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第1380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
広島南ＲＣ　山中　　光　会員

（㈱マルニ木工　特別顧問）
10月４日ご逝去（73歳）

お誕生日記念月記念品贈呈
山國　　豊会員　10月１日
上田　直治会員　10月８日
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
田中　和之会員　10月29日
会長時間
10月４日の日曜日、30周年記念事業の一環行事

であります、山田自治会集会所建築の地鎮祭に、
杉川副会長、岩田理事、山下幸彦理事、児玉会報
資料委員長と一緒に行ってまいりました。

今まで体験したことのない事態に遭遇し、被災
者の皆さんは、心細くさぞかし不安であったこと
だと思います。地鎮祭会場へ向かう道すがらに見
える、大規模土砂災害の傷跡が、重苦しくのしか
かって来ました。

昨年の大規模土砂災害から１年余りが経過しこ
の地区の景観も砂防ダムが築かれ、随分と改善さ
れました。

この事業は、広島西南RCから150万円、台北新
東RCから150万円の共同寄付を一つの原資として
進められました。我々の取り組みが地域社会の
益々の発展につながっていくことを、喜びとした
いと思います。

本日は10月の第１例会であります。
今月は経済と地域社会の発展月間・そして米山

月間です。
経済と地域社会の発展は、我々の職業奉仕がま

さに礎となっていると思います。
今月は、濵田さんの大師寺様への職場訪問があ

ります。地域社会の発展に寄与されている、濵田
先輩の職場を訪問させていただくことは、とても
有難いことであります。

また、米山月間ですので、チャンさんの卓話が
ございます。

日々日々、日本語が堪能になって、益々、日本
通になっていくチャンさんの卓話が楽しみです。
�幹事報告

　ロータリーの友誌・ガバナー月信・10月27日
（火）の職場訪問例会案内配布の案内。／ 10月18
日（日）開催　津田子供の家の子供たち「国際文
化交流体験」支援事業の案内を回覧。回答期日は
本日迄。未回答者は回答を。／例会変更。／例会
終了後、理事役員会開催。
�スマイルボックス

好漢倶楽部有志（6,000円）　９月30日、中国語教
室を開きました。来年度の30周年にむけて皆さん
ご参加くださり、台湾の皆様に中国語で挨拶でき
るよう、共に学びましょう。
杉川　聡会員（10,000円）　10月13日に日赤病院
内にレストランをオープンします。体に優しいメ
ニューを取りそろえていますので、是非ご利用下
さい。
�委員会報告

広報雑誌委員会（友誌を読む）　上田　直治会員
出席報告

　会員数 64名　出　席 50名　欠　席 14名
　　　　　　　 来　客  3名　来　賓  1名
　　　　　　　 ゲスト  1名
プログラム

外部講師卓話
「私の人生」
㈱さくらホーム
代表取締役会長　岡井　住人　氏

江田島市能美町中町出身
大正11年10月21日うまれ

昭和10年３月　中村尋常高等小学校卒業
昭和10年４月　修道中学校夜間部入学
昭和12年３月　 修道中学校夜間部　２年終了で

中退
修道中学校夜間部中退後、20歳上の長兄夫婦が

大手町９丁目の青果市場・魚市場で果物の卸・小
売を営業しており、そこで店員３名位と共に働き
商売人になる。15歳から20歳迄の間、得意先の確
保の難しさを学んだ。買ってほしいと言っても人
は買わない、買わせてほしいと思われる為にはど
うしたらいいかを一生懸命考えた。最初にしたの
が卸先の小売店の庭の掃除と果物を磨くことだっ
た。その帰り際に「ではまた明日」とだけ言い、買っ
て欲しいとは一切言わない事にしていると、一週
間も続けたら店の夫婦どちらかが注文してくれ
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た。18歳の時は本場榎町新市・旧市で大評判に
なった。その時、覚えた事は①お客さまに惚れる
事②話し上手より聞き上手。

昭和17年12月10日、広島騎兵隊五連隊入隊、入
隊後１ヶ月で中国湖南省可溶鎭へ派遣される。
６ヶ月間初年教育を受け、続いて下士官候補の学
校へ入学した。努力の甲斐があり、55名の10区隊、
全550名中10位以内で卒業でき、支那派遣軍総司
令官の畑俊六の銀時計を貰った。

昭和20年８月15日の終戦は湖南省長沙で長岡軍
曹［無線］から聞き、武装解除後、約10 ヶ月捕
虜生活を送り、昭和21年６月に上海で乗船、佐世
保に上陸、広島に帰った。

復員当時は果物が国の統制品で公定価格があっ
たため、民間では扱えなかった。その後、昭和24
年10月になって広島市が加古町約7,000坪の中央
卸市場を開場し、卸売業が可能になり農林大臣の
許可を得て丸一青果㈱として入場した。同業者は
当時16社あった。昭和31年時点では８社残ったが、
その内５社合併、続いて広印３社も合併し、広果
広島中央青果株式会社となり現在も草津港中央卸
市場で盛業中。

昭和37年11月には岩国市場５社を買収し、広印
青果岩国支店となり昭和45年３月迄こちらで働い
た。また、その間、岩国ライオンズ倶楽部に在籍
した。

昭和45年に広島に帰り、その頃、加古町中央市
場7,000坪が狭くてどうにもならないということ
で、市場の移転案が浮上した。宇品の競輪場やそ
の他の候補もあったが位置的な問題があり、結果
として移転先は広島市が埋め立て造成する草津港
商工団地（総面積100万坪）内とすることでまと
まった。第一次・第二次オイルショックを経て、
当初の予算よりも大幅に造成費がかかったもの
の、当時は日本一の面積（約７万5,000坪）を有
する中央卸売市場が無事完成した。

