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第1436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
四つのテスト唱和
お誕生記念月記念品贈呈
　徳納　武使会員　１月10日
　三好　清隆会員　１月12日
　山本　春男会員　１月29日
　濵田　公璽会員　１月31日
　吉田　栄壮会員　１月31日
米山功労者表彰
　米山功労者第４回マルチプル　林本　正継会員
　米山功労者第２回マルチプル　佐々木　宏会員
　米山功労者第１回　　　　　　杉本　清英会員
　米山功労者第１回　　　　　　山本　春男会員
会長時間「新年挨拶」
改めまして、皆さま明けましておめでとうござ
います。旧年中は30周年関連の記念事業の運営に
対して、積極的な参加を頂き、誠に有難うござい
ました。本年も引き続きまして、宜しくお願い申
し上げます。
さて、本年は酉年でございます。私にとりまし
ては５回目の年男・還暦を迎えさせて頂く年とな
ります。今年の干支は、丁酉（ひのと・とり）。
その意味としては、色々な見解が書かれていまし
たが、その中で一番良かったのは『仕事や挑戦し
てきたことへの結果や果実を勝ち取る』と書かれ
ていたのが有りました。また、酉年は「取り込む」
から、運気もお客様も取り込めるから、景気の良
い年になると言われているそうです。何でも自分
にとって都合の良い様に解釈し、今年も前向きに
頑張って参りたいと思っております。残り半年の
会長期間、最後まで頑張って参りますので、本年
も何卒宜しくお願い致します。
以上、会長時間とさせて頂きます。有難うござ
いました。
�幹事報告
ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。
／来週開催の第４回クラブ協議会の案内を回覧。
未回答者は回答を。／例会変更。／例会後、理事
役員会開催。
委員会報告

広報雑誌委員会（友誌を読む）
� 佐藤二郎委員長

出席報告
　会員数�67名　出　席�59名　欠　席�� 8名
　　　　�　　　来　客�� 0名
プログラム

会員卓話
「年男新春放談」

� 三好　清隆会員

改めておめでとうございま
す。７回目の酉年生れの私。昭和８年１月生れで
84才になりますが、節分迄の生れは、暦の上とか、
小学校入学の早生れの数え年は、85歳になるわけ
です。我々のクラブでは岡本文治会員、山本豊会
員の次で、私が３番目になりました。娘と孫は医
者と縁付き、業界現役では、私が最年長にもなり
ました。
私は７才で大阪市の尋常小学校へ入学しまし

て、戦前、戦中、戦後と波乱万丈時代を生きて来
たわけですが、戦時中昭和18年11才の時に弟と母
親が死去し、家は空襲で焼かれ、父親は勤務先
詰めで私は親類先に預けられ食糧難時代でイモ
でもいいから腹一杯食べたいとひもじい思いで
した。
空襲の話ですが、広島の原爆は一瞬の恐ろしさ

などはよく見聞しますが、私の体験では大阪の淀
川の長い橋を手押車など引きながらゾロゾロと大
勢が行列している最中、米軍のカーチスと云う戦
闘機から機銃掃射で縦列の人が倒れ死んで行くの
を目の前で見たり、B29からの空爆では油脂焼夷
弾で火災は勿論、飛び散ったコンニャク風の火の
塊が体に付着して、もだえ苦しんで行く様を見た
り、道路脇でゴロゴロ死体が横たわっていて、私
もこのまま死んで行くのではと恐怖感に襲われた
ものでした。
戦後、義務教育がやっと済んだ私。15歳で丁稚

奉公、今で云う見習い一年生の就職となりまし
た。その際親方から云われたのは「この世で命の
次に大切なものは金だ！」と云われた！それは、
金さえあれば何でも、大方が望み通りになるだろ
うと！それには、智恵を出して人の倍働け！と教
育されたものでありました。
バラック建てのヤミ市が並び、金さえあれば何

でも揃っており、食べたいものが目に入り、金が
ないのでくやしく苦しい思いを覚えております。
今思うと我の人生に似たかとも思います。
また仕事面では親方や先輩からたたかれたり

（2）� 2017年１月
温故知新、原点を確認しよう!!



つらい事の連続でありましたが、それでもガン
バあるのみで必死な思いでした。「15、16、17と
私の人生暗かった」と歌の文句通りの私でありま
した。
それから数年がたち後輩もできた頃、仕事面で
親方と意見の違いから私は天狗になり親方に喰っ
てかかり、カンドウされ、風呂敷包一つ抱えて初
めての広島へ来ました。昭和29年でしたがまだ広
島市内も路面電車の整備や道路の拡張工事や舗
装、バラック建ての家もかなりあり、県庁本館が
建設中だった事も記憶しております。
で、縁あって同業板ガラスの先輩に身を寄せ、
精一杯やっておりました。それから私が24才の時
やはり同業のある社長より現在の紙屋町の土地建
屋を購入したいのなら保証人になってやろうかと
云われ、生活費もままならぬ頃でしたがその人の
お陰で銀行から大貸金しまして購入して、三好板
ガラス店として個人営業を開始しました。
あれから60年。色んな事がありました。必死で
働き借金を返済し、ビルを建てました。現在の紙
屋町２丁目を住居としているのは10世帯！紙屋町
中心より一番の至近距離です。当時広島は全国で
４番目位の地価の高い所で私方でも坪当り3,000
万位でした。そごうとエディオンから購買したい
旨の話がありました。当時、ガラス工事業として
は、広島そごうバスセンタービル、リーガロイヤ
ルクレドビル、広島駅ビル、駅前エールエールビ
ル、宇品プリンスホテルビル、市内の著名ビルな
ど手がけ、二十数億売り上げていましたが、当時
はゼネコンの所長が下請け業者に金額まで決める
権限があったようですが、そのうちに官庁式集中
購買方式（義理人情なしで数社競争入札方式）に
なると判断して、平成15年にガラス工事業をやめ
ようと決心して大メーカーへ社員数人と共に工事
の権利を売却しました。
現在、私方会社はガラスに関連のある一種の金
物屋さんなんですが、それでも全国に600社の取
引先があります。未だ増えそうです。それはなぜ
と思われますか？それはオリジナルを持っている
からと信じています。私自身、海外を含めて約
100件の特許を取得しています。私の会社の標語
も「創意」ですし、創意工夫が一番と思います。
金額はあまり上りませんが北海道から沖縄まで注
文頂けるもう一つの理由は、ＰＲのお陰もありま
す。業界誌から著名な建築雑誌まで広告を出し、
弊社を信用頂いているからと思います。
次に話は変わりますが、以前福山ＲＣのガバ

ナー天野氏が来広した際に云われた事に、慈善事
業を主にしたＲＣはクラブ全体で事業をやるのは
当然であるが、職業違いの我々団体では職業を通
じての業績こそ個人としての功績が何より大切と
云われ、当時私は職業奉仕でしたが事業報告でほ
められました。①同業者への体験参考資料配布（大
臣表彰）　②親ナシ子供の里親制度開始　③広島
の交通機関任務者への個人礼状表彰　④当時中村
会長時、我々西南ＲＣのホームソングの作詞作曲
応募、指導など。これには、私が遠地ＲＣへメー
キャップした時、例会の主題の殆んどが歌でやっ
ているのに感心した覚えがありますが、石井会長
までは家族例会などでもよくやられましたが現在
では例会前に軽く流していますが、皆さんご存じ
でしょうか？ホームソングは「手に手つないで」
とテンポも協調性も同様ですから、台北ＲＣさん
のように行事毎に唄入りでもっと活用して貰った
らいいなと思っております。
今日も例会前にジャズ系の音響が流れていまし

たが、こんな日こそホームソングの歌入りでボ
リュームを大きくして放送されてはと思います。
趣味は音楽作詞作曲とダンス、音楽自体聞く事、

唄う事。これは脳と健康によいと立証されていま
す。
皆さんの中で自分だけのオリジナルＣＤやカラ

オケ放映！など希望の方はお手伝いさせて頂きま
す。多忙ながら欲張っていて、私自身の作詞作曲
放映は50曲程あり、広島ではトップクラスと自負
しています。
年男放談でした。今後共よろしくお願い申し上

