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第1481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
　吉田　栄壮会員　１月31日

会長時間「年末年始雑感」
あけましておめでとうございます。
今年最初の例会となりますが、これから一年よ
ろしくお願い致します。
今年は干支でいう戌年でありますが、証券業界
のお決まりの言葉でいうと、「戌笑う」の年であ
ります。昨年末の大納会で日経平均株価が26年ぶ
りの高値をつけました。あけて年初の大発会で
は、年末の終値よりさらに741円の高値をつけ、
これも26年ぶりの高値となり、まさに大笑いのス
タートとなりました。経済のほうも好景気がしば
らく続くのではないかと予測され、まずはお天気
と合わせて皆さん穏やかなお正月を過ごされたの
ではないでしょうか。
かつては、年末12月に入れば早くから正月の準
備をし、唱歌「お正月」に歌われる様に、子供達
は正月が来るのを指折数え、凧揚げや独楽回し、
羽根つきをして遊んだものですが、いまではそん
な子供達が外で遊ぶような光景はまったく見なく
なりました。もはや、明治どころか昭和も遠く
なってきつつあります。さらに、来年の４月には、
天皇陛下が正式に退位されることが決まり、今年
の半ばには新しい年号も発表されるようです。そ
うなればますます昭和が遠くなってしまうような
気がいたします。
伝統行事がだんだん忘れられつつあるといえ
ば、わが国の代表的な国技の相撲の世界で、昨年
横綱の殴打事件があり、また今年に入って行司の
不祥事も明らかになりました。あの昭和の栃若時
代、柏鵬時代のような国民みんなが沸き立つよう

な相撲はどこに行ったのでしょうか。また、年末
には、東京の有名神社で刃傷事件が発生しまし
た。日本の精神文化の代表的存在である神社のあ
りようも問われようとしています。これら二つの
事件は、伝統に守られ、保護されてきた日本の美
しい文化を著しく傷つけるもので、残念でなりま
せん。一方で、将棋の羽生義治永世七冠、囲碁の
井山裕太七冠の国民栄誉賞受賞が決まったこと
は、従来のスポーツや芸能・音楽だけでなく、日
本らしい知的文化にも目が向けられたということ
で、たいへん明るい嬉しいニュースでした。
今年は、もうすぐ韓国のピョンチャンで冬季オ

リンピックが開催され、また８月にはサッカーの
ワールドカップも開催されます。そして、忘れて
はならないのが、広島カープの３連覇がかかって
いることです。スポーツ好きにとっては、たいへ
ん楽しみな一年となりそうです。
これから来年の４月に向けて、いろいろな分野

で、各種行事が平成の最終章として実施され、あ
るいは開催されていくと思います。北朝鮮の問題
が予断を許さないなかで、平成の最後は明るい話
題の多かった年だったといわれることを、皆様と
ともに切に願いたいと思います。
�幹事報告
ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。

／ロータリーレート変更の案内（１ドル112円
→114円　１月から）。／１月30日（火）夜開催の
職業奉仕委員会ＧＭ・３月11日（日）14時から
リーガロイヤルホテルで開催されるＧ６・７合同
インターシティ・ミーティングの各案内を回覧。
合わせて出欠を回答のこと。／例会変更。／例会
後、理事役員会開催。
出席報告

　会員数�64名　出　席�55名　欠　席�� 9名
　　　　�　　　来　客�� 0名　ゲスト�� 1名
プログラム

会員卓話
「年男新春放談」

� 平石　雅史会員

皆さん、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
12年前の新春年男放談は当時の趣味ではまって

いたキャンピングカーでの道の駅めぐりの話をし
たのを覚えています。
今回は還暦を迎えますのでそれについて少し調
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べたことをお話いたします。
そもそも干支の本当の意味を勘違いしてまし
て、干支は十干と十二支をあわせた60通りからな
るものです。
よって60年周期でまた元に戻るすなわちそれが
還暦で本卦がえりとも言うようです。30年目を半
還暦120年目を本還暦とも言います。
昭和30年ぐらいまでは数え年を基本としてまし
たが今は満年齢で数えるのがほとんどです。
私が生まれた昭和33年は東京タワー完工式、長
嶋茂雄の４連続三振デビュー、売春防止法施行な
どが大きな出来事で、同じ年の有名人に原辰徳、
万田久子、マドンナ、マイケルジャクソンなどが
います。
還暦のお祝いは日本では赤いチャンチャンコを
贈ることがよく知られていますが外国でもダイヤ
モンドなどを贈る習慣があるようです。
ちょっと話がずれますが、今世間を賑わしてま
す相撲界では横綱経験者が還暦を迎えると還暦土
俵入りと言う行事があり直近では北の海、千代の
富士が行いました。プロレスでは還暦試合と称し
てジャイアント馬場、ラッシャー木村が行ったよ
うです。
さて、還暦と言っても実感がわかないのです
が、何かの本で読んだのですが今の60歳は50年前
ぐらいの45歳～ 48歳、今の70歳は前の55歳ぐら
いに健康も気持ちも当たるのではないかと言われ
ています。
私が働いている保険業界も今年12年ぶりに保険
料を計算する基準となる標準生命表の改訂を予定
しており、長寿社会がますます進んでいるのを実
感しています。
さて、私個人的にはここ３年間、夏になると招
かざるお客さんが来まして、３年前は南京虫、２
年前は税務調査、昨年は実家に空き巣と散々でし
た。
今年はラッキーなお客さんがくることを期待し
ています。
最後に今私の家族はここ広島とドイツの二世帯
の生活をしています。初めのうちは料理教室で
習った腕を振るって自宅飯をしてましたがやはり
面倒くさくなって、いまはほぼ毎日外食で４～５
件の居酒屋をローテーションを組んで一人召しを
しています。
どうぞ皆さん夜がお暇な際にはお声を私にお掛
けお誘いください。