私は、草津港中央卸売市場開業１年未満で卸売
業から離れ、その後はビル・マンション賃貸業を
経営している。

ご静聴ありがとうございました。

【社名】
　㈱さくらホーム
　　会長　岡井　住人
　　社長　岡井慎三郎
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第1381回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和
ご結婚記念月記念品贈呈

　池久保光治会員　10月１日
　平原　一彦会員　10月７日
　佐藤　二郎会員　10月16日
　曽里　　裕会員　10月18日
　伊藤　英彦会員　10月21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
本日はチャン・ティ・レーさんが来られています。
チャンさんは広島西南ロータリークラブ第20代

目の米山奨学生であられます。
1987年から広島西南ロータリーで続けておりま

す米山奨学生支援は、韓国から５名、フィリピン
から１名、タイから１名、ユーゴスラビアから１
名、バングラデシュから１名、中国から７名、台
湾から１名、モンゴルから１名、ベトナムから１
名、そしてチャンさんが２人目のベトナムからの
米山奨学生となります。

今月は、経済と地域の発展月間・米山月間と
なっています。

本日は、米山月間にちなんで、米山奨学事業に
ついて、ご案内させていただきます。

米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブ
の創立に貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記念
して発足しました。1952年に東京ロータリー ･ク
ラブで始められたこの事業は、やがて日本の全ク
ラブの共同事業に発展し、1967年、文部省（現在
の文部科学省）の許可を得て、財団法人ロータリー
米山記念奨学会となりました。

米山奨学事業の記念の称号を付した米山梅吉氏
（1868－1946）は、幼少にして父と死別し、母の
手一つで育てられました。16歳の時、静岡県から
上京し、働きながら勉学に励みました。20歳で米
国へ渡り、ベルモント・アカデミー（カリフォル
ニア州）ウエスレヤン大学（オハイオ州）シラ
キュース大学（ニューヨーク州）で８年間の苦学
の留学生活を送りました。

帰国後、文筆家を志して勝海舟に師事しますが、
友人の薦めで三井銀行に入社し常務取締役とな
り、その後、三井信託株式会社を創立し取締役社
長に就任しました。信託業法が制定されると逸早
く信託会社を設立して、新分野を開拓し、その目
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的を“社会への貢献”とするなど、今日でいうフィ
ランソロピー（Philanthropy）の基盤を作りました。

晩年は財団法人三井報恩会の理事長となり、ハ
ンセン病・結核・癌研究の助成など多くの社会事
業・医療事業に奉仕しました。また、子どもの教
育のために、はる夫人と共に私財を投じて小学校
を創立しました。“何事も人々からしてほしいと
望むことは人々にもその通りせよ”これは米山梅
吉氏の願いでもあり、ご自身の生涯そのものでし
た。“他人への思いやりと助け合い”の精神を身
もって行いつつ、そのことについて多くを語らな
かった陰徳の人でした。

「今後、日本の生きる道は平和しかない。それ
をアジアに、そして世界に理解してもらうために
は、一人でも多くの留学生を迎え入れ、平和を求
める日本人と出会い、信頼関係を築くこと。それ
こそが、日本のロータリーに最もふさわしい国際
奉仕事業ではないか」――。

米山奨学制度創設の背景には、当時のロータリ
アンのこのような思いがありました。

ここで、今年のスローガン「世界平和に向けで
きることを探していこう」と繋がってまいります。

米山奨学事業発足から60年余の歳月が流れまし
たが、“民間外交として世界に平和の種子を蒔く”
という米山奨学事業の使命は一貫して変わってい
ません。

むしろ、今日の世界情勢と日本の置かれている
状況を考えるとき、その使命はますます重要性を
増しているのではないでしょうか。

留学生への支援は、未来に向かって平和の懸け
橋をかける尊い奉仕なのです。

会長時間を終わります。ありがとうございました。
�幹事報告

　米山豆辞典・創立30周年記念事業実行委員会組
織図配布の案内。／ 10月27日の職場訪問例会案
内を回覧。未回答者は必ず回答を。／例会変更。
�スマイルボックス

山本　豊会員　厚生労働省及び各行政機構共催に
よる「平成27年度高年齢者雇用開発コンテスト」
において㈱山豊が平成23年度理事長表彰「優秀賞」
に次ぐ二度目の「特別賞」を受賞し、先日社長が
受けてまいりました。高齢者が「ただ働きやすい」
というだけでなく、「働いてよかった」といえる
職場環境づくりを目指しています。変わらぬご指

世界の平和を願って
―なぜ留学生支援なのか―

導をよろしくお願いし、出宝致します。
白築忠治会員　家内が古稀になりました。
對馬久子会員　昨日（10月12日）娘が結婚しまし
た。皆様のご厚情に感謝し出宝させて頂きます。
折本　緑会員　RCC“平成ラジオバラエティー　
ごぜん様さま”という横山雄二さんの番組で、弊
社の新しい事業『そのまんま買取り』を紹介して
もらい、ラジオ出演してきました。毎週火曜日に
ロータリーで大きな声を張り上げているので、と
ても大きな声で出演できました。ありがとうござ
いました。
佐藤二郎会員　ボックスに湯来町にある視覚障害
者支援施設「愛命園（あいめいえん）」から依頼
のあったバザー用品提供願いのチラシを入れさせ
て頂きました。施設充実の支援に皆様のご協力を
いただければ幸いです。
宮㟢　真会員　先日、広島経済レポートに㈱ニシ
キプリントの新しいプロジェクト「安芸ん堂」が
紹介されました。広島のイイモノを紹介する事業
です。よろしくお願いします。
出席報告