げます。

「60年間を振り返って」

� 杉川　聡会員

年男放談
60年間を振り返って

杉川 聡 1957年10月8日生まれ 血液型Ｏ型

1205号� （3）
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1957年 中区銀山町にて誕生・こだに鰻店が遊び場

 世相
 ■五千円紙幣（聖徳太⼦の肖像）、百円硬貨発⾏
 ■ダイエーの一号店「主婦の店ダイエー」が開店
 ■ホッピングが⼤流⾏
 ■軽三輪⾃動⾞ ミゼット（ダイハツ工業）
 ■スポーツカー フェアレディ（ダットサン）
 ■電気やぐらこたつ （東京芝浦電気）
 ■安全ピン （丸善製作所）
 ■ポリバケツ （積水化学工業）
 ■⾃動鉛筆削り器 シャープナー （三菱鉛筆）
 ■神様、仏様、稲尾様 （リリーフで20連勝の日本新記録）
■カープ ⽩⽯勝⺒監督・5位・130戦54勝75敗1分・勝率.419・21.0差

1969年 12歳・修道中学１年⽣・サッカー部

 世相
 ■テレビアニメ『サザエさん』放送開始
 ■⼈類初の⽉⾯着陸・アームストロング船⻑
 ■日本銀⾏が五百円札を発⾏
 ■マイクロミニスカートとロングスカートが流⾏
 ■パンタロンスタイル全盛
 ■あっと驚くタメゴロー
 （「巨泉・前武ゲバゲバ90分！」の中でハナ肇がいった）
 ■オー、モーレツ！ （テレビＣＭ・小川ローザ）
 ■それをいっちゃー、おしまいよ （映画「男はつらいよ」の寅さん語録）
■カープ 根本陸夫監督・6位・130戦56勝70敗4分・勝率.444・差18.0

1981年 24歳・㈱第一ビルサービス新入社
員・⼦供１⼈。
 世相
 ■オレたちひょうきん族。
 ■ノーパン喫茶。
 ■キャプテン翼。
 ■スペースシャトル初⾶⾏。
 ■ルビーの指輪。
 ■なめ猫。
 ■窓ぎわのトットちゃん（⿊柳徹⼦）
 ■なんとなく、クリスタル（田中康夫）

■カープ 古葉⽵識監督・2位・130試合67勝54敗9分・勝率.554・差6.0

1993年 36歳・27歳で社⻑になり9年⽬。⼼
技体絶好調で流れ川で暴れ回る！！
 世相
 ■皇太⼦・雅⼦さま御結婚
 ■サッカーＪリーグ開幕
 ■ロスタイムの失点でW杯出場を逃す（ドーハの悲劇）
 ■新幹線「のぞみ」が⼭陽新幹線で運⾏開始
 ■日本一の高さを誇る超高層ビル、横浜ランドマーク

タワーが開業
 ■レインボーブリッジが開通
 ■法隆寺・姫路城・屋久島・⽩神⼭地が日本での初の世界

遺産登録
 ■⼈気司会者の逸⾒政孝がガンで死去
 ■インターネット
 ■聞いてないよォ
 （「お笑いウルトラクイズ」で⽣まれたダチョウ倶楽部のギャグ）

■カープ 山本浩二監督・6位・131戦53勝77敗1分勝率.408・差27.0

2005年 48歳・39歳でロータリーに入会して
9年⽬。⼼技体充実して流れ川で暴れ回る！！

 世相
 ■愛知県で「愛・地球博」が開幕
 ■JR福知⼭線脱線事故
 ■ディープインパクトが三冠制覇を達成
 ■日本の⼈口が1899年の統計開始以来初の⾃然減
 ■想定内（外）（ライブドア堀江貴⽂社⻑）
 ■クールビズ （夏に政府が主導した軽装運動）
 ■ちょい不良オヤジ （⽉刊ファッション雑誌『LEON』が⽣み出した用語）
 ■フォーー！ （レイザーラモンＨＧのギャグ）
 ■萌え〜 （オタク用語でメイドやアニメキャラに燃えるが語源）
■カープ 山本浩二監督・6位・146戦58勝84敗4分・勝率.408・差29.5
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第1437回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
ご結婚記念月記念品贈呈

　戸田　泰弘会員　１月12日
　小野　　誠会員　１月21日
　小川　光博会員　１月22日
　根石　英行会員　１月23日

会長時間「理事会報告」
皆さんこんにちは。ご来客の皆様本日はようこ

そ広島西南ロータリークラブにお越し頂き、有難
うございました。ごゆっくりお過ごし下さい。宜
しくお願い致します。
さて、本日の会長時間は理事会報告をさせて頂

く事と致します。先週行ないました第７回理事会
では下記のような議論が行なわれています。
①�　合同幹事会報告⇒２／26のIMに多数出席
頂きたい。合同事務所の倉庫が移転する。

②�　日本のロータリー 100周年委員会運営協力
金について200円／１人／年で５年間。承認。
今年度は100万ドルから支出する事とした。

③�　梅林清掃は１／14に事前現地調査を実地
し、２／19にメイキャップ対象事業として実
施予定。

④�　２月度プログラム⇒外部卓話は、２／14岩
国西ロータリーの西村栄時パストガバナーに
依頼した。

⑤　12月度会計報告⇒順調に推移。
⑥�　各理事役員報告⇒台北新東の窓口は５年程
度は固定した担当者を設定して欲しいと申し
入れあり。次年度には特別委員会を復活予定。

⑦�　その他⇒１／14にロータリー財団100周年
記念事業が開催され、その中で東広島21ロー
タリークラブが実施している「ボリビアの小
頭症の子供達への支援」依頼が有った。グロー
バル補助金事業は難易度が高いので相乗りし

2017年 今年還暦・⼼技体ともにボロボロ。
卒流れ川宣⾔！！
2017年の世相⼤予想！！
・1月20日、⽶国トランプ⼤統領就任。

⇒メキシコ（ＮＡＦＴＡ）対応は？日本への影響は？
・ＥＵで選挙！！3月、オランダ総選挙。4月、フランス⼤統領選挙。8月から10
月、ドイツ連邦議会選挙が続く。

⇒極右政党は？
「共通の課題」は、
・中間所得者層の声を受け止めてくれる政治家がいないという思い
・移⺠政策への不満
・どうしようもない格差…

さて、今年の日本は？カープは？ 因みに5年間の平均勝率は？.444

（4）� 2017年１月
温故知新、原点を確認しよう!!



ないかとの提案。次年度の理事会で協議予定。
以上で、会長時間とさせて頂きます。有難うご
ざいました。
�幹事報告
２月19日（日）開催の梅林清掃案内・２月21日

（火）開催の職業奉仕委員会GM案内配布の案内。
／手続要覧他の案内を回覧。未回答者は回答を。
／同好会半期会費請求用のメンバー表提出は本日
迄（２月会費で請求）。／例会変更。／例会終了後、
第４回クラブ協議会開催。
スマイルボックス

幸村憲治会員　明けましておめでとうございま
す。2017年もスマイルをよろしくお願い申し上げ
ます。まず、年初第一号は私より出宝させて頂き
ます。
遠崎秀一会員　当社グループ企業の出版会社より
「まんがで学ぶゴルフルール＆マナー」の本を１
月に出版致しました。是非ともご紹介及びご購入
をお願い致します。
佐藤克則会員　本日ボックスに、私が主催する新
年会と講演会の案内を配布させて頂きました。新
年会は「ビジネスと風水術」という例年のテーマで、
また講演会は日本でも有数の思想家の林先生によ
る「社長や幹部のための側近学入門」というテー
マで行います。これからの企業経営のためには、
どう側近を育てるか。ぜひ皆さん御参加下さい。
小野　誠会員　皆様のボックスに、ANAクラウン
プラザレストランイベントのパンフレットを入れ
させていただきました。一つは、各レストランの
シェフが宴会場で一同に介し、お客様の前で自慢
の料理をご提供するライブキッチンです。もう一
つは、桃李とプラティーヌで行っている、４名様
以上でご利用いただくとお得なプラン「フォー・
ユー」です。是非、この機会にご家族・お会社で
のお集まりにご利用いただければと思います。
出席報告
　会員数�67名　出　席�56名　欠　席�11名
　　　　�　　　来　客�� 2名　ゲスト�� 1名
プログラム
会員卓話
「年男新春放談」

