○ 100％
64 長谷川大助 △ ○ ○ 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

　昼間はまだ暑いですが朝晩は涼しく
なってきました。私の父は平日デイサー
ビスに通っています。男性は集団生活
が苦手な方が多く、デイサービスに行

きたがらないのですが、父は初めて会う人とも直
ぐになじんで会話を楽しんでいます。土曜日は私
も迎えの車が来るまでの時間、父と家の前で世間
話をしています。冬場は寒いので介護老人保健施
設に入ります。12月になるまでもう少し会話を楽
しみたいと思います。

（杉本清英）
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小学生たちはすぐにカヌーを乗り
こなしています。

学習会の説明

パドルの練習

川辺で見守り

太田川河川事務所職員さんによる
水に関する講義

次々と出航していきます。

みんな仲良く浮かんでいます。

木村会長　挨拶

いざ本番

学習会の様子

学習会出席者

木村会長、岩田理事
田中（朋）委員長
寺本委員長
児玉カメラマン

一日の流れ

１．開会
２．河野校長先生挨拶
３．西南ロータリークラブ
会長ご挨拶

４．スタッフ紹介
　　太田川河川事務所・
カヌーセンターフジ

５．児童代表挨拶
６．スケジュール・諸注意等
７．授業開始

木村会長挨拶

　おはようございます。今日は、水環境に関わる学習会ですね。皆さんは、一度はこんな
言葉聞いたことがあるかもしれません。“湯水のごとく使う”という言葉です。贅沢に、
惜しみなく使うことの例えとして、使われることがあります。水資源に恵まれた日本の国
だから、そのような使われ方があるのだと思います。日本以外の国々を見てみますと、決
して、“湯水のごとく使う”という言葉はないと思います。若いころ、色々な国を旅して廻っ
た経験がありますが、中国では、少量の水道水を飲んで、大変な下痢症状に成りました。
　ロンドンでは、水道水は生では飲まないように言われ、“やかん”でいったん沸騰させ
た水を飲んでいました。しばらくするとその“やかん”の内部が樹脂に覆われていたのを
みて、ぞっとしたことを、思い出しました。日本は今も、水資源に恵まれてはいますが、
水環境をきちんとしていかないと、いつ、下痢をしたり、“やかん”の内部が樹脂で覆わ
れることになってしまうかもしれません。
　ロータリークラブでは、水環境に世界的に取り組んでいます。清らかな水を求めて、小
学生くらいの子供たちが、長い距離を水汲みに汗を流しているところは、今でも結構ある
ようです。話が長くなるといけません。
　今日の“水環境に関する取り組み”みなさんたちの、今後の行く末に役立つことを願い
まして、御挨拶とさせていただきます。
　ご清聴ありがとうございました。

社会奉仕委員会 委員会報告
（平成27年９月15日 水環境に関わる学習会）

平成27年９月15日
社会奉仕委員会

　平成27年９月15日に本川小学校４年生65名を対象とした「水環境に関わる学習会」が当クラブの支援で開
催されました。最初はおどおどした様子の子供もいましたが、すぐに慣れて上手にカヌーを乗りこなしていま
した。何より当日は晴天に恵まれ子供たちの活き活きとした姿が大変印象的でした。当学習会に出張講師とし
て招かれた太田川河川事務所の職員の方、保護者さん、カヌー講師の方々も一体となって本年も事故なく無事
に有意義な奉仕活動が行えましたことをご報告いたします。 （田中　朋博）