　会員数 64名　出　席 50名　欠　席 14名
　　　　　　　 来　客  1名　ゲスト  1名
プログラム

米山月間卓話
「平和の大切さ」

米山奨学生　　　　　　　　
チャン・ティ・レー　氏

皆さん、こんにちは。
最初にちょっと自己紹介させていただきたいと

思います。私はチャン・ティ・レーと申します。
ベトナムから参りました。今年の４月から米山奨
学生になり、広島西南クラブに例会に参加させて
いただきました。本当に色々お世話になっており
ます。去年の４月に日本に来て今はYMCA専門
学校で日本語を学んでおります。来年日本の大学
に入学し、工学部で物作りの知識を身につけるの
が私の目標です。

私はなぜ日本に留学したのかと多分ここにい
らっしゃる皆さんも私に聞きたいと思います。こ
の質問は何回も聞かれました。最初は突然で答え
ることができなかったときもありました。それで
一人考えて、答えが出ました。日本に留学したの
は日本のことが好きだからです。好きだというよ
り本当はもっと日本のことを知りたいのです。子
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供の頃、日本の壊れた製品がリサイクルされ、ベ
トナムで売られたのをよく見ました。しかし、不
思議なのはベトナム人は新しいベトナム製より、
そのリサイクルされた日本製のほうを信頼し、よ
く買っていたことです。なぜ、新しいベトナム製
はリサイクルされた日本製に負けたのか、ベトナ
ムは日本のような丈夫なものを作れないのか。そ
れは日本の技術はベトナムの何倍も越えているか
らです。そしてベトナム人は日本の技術を信頼し
ています。ですから、私は日本で日本の技術を勉
強したいと思っていました。

もう一つの理由があります。それはなぜ日本は
戦後、すごく発展していったのか答えを知りた
かったからです。ベトナムも日本も戦争の被害に
遭いました。しかしベトナムは日本と同じように
発展できませんでした。それで、海外に行ってど
うやって日本が発展してきたのか自分の目で確か
めたいと思いました。日本にいる間しっかり勉強
し、もっと日本のことを学ぼうと思っております。

では、今日皆さんに話すテーマについて話した
いと思います。留学生の私は皆さんに何を話すの
かを何回も考えました。話したいことは何でしょ
うか。それでベトナム人から見た平和の大切さに
ついて話すことにしました。

日本では第二次世界大戦以降は戦争がありませ
んでした。いつも平和に暮らしている日本人に
とってもう平和な生活は当たり前のことになりま
した。そして、島国の日本では他の国との交流は
あまりなくて、他の国に侵入され、戦争になった
こともなかったと思います。しかし、ベトナムは
日本と違います。皆さん、ご存知の通り、1858年
にフランスに侵入され、それから100年以上ずっ
とフランスとアメリカと戦いました。当時ベトナ
ムが勝てるとは多分誰も思いませんでした。フラ
ンスやアメリカは発展している国で銃や戦車な
ど、近代の武器を使っていました。その一方で、
ベトナムはそんな近代の武器をまだ持っていな
かったのです。そのぐらい力の違いがあったにも
かかわらず、ベトナム人は100年間あきらめずに
戦って、大勝利に終わりました。1954年のディエ
ンビエンフーの戦いが当時世界に知られていまし
た。フランスの軍事拠点を攻めたおかげでベトナ
ムはフランスの手から国の独立を取り戻しまし
た。フランスの後はアメリカでした。

ベトナム人がそんなふうに戦ってきたのは平
和の大切さが分かっていたからこそです。でもベ
トナム人は自然に平和の大切さが分かってきた

わけではありません。平和の大切さが分かってき
たのは昔から中国に侵入され、ずっと戦ってきた
からです。紀元前207年に始めて中国に侵入され、
1000年間支配されました。最初はベトナム人は
抵抗しませんでした。しかし、自分の民族の言語、
文化などを奪われ、皆の生活を搾り取られ我慢で
きないほどになって初めてベトナム人は抵抗し
ました。40年のことでした。240年間我慢してやっ
とベトナム人が抵抗し始めました。２人の女性が
リーダとして皆さんを指導して戦いました。は
い、男性ではなく女性でした。２人は姉妹で、お
姉さんの夫は中国政権に殺され、恨みを抱いて決
起しました。馬ではなく象に乗って３年間戦い続
けました。しかし力の違いで圧倒されました。失
敗しましたが、ベトナムにとっては大事な意味が
あります。その戦争を始めてベトナム人は我慢し
てはいけない、戦わなければならないと分かりま
した。それから何回も戦争が起こりました。やっ
と905年に中国に勝ちました。その後もずっと何
度も中国と戦いました。こんなに侵入されたから
こそ、ベトナム人は平和の大切さが分かってきま
した。

ベトナムの国旗も平和の意味を表しています。
日本の国旗の真ん中は赤い円の形で、太陽という
意味で知られています。ベトナムの国旗の真ん中
は星です。星には５つの角があります。それは社
会の５つの階層　兵士、農家、工員、商人と知識
層です。周りは赤色になります。ベトナム人のイ
メージでは激しい戦争で、たくさんの人が犠牲に
なったおかげで平和が得られたから周りは血の色
の赤になりました。

もちろん、戦争で人が死に、損害を受けたのは
避けても避けられないことです。それは皆さんも
分かってくれると思います。日本は第二次世界大
戦のときも大きな傷を負いました。特に２つの原
子爆弾をアメリカは広島と長崎に投下しました。
当時広島でも、14万人の人が死んでしまい、広島
全体が破壊されました。今の日本人の皆さんも多
分アメリカにやられたことを忘れたくても忘れら
れないと思います。ベトナムも日本と同じです。
100年以上の戦いでベトナムも大きな損害を受け
ました。戦場で死んでしまった人だけではなくフ
ランスの制度に搾り取られ、亡くなったベトナム
人の数も数えられないほど多かったです。特に
1944－1945年の時期、戦争のためフランスはベト
ナム人の食糧を剥ぎ取って、そして災害も加わっ
て当時ベトナムの人口の10％に当たる200万人が
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ることです。今も治す方法がなく、防ぐ方法もあ
りません。今のベトナム人だけではなく、将来生
まれる子供たちもまだ戦争の被害を受け続ける状
態です。