田中　朋博会員

みなさま、こんにちは。昭和
44年12月４日生まれで今年、年男になります。そ
れでは、自分の生まれた年の出版業界のあんなこ

と、こんなことについてお話させていただきます。
生まれた昭和44年12月４日は、有名人では浅香

唯さんがいます。85年にデビューして人気ドラマ
「スケバン刑事Ⅲ」で３代目に抜擢されたトップ
アイドルです。当時、アイドル四天王とも呼ばれ
ていました。ちなみに、そのアイドル四天王とい
うのは、中山美穂さん、浅香唯さん、南野陽子さ
ん、工藤静香さんです。
そして、昭和44年の出版業界では、1969年12月

「群像」に発表された「アカシアの大連」が第62
回芥川賞を受賞しました。著者が大連で青年期を
過ごした生活を私小説風にまとめたものです。著
者は清岡卓行さん。プロ野球連盟に就職し、セリー
グ事務局に勤務のときに、「猛打賞（１試合に３
安打）」を発案されたことでも有名です。
芥川賞とは純文学の新人に与えられる文学賞の

ことです。正賞として懐中時計、副賞として100
万円が授与され受賞作は「文藝春秋」に掲載され
ます。この年の下期は、直木賞は該当者はなしで
した。上期は、「戦いすんで日が暮れて」佐藤愛
子さん（現在92歳）が受賞されました。作品は、
夫の会社の倒産で借金を負い、借金から身を守る
ため、偽装結婚したその体験を描いたものです。
直木賞は、文藝春秋社社長の菊池寛が友人の直

木三十五を記念して芥川龍之介賞とともに創立さ
れました。しかし、第二次世界大戦中の1945年か
ら一時中断し、1949年に復活しました。こちらも、
正賞として懐中時計、副賞として100万円が授与
され受賞作は「オール読物」に掲載されます。
もう一つ、第15回の江戸川乱歩賞も発表されま

した。受賞作品は、「高層の死角」で著者は森村
誠一さんです。江戸川乱歩賞は、1954年江戸川乱
歩の寄付を基金として、日本推理作家協会により、
探偵小説を奨励するために制定されました。こち
らは、正賞として、江戸川乱歩像が、副賞として
1000万円が贈られます。さらに、受賞作は、講談
社から出版され1992年の第38回はフジテレビが後
援に加わり、受賞作がテレビドラマ化や映画化さ
れるようになりました。またこの年は、司馬遼太
郎の「坂の上の雲」も産経新聞夕刊の連載されて
いるものが、単行本化されました。
最後に、アニメの世界では、1969年の12月１日、

ドラえもんが小学館の雑誌６誌「よいこ」「幼稚園」
「小学１年生」「小学２年生」「小学３年生」「小学
４年生」にて連載が開始となりました。「坂の上
の雲」や「ドラえもん」など、1969年から誕生し
た本がいまも読み継がれています。どれだけ、そ
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の本が読み続けられているか？　文庫化される、
絶版後に別の出版社から発行されるなど、あとは、
書店で販売されている奥付（最後の頁）を見て下
さい。初版の発売日の横に、重版された回数と日
付が書かれています。ロングセラーのものでは、
100回以上も重版されるものもあります。弊社で
も、大和ミュージアムの公式ガイドブックとして
発売している書籍（10万部）や知覧の特攻隊員の
遺書や想いを綴った「只一筋に征く」（８万部）
などもあります。
最後に活字離れやデジタル化にともない、厳し
い環境ではございますが、これからも活字文化の
伝承のため、広島に関わる様々な情報や歴史を出
というメディアを通じて、発信していきます。ご
清聴、ありがとうございました。

新会員卓話
「建築構造設計という職業につ
いて」

漆原　健夫会員

本日は新会員卓話ということ
ですので、私が生業としている建築設計の中でも
構造設計という職業について、私の人生の歩みと
ともに紹介できればと思っています。
建築の構造設計という職業は、常時使用する状
態や地震、台風、積雪など、建物に作用する荷重
に対して柱や梁、床など構造体といわれる骨組み
を設計する仕事です。構造体はほとんどが建物完
成時には仕上げ材で覆われてしまうため、建築に
なじみのない方にとってはあまり意識されたこ
とのない分野ではないでしょうか。構造設計とい
う職業は平穏な日常生活で意識されることはあ
りませんが、2005年に起きた耐震偽装問題や耐震
性に関する問題など、何かしらの事件や事故が発
生した時に、注目を浴びる事が多いかもしれませ
ん。
私は世の中の数ある職業の中から建築の構造設
計という職業を選びました。人に必要とされるよ
うな職業に就きたいと考え「衣・食・住」の中か
ら職業を選ぼうとしていたような気がします。結
果的に若いころは「衣・食」には無頓着だったた
め、残った「住」を選んだといったところでしょ
うか。
大学に入ってからは、地震などに対して安全性
のある建物を設計することに魅力や使命感を感
じ、いつしか構造設計を職業にしたいと思うよう

になりました。昭和56年を境にそれ以前を旧耐震、
以降を新耐震と分けたりしますが、大学生の頃は
まだ新耐震になって10年も経っていない新しい設
計法だったことが影響していたかもしれません。
今日で22年目をむかえた1995年１月に起こった

阪神淡路大震災は、まだ構造設計者として駆け出
しだった私には衝撃的な出来事であり、自分の職
業の重要さを認識した出来事でした。
2005年11月に起こった耐震偽装事件は、世間に

構造設計を専門とする設計者がいるということを
広めた事件でした。一級建築士、特に構造設計に
対するピュアチェックなど、現在の法体系を作る
きっかけになりました。
2011年３月に起こった宮城県沖地震は津波の恐

ろしさやエネルギー環境を考えさせられる衝撃的
な出来事でした。
2016年４月に起こった熊本地震は構造設計者と

して自分を見つめ直すきっかけとなりました。
数社から建物の調査依頼を頂き、熊本へ赴きま

した。２次災害にも気を付けなければならず、で
きることは非常に限られた範囲でしたが、「一級
建築士の方に来てもらい建物の状態を見てもらえ
ただけでも不安が和らいだ」と言葉をいただいた
時は、義援金等による支援とは違い、構造設計と
いう職業を通して微力ながら人の役に立っている
と実感した体験でした。
ロータリーに入会して日が浅く、まだまだ多く

のことを勉強している私ですが、ボランティアや
寄付とは違う職業奉仕の概念について少し理解で
きたような気がします。
以上で新会員卓話を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

1
� 24

第1438回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
ロータリー財団PHF表彰

　三宅陽一郎会員
　折本　　緑会員
会長時間「ロータリー職業奉仕の実践について」
本日は、RI第2790地区圡屋パストガバナーに

例会にお越し頂き、「私の職業奉仕観」と題して
卓話を頂くにも関わりませず、仕事の関係で例会
を欠席してしまいましたこと、心よりお詫び申し
上げます。会長時間原稿は室崎副会長に代読して
頂きますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
皆さんこんにちは。ご来客の皆様本日はようこ
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そ広島西南ロータリークラブにお越し頂き、有難
うございます。ごゆっくり例会をお過ごし下さ
い。宜しくお願い致します。
さて、１月は職業奉仕月間でございますので、
後ほど圡屋パストガバナーにも卓話でお話して頂
きますが、私のほうは「職業奉仕の実践」につい
てお話させて頂きたいと思います。分かり易く書
かれていた記事が有りましたので、引用させて頂
きました。
【職業奉仕の実践】
「ロータリーのロータリーたる所以は職業奉仕
の実践にあり」と言われています。他団体と違っ
てロータリークラブは週に１回例会を開きます。
ロータリーの例会は食事をするために出席するの
ではありません。卓話を聞くために出席し、卓話
を聞いて職業倫理を学ぶのです。我々は職業人の
集まりです。例会に出席することにより、職業人
同士の体験談、知識、知恵等を耳にし、職業倫理
を互いに学びあうのです。卓話は聞いては忘れ、
聞いては忘れてしまうものなのですが、しかし何
度も何度も聞き、そして忘れていくうちに、次第
に自分自身が磨かれ、ロータリー（職業倫理）が
身についていくのです。そのため、ロータリーは
毎週例会を開いているのです。
クリスチャンが毎週日曜日に教会に行って神に
祈り、心を洗うのと同じように、ロータリーは必
ず毎週１回の例会に出席し、お互いに心を磨きあ
うのです。まず、ロータリアン自身の心を磨かな
ければ、ロータリアン自身の倫理を高めなければ、
世の中に倫理を提唱することはできません。した
がって、ロータリーは毎週例会があるのです。こ
れが社会奉仕だけを目的とする団体や単なる寄付
団体や慈善団体ならば、毎週例会を開く必要はな
いでしょう。極端なことを言えば半年に１回総会
を開けばよいのです。例会に出席しなくても寄付
さえしておけばよいのです。しかし、ロータリー
は単なる寄付団体や慈善団体ではありません。
ロータリアンの心の開発を第一義とする団体で
す。人作りなのです。社会奉仕だけを目的とする
団体ではありません。ロータリーの職業奉仕の実
践は、まず倫理を追及する例会出席に始まるので
す。すなわち、職業奉仕の実践は、例会に出席す
ることから始まるのです。と、書かれてありました。
例会の重要性を再認識致しました。これからも、

充実した例会にして行きたいものです。
以上で、会長時間とさせて頂きます。有難うご
ざいました。

�幹事報告
圡屋亮平様から佐藤千尋全集をクラブへ寄贈。

詳細は事務局迄。／クラブ月報配布の案内。／梅
林清掃・職業奉仕委員会GMの案内を回覧。未回答
者は回答を。／今年度点字カレンダーを受付に掲
示。／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

根石英行会員　この度、当事務所に新人の吉村友
和（よしむらともかず）弁護士が加入しましたの
で、ご挨拶文を配らせていただきました。今後と
もお引き立てを賜りますようお願い申し上げま
す。ご挨拶と合わせて出宝させていただきます。
圡屋パストガバナー　お車代をそのままご出宝頂
きました。
出席報告

　会員数�67名　出　席�47名　欠　席�20名
　　　　�　　　来　客�� 4名　来　賓�� 1名
プログラム

外部講師卓話
「私の職業奉仕感」
RI第2790地区パストガバナー

（松戸ロータリークラブ）
圡屋　亮平氏

私が国際ロータリー第358地
区松戸ロータリークラブに入会を許されたのは
1963年７月のことで、既に半世紀を超える54年に
なります。
今思い浮かべますと、当時のガバナーの方々と

言いますと『竹田宮様』、『松平元男爵』『神守源
一郎元満州鉄道副総裁』と錚々たる近寄り難き、
方々でありました。
当時の日本のロータリーの状況はと申します

と、1949年、当時は火力発電に代わって国産の原
子炉第１号が点火され、原子力の時代の到来とも
てはやされ、経済の発展に呼応して日本のロータ
リーも国際ロータリー第60地区として復帰が認め
られました。
復帰直後の第60地区と申しますと東京クラブを

始めとして京都、大阪、名古屋、神戸、福岡、札
幌の７クラブで再スタートが認められました。
私の入会当時は、国際ロータリーに復帰して僅

か14年の経過にも関わらず、その拡大も目ざまし
く急速な発展に発展を遂げ、８地区クラブ数519
を数え、何と世界で第３位の位置まで急成長して
居りました。
当時の松戸ロータリークラブはと申しますと、

創立総会を終えて７年目、会員48名でロータリー
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と綱領を解説なさいました（現在の目的とは、異
次元の世界です）。
後半のクラブ協議会で神守ガバナーは、次ぎの

様に職業奉仕の解説をなさいました。正に『目か
ら鱗』―神守ガバナーは一言『職業奉仕とは商
売繁盛の秘訣』―自分の商売を繁盛させたけれ
ば、次の事を実践しなさい。
第１に、同志の皆さん、一生懸命お客様に尽く

す事に専念しなさい。必ず、成功します。
第２に、社員に、この精神を職場に広めれば、

社員に還元されることを悟らせなさい。
第３に、同業者、異業者の皆さんに広めること

が、社会の改善に繋がると説きなさい。
此れがロータリアンの責務であり、これが職業

奉仕の全てですと仰いました。
当時から難解だ、難解だと言われて居りました

職業奉仕を、実践から得られた体験を通じて『簡
にして要を得る』、職業奉仕をいともたやすく取
り組める様に、ご指導して下さった神守源一郎様
に終生感謝している次第であります。
それ以来、私の「ロータリーの根本原理」の職

業奉仕の実践は「如何に商売繁盛への努力を積み
重ねられるか。その結果は、お客様にどれだけ喜
んで頂けるかが全てである」と信じ、実践してお
ります。
さて、この綱領に就いて、綱領の文字が難しい

からと言って、『目的』と変えられて仕舞いまし
た。国際ロータリーの定款第３条に既に目的と言
う条項が在るにも係わらずです。
それはともかく、綱領を目的と変えたとして、

分かり易くなったと言えるでしょうか。
旧綱領

即ち、『有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓
吹し、それを育成し』で在りましたのが
新目的

即ち、『意義ある事業の基礎として奉仕の理念を
奨励し、これを育むことにある』であり、語句を
換え、文字を代えて分かり易くなったと言えるで
しょうか。
その問題点は『Ideal�of�Service』を『奉仕の理

想』と翻訳したことに対し、翻訳を『奉仕の理念』
と換えたからと言って、どうわかりやすくなった
のでしょうか。
私がガバナー・ノミニーの時の事であります。
国際ロータリー第2790地区1987年度地区協議会

の席上で、次年度の各クラブの会長、幹事、各ク
ラブ委員長の方々に対し、『換えなければ、なら

とは何たるかより、何をすべきかも分からず、時
の会長の発案により、せめて出席率だけでも100
パーセントを続けようとの提案を頼りに、５年間
続けた時代でありました。私が54年間もの長い間
『ロータリーの綱領』を信じ、ロータリー一途に
過ごすことが出来ましたことは、信じ難い出来事
と云う外在りません。それは取りもなおさず、適
切なるロータリーの指導者、否、人生の先達者に
巡り会えたからこそと心底、ロータリーの存在に
感謝しております。

　その１、ロータリアンになって、最も尊敬出来
る指導者に巡り会えた幸運であります。
『ロータリーの神髄』を学ぶ機会を得ることが
出来た事が、私の人生の全てを決めてくれたと信
じ、心服して居る次第で在ります。
私が松戸ロータリークラブに入会２年目、時の
ガバナーは神守源一郎様（東京東ロータリークラ
ブ）でした。公式訪問に対する知識は勿論、ロー
タリーの理解など程遠く、恐ろしく緊張したこと
だけが、今でも鮮明に記憶に残って居ります。古
参の会員から、新会員は公式訪問時ガバナーのお
出迎えが任務であると指示されました。
公式訪問の当日の私はと言えば、ガバナーとは
何か、さえ見当も付かぬままに親睦委員会のタス
キを肩に、今や遅しと身構えて居りますと、黒塗
りの車が到着、恐る恐る応接室にご案内。やれや
れと思いきや、お茶をお出ししろとの付録付き、
新入会員の悲哀をいやと言う程痛感した次第です。
緊張で無我夢中の公式訪問では在りましたが、

「ガバナーの講演」の後半での神守ガバナーのご
教示が素敵でした。稀に見る説得力に圧倒され、
十二分に得心がいきました。
教えの第１番『ロータリーの綱領』
綱領とは、最も大切なところ。綱領の「綱」は
勿論、綱は丈夫な太ヅナ。「領」の『旁』の令は、
スッキリとした清らかな御告げを意味し、『偏』
の頁は、腰や首筋と言う最も重要な所を指しま
す。言い換えますと、人体の大切な部分を指した
ことから、其れが転じて「物事の重要なところ」
を示唆して居ますと述べられました。
字句の解説に続いて、綱領に就いて、この様に
解説されました。
綱領の『綱』は領を絡めとるツナで、このツナ
がシッカリして居なければなりません。要するに
『ロータリーの綱領』とは、ロータリーの重要な
ところを、シッカリとからめ捕る大綱で在ります、
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　その２、次なる幸運な出会いはロータリーを通
じて、人生の師匠に巡り遭えた事です。
以前、取引銀行の支店長から「当行の取引先の