全て私が話したのは戦争の恐ろしいことです。
台風や地震は災害であり、人間の力では何もでき
ないのです。しかし戦争は違います。戦争を起こ
すのは人間で、戦争の被害を受けるのも人間で
す。だから今平和に生きている私たちは平和を大
切にしなければならないと思います。

10
� 20

第1382回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間
先だっての日曜日10月18日は、マリーナホップ

にてミニミニ外国を開催しました。
沢山の会員のご参加で、大いに盛り上がりました。
津田子供の家の皆さんに参加いただきました。

多くは初めての外国人との会話を楽しんでいただ
けたと思います。

この行事は、地区補助金を活用させていただき、
行いました。

広島西南RCとしては３年連続の地区補助金を
活用して事業を行ってきました。

地区補助金の説明を簡単にさせていただきます。
地区補助金とは、さまざまな奉仕プロジェクト

に柔軟に活用できるものです。
ロータリー財団の使命を支える活動であること

が条件ですが、そのほかに多くの制限や制約はあ
りません。

DDF（District Designated Fund、地区財団活
動資金）の原資は、私たちの地区のロータリアン
が当該年度の３年前に納めた年次寄付金の金額と
恒久基金の運用利益を足し合わせたものの50％で
す。DDFを地区内クラブ、あるいはロータリアン
の奉仕活動にどの様に使うかは、地区の裁量で決
めることができます。地区が各年度に利用できる
DDFの総額は、前述の金額に前年度のDDFの繰
越金を加えたものになります。

地区に一括して補助金が支払われた後、地区が
クラブに資金を支給します。

地区補助金はこのようなシステムで運用されて
います。

地区補助金のシステムには少し大変な側面もあ
ります。

申請書類が煩雑なこと、申請締め切りが、前年

餓死してしまいました。食べ物がなくなり、死が
近づいてもベトナム人はあきらめずに戦いまし
た。それから1945年９月２日に現在のベトナム社
会主義共和国が創立されました。人口の10％が餓
死したそのときのベトナムは本当に困りました。
しかし、皆が団結し、協力して困難を乗り越え、
戦い続けました。ベトナム人の貢献があったから
こそベトナムが勝利できました。当時のベトナム
人の貢献は本当に大きいものでした。５人の家族
は一人ずつ戦争に参加し、４人が死んでしまい、
生き残ったのは年をとったお母さんだけでした。
家族の中で自分ひとりしか生られなかった当時の
ベトナムのお母さんは珍しくありません。そして
死んでしまった家族にお葬式どころか遺体さえ見
つけられない場合も少なくありません。そして今、
たくさんのさびしい話が残っています。ある一つ
の話が私の頭に残っています。それはテレビ番組
で偶然知りました。戦争で隠れるため岩屋に潜り
込んだ皆の中に何ヶ月かの赤ちゃんがいました。
しかし、その赤ちゃんがずっと泣き続きました。
そのままでは皆さんが捜し当てられてしまうかも
しれません。どうしても泣き止ませることができ
ないそのときにお母さんは皆を守るために自分
の子供を生きたまま土に埋めることにしまし
た。まだ物心つかない子供も戦争で殺されまし
た。そのお母さんも後で発狂してしまいました。
どんなに辛いことか今の私は考えられません。そ
のような傷は今でもベトナム人の皆の心にの
こったままです。

しかし、その傷はいつか癒されると思います。
けれどある被害は今のベトナム人の皆に残って
います。それは反米抗戦のときの被害です。1966
－1971年のことです。ベトナムには林や森がたく
さんあり、ベトナム軍の隠れ場所として利用され
ました。アメリカは当時のベトナム軍の隠れ場所
を荒らすため8000万リットルの枯葉剤をベトナ
ムの森に散布しました。その枯葉剤は高濃度のダ
イオキシン類との混合物で知られました。8000万
リットルで当時のベトナムは一人当たり約３kg
ぐらい浴びてその枯葉剤でやられました。当時
1000人ぐらい死んでしまいました。けれど今ベト
ナム人は480万人がその枯葉剤で汚染され、その
中でも50万人の子供で、生まれた時から不格好
で、200万人がその枯葉剤に影響され、がんにな
りました。アメリカでも25万人の兵士はその枯葉
剤に接して死んでしまいました。大変なのはその
枯葉剤の被害はお父さん、お母さんから子供に移
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30スタート、移動時間を考慮の上集合のこと。ク
ラブからのバスは11：25ANAホテル前集合、
11：30出発予定（時間厳守）。参加者は受付で利
用交通手段一覧表を確認のこと（未記載者あ
り）。／例会終了後、創立30周年実行委員会GM
開催。
�スマイルボックス

濵田公璽会員　10月18日好天に恵まれ、本堂落慶
法会（らくけいほうえ）を無事終えました。当日
はクラブの行事と重なりお詫びします。なお、来
週の職場訪問例会、心よりお待ち申し上げます。

合掌
遠崎秀一会員　先日、無事手術を終えて退院いた
しました。つくづく健康第一と身にしみておりま
す。流川警護隊を今後は控えたいと思います。
奉仕プロジェクト（田中朋博、寺本、三宅、長谷
川、岩田会員）　地区補助金事業、ミニミニ外国
inマリーナホップを10月18日（日）に実施いたし
ました。当日は、津田子供の家の子供たち22名と
先生７名と西南から30名の参加があり、大変盛り
上がりました。子供たちも楽しく英語が勉強でき
貴重な体験の支援ができました。ありがとうござ
いました。
臨時ニコニコボックス　10/13奉仕プロジェクト
GM…喫煙者の皆様より6,000円。10/18地区補助
金事業「国際文化交流体験」津田子供の家支援…
喫煙者の皆様を中心に有志の方々より17,000円。
神出鬼没の「臨時ニコニコボックス」お楽しみ
に！
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
プログラム