社長が、面白い記事を投稿して居ますよ」と言っ
て『カレント』と言う雑誌を頂きました。
投稿者とは当時、偶然にも私どもの地区、国際

ロータリー第358地区の拡大委員長を務められて
いた、佐藤千寿様でした。
其れから５年の長期に渡り、時事評論雑誌『カ

レント』に経済評論『山色水声』の投稿を続けら
れました。そしてその『山色水声』を再編纂され、
新たに上梓されたのです。
時、まさにバブル崩壊の兆しが顕著に現れ出し

た折りでもあり、数々の警告を発せられ、「儲かる
とは、損をする人が居るから、儲かるのである。即
ち、儲ける人と損をする人が居て、バランスが採れ
る。皆が儲かると言うことは、皆が損していると解
すべきだ」と毎回の様に警告されて居られました。
そもそも『山色水声』の投稿の由来はと申しま

すと「中国の古典中の古典・四書五経の中には、
中国四千年の史実は言うに及ばず、森羅万象が網
羅されているではないか？そして更に、それらの
起承・転結が克明に、記録されて居る」。「現在の
事象を、古典のどの項目に当てはめるか否かはそ
の人、その人の技量に因る。無理強いはせぬ。こ
の忠告も、転ばぬ先の杖とでもいうべきものでは
無かろうか」と記述されました。
正に時を得た『山色水声』発刊に対しまして、

日本新聞記者クラブから特別功労賞を受賞されま
した。その返礼の会を催した折り、その主催を命
ぜられ、全力を尽くしたことは言うまでもありま
せん。
それ以来、昵懇にして頂き、人生の歩み方、仕

事の取り組み方、会社経営のあり方とあらゆる面
でご教授を頂き、正に人生の『師』でありました。
佐藤千寿様は一人のロータリアンの立場から、

一職業人として職業観を次ぎの様に捉えられ、諭
されました。
「職業には人格がありません。敢えて人格を付
けるとしたら、その企業の経営者に外なりませ
ん。経営者が己の人格を正しくすることは、つま
りは企業経営の姿勢を正すことであります」。
具体的に言えば、「ロータリー精神を貫くこと」

即ち、「思い遣りの心を更に高め、昇華（アウフヘー
ベン）させ、世の中に道徳心を広めて行くこと」
に外なりません。
晩年、よく色紙に『大道無難』と書かれ、人生

ないもの。換えては、ならないもの』のお話を致
しました。
京都に一燈園と言う托鉢（修行の一つ、山科の
一般家庭のお便所を掃除させて頂く）を行う宗教
団体があります。
その団体の元講師・石川洋氏の講演を拝聴致し
ました。
演題は『西陣織』を題材とし、世の中には『換
えなければ、ならないものと、換えては、ならな
いもの』が在るという内容でした。「織物に例え
ますと、織物には縦糸と横糸があります。縦糸と
は無地で強靭であり、普段は外からは見る事は出
来ません。又見える様では、布地はボロボロで役
立ちません。其れに対し、横糸は美しく彩られ、
時代に即応して艶やかで華やかでなければなりま
せん。しかし、このきらびやかさや、美しさも、
外目には見えない強靭な縦糸と言う裏付けがあっ
てこそ映えるのです」と述べられました。
私は地区協議会で、この『縦糸と横糸』の話を
引用致して、「ロータリーには縦糸と横糸が存在
します。ロータリーに於ける縦糸とは、『綱領』
則ち『ロータリーの理念』であります。確固たる
『理念の強靭さ』が必要であり、個々の会員が誇
りを以て胸にシッカリと秘めるものです。此れに
対し横糸は『諸々の奉仕の手法』であります。時
代に即応して華やかであり、艶やかでなければな
りません」と説きました。
当時、あれ程に強く訴えた横糸であるべき各ク
ラブ独特の奉仕は、その個性的艶やかさは薄れ、
画一的奉仕一色に甘んじ、強靭であるべき筈の綱
領が蔑ろにされ、縦糸の使命も心細くなって来て
居ることを、危惧せずには居られません。
綱領が難解であると言われる箇所は、率直に
言って『奉仕の理想』で在りましょう。『奉仕の
理想』を『奉仕の理念』と言い換えても同様に理
解しがたいのではないでしょうか。
そこで私は、『奉仕の理想』の解釈を、1964 ～
65年第359地区ガバナーをお務めになられた笹部
誠パストガバナーのご意見に、妥当性を感じ支持
致します。
即ち、「『Ideal』には観念の意味があります。
砕けて言うと『Ideal�of�Service』の本意は『奉仕
の気持ち』を指すのではないかと、述べられて居
ります。
そこで私は、『奉仕の理想（Ideal�of�Service）』
を「相手の立場になって思い遣り、相手の立場に
なって行動する」と主張するに至りました。
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この詩は、昨年亡くなった永六輔氏の作と聞い
ております。
私はガバナー就任時『ロータリーの綱領』の中

の『奉仕の理想』を「相手の立場に立って思い遣
り、相手の立場になって行動する」と漠然としか
捉えられませんでした。この『人が生きると云う
事』と言う詩が、私に『奉仕の理想（Ideal�of�
Service）』の解釈を決定付けてくれました。
即ち、『奉仕の理想』を『情けは人の為ならず』

と捉えた次第で在ります。因って、公式訪問時に
全てのクラブで、『人が生きると云う事』と言う
詩を朗読した次第であります。

以上３題、話を申し述べましたが、要するに、
　１）�職業奉仕とは、各ロータリアンが自己の

職業が繁栄するよう努力し、真剣に励み
其れを世間に広めることにより、住みよ
い社会が創造される。

　２）�ロータリアンとして、常に正々堂々と王
道を歩み続けること。そして、初心を貫
くことが全てに優ると悟り、実践するこ
と。

　３）�『人は一人では生きて行けない』他人様
と助け合って生きていく外はないと悟る
べきである。

と言うのが、私とロータリーとの出会いであり、
　私がロータリーと取り組む姿勢であり、

� ロータリーを説く主張なのであります。
そのロータリーが説く職業奉仕こそがロータ

リーの金看板であり、ロータリー独特の主義主張
なのであります。
さて、昨年４月10 ～ 15日シカゴで規定審議会

が行われました。審議会に上程され、可決された
制定案を見ますと、何処の団体の審議会であった
のか疑わざるを得ません。
例えば、「クラブ例会のスケジュール、会員身

分に関してはクラブの裁量に委ねる」とあります
が、クラブ例会のスケジュールが確定しないとな
ると、メイキャップ制度との関連を、どのように
対応すべきでしょうか。まして会員身分がクラブ
の裁量に任せられるとなると、会員資格の判定基
準がクラブにより異なることになってしまうので
はと理解に苦しみます。
「月２回以上の例会を行う限り、又何を以て例
会とするかクラブの裁量に任せる」とありますが、
何を以て例会とするのか各クラブの判断で良いと
なると、これもまた言わずもがなでありましょう。

は例え遠回りでも、『王道』の真ん中を堂々と歩
むのが、一番の近道だと注釈を付けられて居りま
した。即ち、企業人は正々堂々と王道を貫いたご
褒美が各企業の繁栄に繋がる図式であると、常々
企業人の生きるべき道を示されて居られ、同様
ロータリアンとしての生きるべき道も「ロータ
リーがどの様に変わろうと『初心忘るべからず』、
初心、すなわち『ロータリーの綱領』を忘れなけ
れば、ロータリーは永遠に不滅だ」と願うように
常々仰いました。

　その３、３番目の幸運なる出会いは『奉仕の理
想』の裏付けを得たことでした。
ロータリーに入会して26年目、1988年７月１日、
国際ロータリー第2790地区ガバナーに就任初日の
事であります。当時は新ガバナーを激励する会が、
毎年東京プリンスホテルで開催されて居りまし
た。当日、駆け出しのガバナーを元RI理事、現
理事、直前ガバナーをはじめ、パストガバナーが
勢ぞろいして前途を祝福して下さいました。その
際に元理事がロータリーに関する講演をされるの
が当時の慣例でありました。
年度が始まり、いよいよ公式訪問が目前に迫り
ながらも『奉仕の理想（Ideal�of�Service）』を未
だ十分に咀嚼出来て居らず、日々追い立てられる
状況の日々でありました。当日のガバナー会での
講演者は、韓国のCKO元理事で在りました。そ
の方は講演の最後に、一つの詩を朗読されたので
あります。長い詩ではございましたが、心理状態
が異常に高ぶっていたせいか、記憶を整理して書
き取った次第です。

人が生きると云う事
人が生きると云う事は
誰かに借りを作る事
その借りを返していく事
誰かにしてもらった様に
誰かにしてあげる事
人が生きるという事は
誰かと手を繋ぐ事

その手の温もりを忘れないで行く事
巡り合い、愛し合い別れた後に

悔やまない様
今日、明日を生きよう
人は一人で生きて行けない
人は一人で歩んで行けない。
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す。発電所の門扉は厳重管理され、勿論、原則的
に関係者以外の入場は出来ません。構内に入りま
すと塵一つおちておりませんでした。発電所が稼
働して居ないにも係わらず、かなり大勢の人達が、
まったく稼働していない火力発電所の床や機械を
一心に磨いて居るではありませんか。稼働してい
ない発電所に此れだけの人手をかけていることに
ついては、公共性を重視する企業であれば当然で
あるとは思いました。それにも増して、素人目に
も東京電力の企業姿勢に感服したのでした。
つい私が作業員の一人に「稼働していない火力

発電所に、何故此れだけ手間隙を懸けるのです
か？」と質問を投げ掛けました。すると、
「万が一災害が発生したとき、この火力発電所
は首都圏の一番に近い場所に位置します。１時間
以内に送電を開始することを可能にしますし、送
電のロスも最も少なくて済みます。首都圏の指揮
命令系統を守る最も重要な拠点としての地位を守
る為でありますから、この様に、何時でも発電を
可能の状態に準備をして居ます」と言う答えが
返って参りました。それが正に、休止中に関わら
ず熱心に発電所の管理に従事していた職員の予告
どおりのことが、３月11日の緊急事態が発生して
しまったでは在りませんか。緊急時に備えること
の重要性は、備え過ぎると言うことは在りませ
ん。ましてや、国家の安全確保の為に備えなけれ
ばならないのです。日本は世界的レベルで見ても、
制度の良く整った国であることを誇りと思って居
りました。
今でも、何故あれ程までの企業が東日本大震災

時の甚大な事故を防げなかったのか？何故か？何処
に問題点が在ったのか？未だに理解に苦しみます。
その様に自信に満ちていた美徳が、バブル崩壊

を期に崩れ去ってしまったのではないかと恐怖を
感じてなりません。
建築業界の強度偽装、自動車業界における燃費

に関する虚偽の申告、産業界に冠たる歴史ある大
手企業の粉飾決算、豊洲市場の土壌汚染対策の盛
土工事、日本人の最も誇りとした誠実と職人気質

最も疑問を感ずるのは、各クラブは個々に「国
際ロータリーの定款」「国際ロータリーの細則」「標
準ロータリークラブ定款」に従い「ロータリーク
ラブ細則」を変更せねばならないことが原則であ
りました。そして、「国際ロータリーの定款」「国
際ロータリーの細則」「標準ロータリークラブ定
款」の規定に抵触する規定の変更は認められない
のが従来の規定でありました。
それが、今回の規定審議会においては、正規の
例会に於いて会員の３分の２以上の賛成の投票を
得れば「標準ロータリークラブ定款」と異なった
規定も、「クラブ細則」は有効であるとされてし
ましました。
とすると、最早クラブは国際ロータリーの枠か
らはみ出す細則であっても、異ではないと言うこ
とになりますが、どのような対応策を準備してい
るのでしょうか。国際ロータリーの上層部の人達
は、規則を緩めることが会員獲得の常道手段と勘
違いして居るのではないか、疑わざるを得ません。
垣根と言うものは低ければ低い程、確かに入り
易くなるかも知れませんが、反面漏れやすいこと
が日常の性であり、考慮することが必要であり
ます。
Ｅクラブをはじめ、新たな会員の種類（準会員、
法人会員、家族会員）を設けたことが、いったい
ロータリーの基本中の基本、『親睦と奉仕』と言
う独特の奉仕の機能を無視し、親睦など眼中にな
いとなると、ロータリーの根本原理が崩壊してし
まうことを憂いざるをえません。
ロータリークラブの最大の特質であった実業
人、職業人の組織であるということ。最早職業人
としての誇り、会員相互の親睦など望むべくもあ
りません。ロータリーに於ける最もロータリー的
な特質を、見出し難くなってしまうのではないか
と危惧せざるを得ません。
その危惧と同様に、かつての日本人は自己の職
業に対し『職業人としての誇りを堅持する』こと
は当たり前と自認して居りましたので、義務・責
任等と特段仰々しく考えもしなかった筈です。か
つての日本人の持ち合わせた職業に対する特質的
倫理観が如何に優れていたか、そしてこの優れた
倫理観は個々の職業人の心の内から滲み出た崇高
な気概であることを伝えるお話を致します。
あの忌まわしい2011年３月11日の東日本大震災
以前、かれこれ十数年前になりますが、東京電力
袖ヶ浦発電所のご厚意により、稼働していない東
京電力の川崎火力発電所を見学した時のことで

DONATIONDONATION
1  月 年度累計

ス マ イ ル 85,000 円 644,000 円
善 意 の 箱 18,284 円 93,981 円
100万ドル 53,130 円 336,168 円
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　田中　朋博会員（３年）
　山田　泰子会員（１年）
会長時間「�トランプ大統領就任と日本への今後

の影響について」
皆さんこんにちは。ご来客の皆様本日はようこ

そ広島西南ロータリークラブにお越し頂き、有難
うございます。ごゆっくり例会をお過ごし下さ
い。宜しくお願い致します。
さて、本日は１／ 20に正式に大統領に就任さ

れた米国ドナルド・トランプ大統領について話を
してみたいと思います。今後彼がどのような施策
を取っていくか分かりませんが、日本にとっては
とても大きな影響が有りますので、注視して行か
ないとならないと思います。
そこで、彼の今後の政治手法については論じる

知識が有りませんので、彼のここまでの歩みなど
を数字を中心にして話をさせて頂きます。
・�70－1946年生まれの満70歳。第45代大統領。
歴代の最高齢。酒、タバコのどちらも一切摂
取せず、コーヒーさえ飲まない。

・�３×５－３人目の妻、子供は３男２女の５人。
・�25－大学卒業後、1968年（22歳）に父の経営
する不動産会社に入社。1971年（25歳）には
経営権を与えられる。

・�52－1983年（37歳）に建築された代表作のト
ランプタワーは、高さ202mの58階建てで、
ニューヨークでは52番目の高さのビル。

・�1980年代後半から1990年代前半にかけてカジ
ノやホテルが倒産。

・�1990年代後半から復活。再びアメリカの不動
産王に ! !

・�１－2015年６月大統領出馬宣言。共和党予備
選挙では常に１位。

・�425×12－大統領選は、新聞社はクリントン
支持425社に対しトランプ支持12社。

・�40－総資産40億ドル（約4600億円）年収は
５億ドル（600億円）以上
以上で、会長時間とさせて頂きます。有難うご

ざいました。
�幹事報告
元ロータリー財団奨学生　小林良子さんのコン

サートパンフレット配布の案内。チケット希望に
ついては事務局迄。／各種案内を回覧。未回答者
は回答を。／例会後、次年度理事会開催。
スマイルボックス

幸村憲治会員　４月以降ももう１年広島でお世話
になる事が決定いたしました。引き続き、よろし

を失った姿に、我が国の将来に暗澹たるものを想
像せざるを得ません。
ここで、今一度原点に立ち返り、ＲＩ理事会が
1942 ～３年に決議した宣言文を確認致します。

1942～3年　ＲＩ理事会決議
宣言文

ロータリーの会員の目的とするところは、
自己の職業を物理的な利益を得る手段であると共に、
社会に対する奉仕に於いて自身を表現する機会である。
高い基準を受け入れ、且つこれを推進することによって、