外部講師卓話
「創業者遺志と鏡の法則」

㈲ネクストライグループ
代表取締役社長　前川　恒策　氏

　只今ご紹介を頂きましたネク
ストライの前川でございます。
　平素は本クラブへ当グループ法人から相談役の
佐々木が代表で皆様のお世話になっており、本席
をお借りして厚く御礼申し上げますと共に、この
様にお話できる機会を作って頂きました西南ロー
タリーの皆様に心より感謝申し上げます。
　また、創業平成２年から25周年（四半世紀）の

度の３月末であることなどです。
この辺り、担当委員会の面々は、毎年苦労され

てきています。
ご苦労様です。本年度は、奉仕プロジェクト委

員会の岩田理事が大変なご苦労の末、地区補助金
申請が受諾されました。

さて、世界の情勢は、中々、厳しい情勢です。
イスラミックステイトの活動が、怪しさを一層

掻き立てていると感じております。
先週のチャンさんのスピーチは素晴らしかった

ですね。
彼女のスピーチの中の1000年間の中国との争

い、100年間のフランス、アメリカとの争いの話
が出てきました。

ベトナムの人は、本当に勇猛で、果敢です。
プライドを捨てず、戦ってきました。
一緒に平和を継続していこうと、本当に思いま

す。
若い世代の人たちが、日本人以外の異国の人と

触れ合うことは、世界平和の原点だと、私は思っ
ています。

ミニミニ外国での体験が多くの若い人の心に、
海外への開かれた目線と、また逆に日本の良さを
発見する、きっかけになると信じています。

わたしも、19歳の時に海外へ１年間放浪の旅と
称して出かけたのですが、海外の人を、同じ人間
としての温かさ、同じ人間としての愚かさ、を感
じ、同時に連帯感を持ちました。

放浪の旅としての１年は、1974年春から1975年
春まで、大学３年次を休学しての放浪でした。

その時訪れた当時のシリアはのどかで、ダマス
カスの街中は、アカデミックな学園都市でした。

パレスチナの難民キャンプにも泊めてもらいま
した。

平和を模索している姿が、生き生きと感じ取れ
ました。

異邦人を大切にもてなしてくれた、アラブの人
たちの友情が、涙が出るほどうれしかったのを、
ハッキリと覚えています。

多くの若者が、内向きではなく、世界中を駆け
回れるように、私たちが、手助けしていきたいと
思います。
�幹事報告

　９月月報配布の案内。／ 10月25日（日）宇部
で地区大会開催。朝のバス出発時間が変更されて
いるので、参加者は確認のこと。／例会変更。／
次週例会は大師寺への職場訪問例会。例会は12：
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め）スリップし相当な距離を左右のガードレール
に何故かぶつかることなく、最後はドライブレン
ジのまま奇跡のターンをし、追い越し車線でエン
ジンが停止していました。
　不思議と他の車両が私を避けており自力で方向
変換し自宅に帰りました。高速道路は２車線とい
えども切りかえしなしではUターン不可。その時
全身が震えていた事を覚えています。
　帰宅直後実家で仏壇に手を合わせていました。
　本厄は平成13年創業社長の逝去、これが一番大
きなダメージであり出来事でした。
　そして後厄、出社時に買い換え間もない車から
降りた目の前で、近くにいたクレーン車がクレー
ンの折りたたみを忘れて電線に引っかけ電柱が車
に直撃、もう少し遅く降りていたらと思うと…そ
の頃から自分が正に生かされていると感じるよう
になりました。
　さて、先代の川上社長が冗談まじりにいつも私
に言っていた事、それは笑いながら「前ちゃん、
裏切るなよ」（名前が前川なのでその様に呼ばれ
ていました）
　また平成４年２店舗目を現在の本店所在地に出
店した時に、将来はいつまでも他力本願ではない
業態へ、調剤薬局単一事業から、また税金に依存
した事業からの脱出するようにと。
　その後、平成13年５店舗を開業した時（社員20
名程度）に社長は亡くなられました。
　開業医院様との信頼関係による従来のマンツー
マン調剤薬局も非常に重要ですが、創業者との約
束である本当の目的、他力本願ではない事業と
は？を自問自答しながら…。
　元々調剤薬局以外の最初の事業着手のきっかけ
は、私が社会人１年目の時（昭和58年）祖母の認
知症対応の苦慮、あの頃は専門の施設もなく特養
やショートステイは対応不可。
　結局精神科病棟で長期の入居となりました。
　優秀な職員も家族の家庭環境による厳しい選択
を求められ、休職、退職という残念な結果を招く
ことを少しでも防ぎたい。職員の働き易い追求が
最初でした。
　平成15年８月開設したネクストライとしての最
初の介護施設開設、私自身も当初介護現場に夜間
１ヶ月は経験として入職していました。
　今でも鮮明に記憶している事は認知対応施設グ
ループホーム開設当初、当時日中は原則出入り口
を開錠することを指導されていましたが、ゴール
デンウイークのフラワーフェスティバル期間中、

節目の年に改めて整理をしながら思い起こす機会
を与えていただきました事に、改めて感謝申し上
げます。
　先代の創業者社長が亡くなられる54歳の年に私
が41歳の本厄、私が先日55歳になったばかりです
が、27歳で創業法人であるネクサス２代目の社長
になった現社長がやはり41歳。
　何かの因縁ではないかと感じております。
　また自身生かされていることも実感していると
ころです。
　さて、私は22歳から社会人１年生として薬品関
係の仕事（営業）に８年間携わっておりました。
25年前の平成２年２月家庭の諸事情により実家の
ある千代田町（現北広島町）に帰ることになりま
した。
　これが現在の自分の人生の転換点の全てと言っ
ても過言ではありません。
　25年前の平成２年２月末までは病院職員になる
予定でしたが、翌日３月１日には職場環境が180
度変更になり４月１日に調剤薬局開局予定にな
り、創業薬局株式会社ネクサスの勤務を命ぜられ
ました。当時は内装もない外壁のみの薬局予定の
箱がそこにありました。
　正に晴天の霹靂、選択の余地などある筈もなく、
これが与えられた使命と納得するしかありませ
ん。女性薬剤師２名（１名は現取締役）と私と54
歳で亡くなられた創業者であり先代の川上社長の
４名、しかし社長とは11年の付き合いでしたが、
現場に顔を出される事は年に数回、私と直接話を
する場面も月に１回程度と記憶しています。つま
り実質３名の船出でした。
　本年で25周年、分社化したグループを合わせ16
店舗の薬局、３ヶ所の居宅介護支援事業所、介護
レンタル２ヶ所、認知対応介護（グループホーム）
２ヶ所、小規模多機能施設１ヶ所、インターナショ
ナルプリスクール（英語保育園）１ヶ所、認可保
育園１ヶ所と26事業所。
　平成13年に先代の川上社長は54歳で亡くなられ
ました。今年で私も55歳になり先代の社長の歳を
越えてしまいました。
　私は元来、平成２年に千代田に帰郷するまでは
神仏に対しての信仰が特に深い訳ではありません
でしたが、私の厄年つまり40歳41歳42歳の厄年に
今までに経験したことの無い出来事がありまし
た。まず前厄は11月の終わり中国自動車道を走行
中、小動物（タヌキ）を避けようとブレーキを踏
んだ瞬間、ブレーキロックになり（路面凍結のた
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　褒める事はほとんど無いにしても良いところを
伸ばす事に苦慮しながら対応しておられたと感じ
ています。
　今、起こっているすべての現象は自分の思いで
あり行動の結果であるということであり、失敗に
対する副産物としての現象もある。
　正に自分を写し出している鏡の法則であること
を肝に銘じながら、これからも勉強していこうと
考えています。
　
　川上社長との約束
　　・裏切らない
　　・自立できる業務を作れ
　　・全てはまだまだ
　　・法人の名を残せ

　時に自分の成果を、能力と思っているのかも知
れないが、現実は全て出会いのおかげ、助けの上
に成り立っていることに身に染みております。
　時に過去の記憶をひもとく事が出来ました。
　出会いの場として話をさせていただく機会に感
謝申し上げます。
　平成13年７月11日に２代目として27歳で継承し
現在41歳の現川上社長の存在に感謝。
　生活基盤として家族があり今の自分がありま
す。
　先日当法人保育園運動会にて将来を担う子ども
達である保育園児と、それを支える若い保育士職
員と20 ～ 30歳代の親御さんと親子競技に参加さ
せていただきましたが、心地よい疲労感でした。
　遠くない将来の淡い夢として孤児院の立ち上げ
を北広島町に家内と夢見ております。
　最後になりましたが、この様な卓話の機会をも
うけていただきました皆様にお礼申し上げます。
また何かの機会にお会いすることがありました
ら、お声をかけていただければ幸いです。
　本日はご清聴ありがとうございました。

家内と二人で宇品から松山までフェリーに乗り到
着間もなく、入居者の一人が行方不明になったと
連絡がありました。
　施設は平和大通り近くにあり通常の人通りでは
なく簡単に見つけるのに困難であろうとの事。高
速フェリーで帰広しました。（無事に夕方保護さ
れましたが）
　自立できる業種としてはまだまだ道半ばではあ
りますが、先代社長は社員の結婚式に出席される
折に祝辞の例え話の中に「井の中の蛙、大海を知
らず…されど空の青さをしる」と格言をよく引用
されていました。
　この意味を自分なりに解釈していました。
　プリスクール（英語保育）の前身である認可外
保育園ドレミ五日市中央園を平成20年に開園致
し、平成24年０歳児からの保育園、平成27年認可
保育園と現在。
　制度改革等に影響されにくい事業、また飛躍し
た解釈ですが税金の保障も受けない事業としては
まだ英語保育園（プリスクール）しか実現できて
いません。
　しかし社員180名弱の小さなグループ会社はあ
りますが、それなりの輝く法人グループを目指し
目標の１つである「ゆりかごから墓場まで」の体
制は未熟ではありますが整いつつあります。
　亡くなられた先代の川上社長の年齢を越え改め
て自身を振り返り完全に不足していた部分が見え
てきました。
　それは本当に信頼の基に任せるという根幹が抜
けていたのでは？
　事業展開での途中結果に満足できない事実に対
して介入している自身がいました。
　人材の育成と言葉では簡単な表現ですが現実は
なかなか、全ての事案について予測通りに推移す
る事など滅多にない。つまり不測の事態に備える
ことが重要であること。
　順風満帆に事が運ぶなどとは限られており、こ
の四半世紀には大きな選択の場面があり、決定す
る場面には何かの力が働いたと言わなければ説明
出来ない事が多くありました。
　最終決定のアドバイスをして頂いた人たちの中
にも偶然に会った人。会うべくして会った環境で
巡り会った人もおりました。
　非常に難しい場面に様々な方々の援助があり乗
り越えることができました。
　先代社長ならどうするか「まだまだ」でしょう
ね。
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たら、ご案内させていただきます。
また地区大会の中、広島西南RCは2014年～