自己の職業の権威と価値を維持し、
且つ、疑わしき習慣は此れを排除すること。

自己の職業に於ける成功は、
これが社会に対する奉仕の結果として、

かち得られた時に立派な希望として評価すること。

解説致しますと、

ロータリアンたる者は、
自己の職業とは収入の源であり、

同時に社会で自己の勤めを果たすことである。
優れた仲間より、より高度な品格を学び、
社会から信頼される人格の高揚を図ること。
その結果が繁栄と言うご褒美であり、
世間から高く評価された結果である。

要するに職業人として、正々堂々と王道を歩み
貫いたご褒美が、各自の企業の繁栄に繋がるの
です。
神守源一郎P.G.が仰った、
『職業奉仕とは、商売繁盛の秘訣』が正に「簡
にして要」、職業奉仕を最も端的に、且つ適切に
表現なされたこと。並びに
佐藤千寿P.G.が仰った、
『王道を正々堂々と歩むべし』が真のロータリ
アンの生きざまであると、信じて止みません。
� 合掌

1
� 31

第1439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％
　宮本　　昇会員（14年）
　小川　光博会員（11年）
　徳納　武使会員（９年）
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　先週圡屋パストガバナーの職業奉仕についての
卓話をして頂きました。
　大変分かりやすく丁寧にお話をして頂きました。
　最近はロータリーの会合でもこのようなお話を
聞くことも少なくなっており新鮮な気持ちで聞く
ことができましたし、感銘を受けました。
　お話の冒頭で圡屋さんはロータリーの友１月号
に「職業奉仕はロータリーの神髄か？」との第
2840地区の本田パストガバナーの記事が掲載され
ていることに少し触れておられ、予定されていた
職業奉仕をお話をそのまましてもいいのかと戸惑
いを見せておられました。
　その記事では
　職業奉仕に基本理念をおく日本と、世界や国際
ロータリーとの間に大きなギャップがあります。
今後この日本のロータリーの考え方の意識を変え
ていかなければ取り残されていき世界の中で孤立
化していくだろう。と云っています。
　30年間に渡りロータリーは職業奉仕が奉仕の理念
の原点にあると教えられてそして勉強してきた私に
とってはなかなか納得のいくものではありません。
　確かに国際ロータリーは今に始まった訳ではあ
りませんが大きく変革してきています。
　しかしロータリーの歴史、生い立ちからみても、
そしてその後のロータリーの成長、拡大は職業奉仕
の理念があればこそであり、そしてロータリーは職
業人の集まりであればこそ職業奉仕はもっとも大事
にしていかなければならない理念と私は考えます。
　ロータリーの目的の主文にもはっきりと「ロー
タリーの目的は、意義ある事業の基礎として、奉
仕の理念を奨励し、これを育成するものである」
とあります。
　これはまさしく職業奉仕であると考えますし、
そのように教えられてきました。
　圡屋パストガバナーの云われるロータリーの中
で変えていいものと変えてはいけないものがある
と云われました。不易流行です。職業奉仕こそ変
えてはならない理念と考えます。

創立会員卓話

２０１７年１月３１日

佐々木 宏

くお願い申し上げます。
出席報告
　会員数�67名　出　席�53名　欠　席�14名
　　　　�　　　来　客�� 1名
プログラム
創立会員卓話

佐々木　宏会員

　創立時の様子をパワーポイン
トで示しながらお話をいたしま
す。
　１　創立総会。
　　�　松尾271地区ガバナー　上野特別代表　広
島西RC準備委員会　等々をお招きしての創
立総会です。当クラブの第１回例会でもあり
ます。

　　�　このあと９月18日に正式に国際ロータリー
への加盟がみとめられ、その認証伝達式が翌
年の３月22日が開催されました。

　２　認証伝達式
　　�　認証伝達式は西南RCの皆さんへのお披露
目でもあり県知事　市長　商工会議所会頭を
はじめとして第４分区各クラブ（在広７クラ
ブ　大竹　西条のRC）や他地区からも多く
の方の参加があり盛大に開催されてました。

　　　その時の創立会員の写真です。
　　�　10年前に私が会長を務めた時に西本初代会
長がご逝去されました。追悼集を発行してお
り、その中で私が追悼文で西本会長の思い出
としてチャーターナイトや創立時のことを書
いていますのでご紹介いたします。�

　　　追悼集　割愛

　３　当クラブ初年度の活動

　４　社会の出来事です。
　私自身はロータリーについては何も分からない
ままに入会し、諸先輩の指導のまま右往左往して
いた初年度でしたが、クラブは初年度から活発に
活動し、多くの活動がそのまま現在まで当クラブ
の伝統として引き継がれています。
　30年後の今日まで在籍し皆様とロータリー生活
を送っているとは当時は全く思っていないことで
したが、ロータリーからは多くのことを学ばせて
頂きました。

1205号� （13）
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「創立当初あれこれ放談」

� 白築　忠治会員

１．�昭和61年35名の創立会員
でスタ－ト

　創立日の９月９日は陰暦の重陽の節句。菊の節
句で、昔、宮中で菊酒の宴が開かれためでたい日
である。
　親クラブの広島西クラブがクラブ運営に必要な
35名の創立会員を集め、知らない者同志平均年齢
48歳の35名でスタート。
　７名のキーマンが親クラブから選ばれ、山本豊
さんをはじめ７名の方が、初代会長から５代目の
会長、初代幹事と２代目幹事を務められた。
　西本初代会長は、熱心な方で奉仕は実践が口癖
でよくゲマインシャフト（村落共同体）の話しを
されておられた。初代幹事の萬歳さんは繁忙を苦

１９８６年（昭和６１年）の出来事

• １月 スペースシャトル チャレンジャー爆発 ７名死亡

• ４月 チェルノブイリ原発事故

• ５月 東京サミット開催 （総理大臣 中曽根康弘）

英皇太子夫妻来日（ダイアナフィーバー）

• ７月 衆参同時選挙 自民圧勝

• ９月 社会党 土井たか子 初の女性委員長誕生

• １０月 ＮＴＴ株 発売１１９万７４００円 株価高騰

• １１月 三原山噴火

ビートたけし軍団 フライデー殴り込み

１９８５年にプラザ合意があり１９８６年からバブルが始まったといわれて

います。

１９８６年のカープは

• なんと５度目の優勝した年です。

• 監督 阿南

• 主力選手 野手 山本浩二 衣笠 高橋慶彦 長内 達川

山崎

投手 北別府（MVP 沢村賞） 金石 川口 長富（新人王

小林 川端 清川

津田

日本シリーズは西武ライオンズに敗れる。３連勝後に４連敗

１９８８年（Ｓ６３年）創立２周年記念例会

１９８６年(Ｓ６１年）９月９日創立総会

１９８７年（Ｓ６２年）３月２２日 認証伝達式

西本初代会長 追悼集

初年度のこと（１）

＊ RI会長 M.A.T カパラス （マニラRC)
ROTARY BRINNGS HOPE

＊ガバナー 松尾 明 （広島南RC)
和楽

＊会長 西本 順次郎（小児神経科医）
実践で示そう。ロータリー精神を

初年度のこと（２）

１ 会員増強 ７名（１名退会） 計４１名

２ 職場訪問例会 ２回

３ クリスマス例会

４ 花見例会

５ 新会員歓迎例会

６ ボーイスカウト 老人ホーム支援

７ 同好会設立（芝楽会 美珠会 和楽会 青深会 坤心会）

（14）� 2017年１月
温故知新、原点を確認しよう!!