2015年の年度のRI会長賞とクラブ例会年間100％
達成の賞を受賞いたしました。

ご披露申し上げます。
林本直前会長おめでとうございます。
本日の会長時間を終わります。
�幹事報告

　津田子供の家からの「ミニミニ外国体験事業」
礼状回覧の案内。／例会変更。／ 18：30よりパス
ト会長会をANAホテル５Ｆ「相生」で開催。／次
週は祝日、次回例会は11月10日（火）開催。
出席報告

　会員数 64名　出　席 38名　欠　席 26名

写真を裏表紙に掲載

10
� 27

第1383回例会
12：30〜13：30　高野山真言宗　大師寺

職場訪問例会
それでこそロータリー
会長時間
本日は、大師寺さんへの職場訪問例会です。
濵田先輩、どうぞよろしくお願いたします。
大師寺さんへの職場訪問例会は今回で３回目と

なります。
第１回目は、第272例会、1992年３月17日。今

から23年前のことです。
第２回目は、第847例会、村尾会長年度2004年

３月16日でした。11年前のことです。
第３回目が、第1383例会、本日です。
梶本パスト会長が履歴を開示していただきまし

た。ありがとうございました。
本日は、新築された本堂での例会です。10月18

日に落慶法要を営まれております。濵田先輩、本
当におめでとうございます。改めてお祝い申し上
げます。

後ほど、濵田さんから職場をご案内いただきま
すこと、楽しみにしております。

さて、昨週の土日24日・25日と宇部にて地区大
会が行われました。

広島西南RCからは米山奨学生チャンさんを含
め、総勢17名の参加者でした。

参加者全体では1880名と、たいそう大勢の参加
者でした。

プログラムの内容も素晴らしく、感動いたしま
した。

多くのプログラムの中、国際アワーというプロ
グラムがありました。

楊小平（ヤンシャオピン）さん、中国、西都か
らの元米山奨学生で、いまは“よねやま親善大使”
を２期連続勤めていらっしゃる方です。

彼は、スピーチのテーマを「私の『平和』そし
てこの時代」とされ、平和に対する考えを述べら
れました。

まさに、入江昭ハーバード大学名誉教授の“進
むグローバル化、国家単位で考える「現実主義」
に限界”の考え方に沿っておられると思いまし
た。また、まさにその考えを元に、行動を実践に
移していらっしゃると思いまいた。

感動いたしましたので、広島西南の卓話に来て
ほしいと、お願いたしました。

快く受けていただきました。日程等決まりまし

DONATIONDONATION
10  月 年度累計

ス マ イ ル 180,000 円 580,000 円
善 意 の 箱 12,390 円 50,341 円
100万ドル 51,198 円 158,424 円
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山國　　豊　１日
上田　直治　８日
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
田中　和之　29日

池久保光治　１日
平原　一彦　７日
佐藤　二郎　16日
曽里　　裕　18日

伊藤　英彦　21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
山本　春男　Ｈ15年

桒田　博正　Ｈ23年
對馬　久子　Ｈ23年
橋本　幸範　Ｈ23年

濵田　公璽　高野山真言宗 大師寺 Ｓ28年
石井　和彦　養神館病院 Ｓ７年
伊藤　英彦　㈱クロマ Ｈ16年

梶本　尚揮　㈱綜合建築設計 Ｓ50年
佐々木信幸　㈱ネクサス Ｈ４年

2015－16年度　国際ロータリー第2710地区
地区大会 in 宇部

10月25日（日）　宇部市渡辺翁記念会館
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＝＝＝＝ 創立30周年記念事業　経過報告 ＝＝＝＝

来年は当クラブ創立30周年の記念の年です。創立30周年に向けて様々な記念事業が予定されていることは皆様ご
承知の通りだと思いますが、今月から各記念事業の進捗状況を毎月こちらでご紹介していきます。
10月末現在、実施が決定している事業は以下の３つです。
　１．山田自治会集会所再建支援事業
　２．カンボジア「ワットトマイ孤児支援プロジェクト」
　３．平和公園内案内看板寄付事業
今月はその中でも「山田自治会集会所再建支援事業」に大きな動きがありましたのでこちらを中心にご紹介いたします。

＜被災後の集会所周辺の状況＞

■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　広島豪雨災害支援プロジェクト　

山田自治会集会所再建支援事業　地鎮祭
　10月４日に安佐北区可部町桐原の山田自治会集会
所再建のための地鎮祭が執り行われましたのでご報
告いたします。地区内にはまだまだ被災の爪痕が残る
場所もありますが、道路や砂防堰堤の整備も順調に進
んでおり、自治会集会所の再建も順調に進んでいます。
　地鎮祭出席者：木村会長、杉川副会長、山下（幸）
理事、岩田理事、児玉委員長

■プロジェクト
　「可部町桐原　山田自治会　集会所再建支援事業」
■実施期間　2015年６月１日～ 2016年３月31日
■支援概要
　広島西南RCでは、台北新東RCと協力し、広島
豪雨災害で地域の活動拠点となる集会所が流出し、
地域の活動拠点を失った「可部町桐原　山田自治
会集会所再建支援事業」を実施いたしております。
　砂防ダムの完成後（2015年９月完成予定）、以前
と同じ場所での再建となる為、土砂流出側の建物
壁面のコンクリート構造補強、高齢者や車椅子の方
も路用可能なスロープ設置等を追加し、流出前の集
会所と同等規模で2016年３月完成予定となります。

地鎮の儀　木村会長他３名による鍬入れ

祝詞奏上

地鎮祭の様子

（12） 2015年10月
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　ココンはまだ、雨季が終了していません。海べり
のこの地は特に雨量が多い地域です。
　出来ることから着工いたしました。完成は2015年
２月を目指しています。