にせずよく頑張っておられた。
　私は、当時、44歳。30歳のとき役所を辞めて、
14年余り経っていた頃であった。何も分からない
ままスタート時の会計を務めさせてもらった。

２．賑やかな同好会
　ゴルフ、カラオケ、囲碁と、どの同好会も賑や
かだった。
　囲碁は初心者の方が多く、囲碁より夜の飲み会
の方が盛りあがり、皆んなよく飲んで楽しんだ。
当時は景気もよくいい時代であった。

３．世界大会へ大シャモジ持参
　昭和63年５月、山本豊２代目会長のとき、米国
フィラデルフィアであった世界大会へ大シャモジ
を持参した。
　当時の広島市荒木市長の揮毫による「世界恒久
平和」と書かれた１ｍ強の身の丈に近い大シャモ
ジであった。
　ご婦人を含め11名の一行の中で単身でかつ若
かったこともあって、大シャモジの運び屋を務め
た。世界恒久平和といいことが書いてあったこと
もあって機内持ち込みも許してもらった。

４．連続出席100％途絶える
　平成元年10月、第156回例会で連続出席100％が
途絶えた。
　創立以来３年余り経過していた４代目大国会長
のときであった。
　当時、私は幹事を務めさせてもらっていた。や
むを得ない事情があったから私はしょうがないと
思っていたが、大国会長は非常に残念がっておら
れた。
　余談であるが、昭和64年は１週間しかなく、１
月７日に昭和天皇が崩御されて、年号が平成に変
わった年である。

５．台北で姉妹クラブ締結
　台北新東ロータリークラブとは創立後まもなく
から交流が続いていたが、平成３年５月、５代目
三島会長のとき、正式に姉妹クラブの締結をした。
　こちらから13名の訪問団で行き、今も熱烈な歓
迎が続いているが、当時はもっと熱烈な歓迎を受
けた。

掲　示　板

２月行事予定
❖�２月７日（火）13：45 ～
　第８回理事役員会� ANAホテル４Ｆ
❖２月19日（日）10：00 ～ 12：00
　梅林清掃� 広域公園梅の里
　（メークアップ対象）
❖２月21日（火）
　13：45 ～　月報編集会議� 例会場前
　18：30 ～　職業奉仕委員会GM
� ホテルJALシティ広島１Ｆ
❖２月26日（日）14：00 ～
　Ｇ６・７合同インターシティ・ミーティング
　会議と懇親会
　ホストは広島安芸RC（メークアップ対象）
� ホテルグランヴィア広島４Ｆ

戸田　泰弘　12日
小野　　誠　21日
小川　光博　22日
根石　英行　23日

徳納　武使　10日
三好　清隆　12日
山本　春男　29日
吉田　栄壮　31日
濵田　公璽　31日

会員誕生日

１月の会員記念日

結婚記念日

パートナー誕生日

上田　直治夫人　真由美様　６日
仲田　淳嗣夫人　訓　子様　17日
田村　英樹夫人　景　子様　19日

入　会　月

荒木　　攻　Ｈ８年
佐々木信幸　Ｈ22年
新藤幸次郎　Ｈ24年
宮﨑　　真　Ｈ26年

創　業　月

岡本　倫明　広島総合法律会計事務所
� Ｈ19年
新藤幸次郎　㈱新藤栄商店� Ｍ18年
谷口　公啓　㈱キノル・システム・ワークス
� Ｈ11年

1205号� （15）
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2016-2017年度　第7回理事・役員会　議事録

日　時：2017年１月10日　13時45分～

場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ会議室

出席者：杉川、室﨑、折本、杉本、佐藤（克）、

　　　　田中（朋）、佐々木（宏）、濵田、萬歳、

　　　　根石、児玉、宮㟢

会長挨拶（杉川会長）

　新年になり年度も残り半分となったが検討事項

もあるので協議をしっかりお願いしたい。

議事

　①合同幹事会・合同事務局運営委員会報告（報告）

　　・資料に沿って説明（杉川）

　②�RLI研修と「日本のロータリー100周年委

員会」運営協力金について　（承認）

　　・�RLI研修については岡本会員に参加して頂

く。（根石）

　　・�100周年委員会への運営協力金は１人／年で

200円を５年間で依頼が届いている。（根石）

　　・�今年度に関しては100万ドルから拠出をす

る。（杉川）

　③梅林清掃について（承認）

　　・資料に沿って説明。（田中）

　　・１月14日現地調査する予定。（田中）

　④２月度プログラムについて（承認）

　　・�資料に沿って説明、合わせてクリスマス家

族例会の決算報告をした（折本）

　⑤12月度会計報告（承認）

　　・資料に沿って説明（萬歳）

　⑥各理事役員報告

　　・お花見の準備を進めていく。（折本）

　　・�台北新東親善委員会を設置して５年程度は

同じ人にやってもらいたい。（濵田）

　　・�国際奉仕委員会の下に特別委員会という形

で設置を検討する。（杉川）

　　・�名誉会員の件についてどうなったか。（萬

歳）

　　　→�来月以降に目安・基準・規約等を出して

協議して頂く。（根石）

　　・�広報雑誌委員会の予算は奉仕Ｐで実施した

ので本会計に返納する。（杉本）

　　・�会員増強委員会の予算は今度委員会で協議

する。（佐藤）

　　・�12月に持ち回り承認済みの末廣会員の出席

免除について説明、確認した。（根石）

　⑦その他

　　�備品購入について（マイクとワイヤレスイヤ

ホン）（継続検討）

　→�旅行代理店にはなかったようなので試しが出

来る方法を検討する。（根石）

次回開催日

　2017年２月７日（火）13：45 ～ ANAクラウン

プラザホテル

閉会の挨拶（室崎副会長）

　年度の後半分が始まった。ラスト半分頑張って

もらいたい。

（16）� 2017年１月
温故知新、原点を確認しよう!!



広島西南RC　12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

2017年２月21日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　杉川�聡　幹事　根石英行
　　　　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

編集
後記

　皆様明けましておめでとうございま
す。今年は酉年です。
　「早起きは三文の得」とは誰もが知る

ことわざがありますが、「早起き鳥は餌にありつけ
る」というのもあります。
　早期の活動開始が収穫をもたらすというのは鉄
則らしいです。
　今年も皆様にとって良い年になりますよう願い
ます。� （佐古　雄司）

氏　名 6 13 20 27 出席率
1 荒木　　攻 × ○ ○ 66%
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 濵田　公璽 ○ ○ ○ 100%
9 長谷川大助 △ △ △ 100%
10 石井　和彦 ○ ○ ○ 100%
11 岩田　智博 ○ ○ ○ 100%
12 伊藤　英彦 ○ ○ ○ 100%
13 梶本　尚揮 ○ ○ ○ 100%
14 木村　恭之 ○ ○ ○ 100%
15 桒田　博正 ○ ○ ○ 100%
16 児玉　栄威 ○ ○ ○ 100%
17 幸村　憲治 ○ ○ ○ 100%
18 三好　清隆 ○ ○ ○ 100%
19 村尾　博司 ○ ○ ○ 100%
20 宮本　　昇 △ ○ ○ 100%
21 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ 100%
22 宮﨑　　真 ○ ○ ○ 100%
23 三宅陽一郎 ○ ○ ○ 100%
24 水谷　耕平 △ △ ○ 100%
25 根石　英行 ○ ○ ○ 100%
26 仲田　淳嗣 ○ ○ ○ 100%
27 岡本　文治 ○ ○ ○ 100%
28 奥田　　實 ○ ○ ○ 100%
29 小川　光博 △ ○ ○ 100%
30 岡本　俊雄 ○ ○ △ 100%
31 折本　　緑 ○ ○ ○ 100%
32 小野　　誠 ○ ○ ○ 100%
33 岡本　倫明 ○ ○ ○ 100%
34 佐々木　宏 ○ ○ ○ 100%

氏　名 6 13 20 27 出席率
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 × × × 0%
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 ○ × × 33%
53 田村　英樹 ○ △ △ 100%
54 田中　朋博 ○ △ ○ 100%
55 田中　和之 ○ ○ ○ 100%
56 戸田　泰弘 ○ ○ ○ 100%
57 上田　直治 ○ ○ ○ 100%
58 山本　　豊 ○ ○ ○ 100%
59 山下　哲夫 ○ ○ ○ 100%
60 吉田　栄壮 ○ ○ ○ 100%
61 山下　幸彦 ○ ○ ○ 100%
62 山本　春男 ○ ○ ○ 100%
63 山國　　豊 △ ○ ○ 100%
64 山田　泰子 ○ ○ ○ 100%
65 大内田民博 △ ○ ○ 100%
66 長野　　宏 △ ○ ○ 100%
67 漆原　健夫 ○ ○ ○ 100%
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2016-2017年度
広島西南ロータリークラブ

於：ANAクラウンプラザ広島
2017年1月17日
13：45～

第４回 クラブ協議会

米山功労者表彰　１月10日

ロータリー財団
ＰＨＦ表彰　１月24日 ご結婚記念おめでとう

ございます　１月17日

各　種　表　彰