木村会長による玉串奉奠

土砂災害発生場所と砂防堰堤

9月11日 10月19日 10月29日棟上げ

⑤

④

③

②

①

ワットトマイ孤児支援プロジェクト
進捗情報報告　2015/10/15

http://hiroshima.southwest.rotary2710.net/
kohkongkidshouseproject　　

見守る子供達

参列者記念撮影

造成完成

■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　Koh Kong Kid's House Project　
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2015-2016年度　第４回理事・役員会　議事録

日　時：2015年10月６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
出席者：木村、杉川、林本、末廣、徳納、橋本、
　　　　岩田、山下（幸）、梶本、佐古、桒田
会長挨拶

議事

　①�ロータリー財団と米山奨学会寄付について（協議）

　　 →ポリオプラスは例年（15ドル）クラブから
出していた。今回は増額分20ドルを会費請求
で対応。EREY100ドルと、米山特別寄付（一
部）の100万ドル基金からの出金は例年通り
とすることに決定。

　②11月プログラムについて（協議）

　　資料のとおり説明。
　　 国際フェローシップのスペイン人学生による

卓話、２月２週目から４週目で調整中。
　③�10／18津田子供の家の子供たち「国際文化

交流体験」支援事業について（地区補助金事

業）と10／27職場訪問例会について（確認）

　　 →NPOミニミニ外国 in 広島からの費用前払
請求書について支払の承認。

　④創立30周年記念事業について（協議）

　・ 広島土砂災害支援につき、10月に地区分、12
月に当クラブ・台北分を支払予定。

　・ 広島市への寄付につき、市役所と調整中。平
和公園内に英語等の案内板、見積り依頼中。
スペイン語を入れたい。

　・ カンボジア支援につき、訪問時期を来年３月
頃で調整中。建物管理はNPOがやる。完成
後のメンテナンスにつき具体的内容について

は確認する。
　⑤９月度会計報告

　　 資料のとおり説明。未収入金については紹介
者へ対応を依頼する。

　⑥各理事役員報告

　　クラブ管理：歓迎会は随時開催予定
　　クラブ広報：10／16にGM予定
　　奉仕プロジェクト：10／13にGM予定
　　親睦：10／12にGM予定
　　 会員組織：入会予定山田様は入会時期が遅れ

そう。９／29にGM、入会までのシステム作
り検討中。入会候補者に紹介者が月報持参す
る。11／17会員増強フォーラム開催。入会検
討者のためにHPに会員情報を掲載すること
をGMで検討（掲載を了承した会員のみを掲
載）。

　　 新会員用チラシを作成したい旨説明があり、
承認。

次回開催日の予定　11月10日（火）13：45 ～ 15：00
　12月度プログラムとクリスマス家族例会案をク
ラブ管理運営委員会でご準備下さい。
閉会の挨拶　杉川副会長

掲　示　板

11月行事予定
❖ 11月10日（火）
　13：45 ～　第５回理事役員会 ANAホテル４F
❖11月17日（火）
　13：45 ～　第３回クラブ協議会 ANAホテル４F

❖11月24日（火）13：45 ～
　創立30周年実行委員会GM ANAホテル4F
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編集
後記

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）

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11月17日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　木村恭之　幹事　末廣浩一郎
　　　　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

　去る10月16日（金）午後７時から山
本恭瑚さんのグリオットで、クラブ広
報委員会GMが開催されました。席上、
杉川副会長より30周年記念事業の経過

報告がありました。私達は、この事業を推進する
に当り関係者に大変な労力をお掛けしている事が、
よく理解出来ました。
　そこで、広報委員会は全会員の理解と協力を頂
く為、10月会報より毎月事業の進行状況をお知ら
せする事に致しました。 　　　（奥田　實）

氏　名 1 9 15 29 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 宮﨑　　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 ○ ○ ○ ○ 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 1 9 15 29 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％
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2015年10月18日（日）地区補助金事業報告
ミニミニ外国 in マリーナホップ

　平成27年10月18日（日）、広島市西区のマリーナホップイベ
ントスペースにて、国際文化交流体験（地区補助金事業）のミ
ニミニ外国を実施しました。午前10時から広島西南ロータリー
クラブの会員30名（会員数64名）と津田子供の家の子供たち

と先生29名、総勢59名の皆様にご参加・ご協力いただきました（例
年のボウリングと食事マナー研修に代えての事業です）。最初にルー
ルの説明を受けて、ロータリーメンバー２人と子供たちでチーム分
けし、11チームで「Thank you」ポイントの数を競います。まずは、
パスポートを一人１冊発行してもらい、飛行機に搭乗します。機内
にて、CA（キャビンアテンダント）による巨大人間すごろくのルー
ル説明のビデオを観賞。子供たちは英語で入国審査を終え、巨大人
間すごろくゾーンへと移動します。
　サイコロの数だけ進み、与えられたミッションをロータリーメン
バーのサポートを受けながらクリアしていき、一緒に会場内を走り
回りました。最初は、外国人との出会いに驚いたり、馴染めなかっ
たり、とても緊張した様子。時間が経つとゲーム感覚で楽しみなが
ら体験できたのもあり、途中からはほんの少し勇気をもって英語で
言葉を発したり、最後は笑顔でみんなと触れ合うことができました。
表彰式は南国の雰囲気たっぷりのハワイアンカフェで。ハワイの定
番・ロコモコプレートをいただきながら、楽しい１日を振り返りま
した。広島西南ロータリークラブとしては、英語による異文化交流
を実践する場を提供し、異文化コミュニケーションを子供たちと一
緒に体験できる貴重なプロジェクトを開催させていただきました。

職場訪問例会
2015年10月27日（火）
於：真言宗大師寺

写経参加者