　　　　　　　桒田　博正会員

本日の年男新春放談では、12
年ごとの社会的な事件とともに、
私事を振り返りたいと思います。
私の生まれた1970年（昭和45

年）には、大阪万博が開幕され、よど号ハイジャッ
ク事件が発生しました。私は福山で生まれ、高校
卒業まで福山にいました。この年始年末に帰省し
たときに私の通った桜ヶ丘幼稚園が園児不足のた
め、廃園となったことを聞きました。自分の通っ
た幼稚園がなくなってしまったことは寂しいです。
1982年（昭和57年）には12歳で小学６年生です。

この年にはフォークランド紛争が発生しました。
新聞等で見た記憶があります。当時、私はソフト
ボールに夢中になっておりました。チームの監督
が大変熱心な方で、夏休みには朝の５時半から練
習をやっていました。
1994年（平成６年）、24歳のときですが、松本

サリン事件が発生し、村山内閣が発足しました。
当時、私は日本生命に在職しておりました。日本
生命の同期が松本サリン事件の被害者となり、一
時目が見えなくなり、その後、回復したというこ
とがありました。
2006年（平成18年）、36歳のときですが、ライ

ブドア事件があり、トリノ五輪でフィギュアの荒
川静香選手が金メダルを取りました。当時、私は
弁護士３年目、そろそろ独立も考えていましたが、
結局その後５年目で独立することになりました。
2018年（平成30年）、48歳になりました。５歳

と３歳の子どもがいまして、後20年は元気に働き
たいと思っています。クラブの諸先輩方のように、
健康に留意して頑張りたいと思います。
ご静聴ありがとうございました。

　　　　　　　三宅陽一郎会員

あらためまして、皆様新年あ
けましておめでとうございま
す。本来であれば年男として今
年の抱負などを語らせていただ
く予定でしたが、予定を変更して私事ですが昨年
末に起こったことのご報告の時間にさせていただ
きたいと思います。まずはこれをご覧ください。こ
れは昨年12月20日の中国新聞の朝刊です。実は昨
年12月19日の午前３時過ぎ私の会社が火事になり
ました。当日のローカルニュースでも取り上げられ
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ていたようなのでご存知の方もいらっしゃると思い
ます。第一報は火災報知器の音に気付いた隣の寮
に住む従業員からの携帯電話でした。こんな時間
の電話でしたので嫌な予感しかありませんでした
が、予想以上の悪い知らせでした。ぼやであって
ほしいと願いながらすぐに現場に向かいました。
燃えている炎と充満する煙焦げた匂いでただ唖然
とするまま、消火活動を見守っていました。まもな
く夜明けとともに鎮火し、その被害状況が分かっ
てきました。消防・警察によると延長コードの断線
が原因の可能性が高いとのことでした。一番の繁
忙期にお客様に納期遅れ、または最悪納品できな
いことがすぐに判明しました。お客様へ１件づつ
連絡をしました。19日は人生で一番電話をした１日
だと思います。19日当日はお客様や関係先の沢山
の方々がお見舞いに来られました。西南RCや会員
の方からもお見舞いをいただきました。この場をお
借りして改めてお礼申し上げます。どうもありがと
うございました。また多忙を極めたため年賀状を１
枚も書けませんでした。ご海容願います。
翌日から全社員をあげて復旧作業に入りまし
た。燃えた場所は１階の断裁機付近でしたので原
材料在庫は燃えたり放水で使い物になりません。
２階から４階の在庫も煙の焦げくさい臭いで使い
物になりません。材料を新しく取り直し、機械も
即納の中古品を引き取りに行きました。うちは幸
いにも別工場を秋から稼働させておりましたので
二日後の21日から生産に入ることができました。
年末までに何とか納品できるよう頑張りましたが、
お客様からはあれはまだか？という問い合わせが
ひっきりなしでそのプレッシャーは相当なものでし
た。お客様の対応もそれぞれでした。一番ひどい
言い方をされたのは「１週間寝ずにやればできる
じゃろうが」と言われた方もいました。対照的に別
のある小さな和菓子屋さんは店主さんが「少々煙
臭くてもいいから」と少し匂う箱を引き取りに来ら
れお見舞いまでおいて行かれました。それから自
分の会社も忙しいのに休み返上で協力していただ
いた取引先のご協力や社員一人一人が毎日早朝か
ら夜遅くまで、みんなで頑張ってなんとか一息つく
ことができ、ここで報告できるまでになりました。
この苦しい間、本当にいろんな方々に支えてい
ただいていることを身をもって実感しましたし、
特に大切にすべきお取引先も再認識しました。い
ずれ恩返ししたいなと深く心に刻んだことは言う
までもありません。
いままで起こったことのない“まさか”が今回

起こりましたが、社員の頑張りと取引先の協力、
結果としてリスク分散という意味で別工場を確保
していたこと、保険加入は今後の復興へ向けて大
きな支えとなりそうです。
最後に私の現在の心境をビデオでご覧ください。
年明けそうそうこんな話で申し訳ありません。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。あり

がとうございました。
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第1482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

　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

ＰＨＦ・ＭＰＨＦ表彰・記念バッチ贈呈
岡本　倫明会員　　PHFの認証状とバッチ
石井　和彦会員　　MPHFのバッチ
山下　幸彦会員　　第２回MPHFのバッチ
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会長時間「職業奉仕月間」
今月は職業奉仕月間です。かつては10月が職業
奉仕月間でしたが、2014年から１月にかわりまし
た。
ロータリーの目的について、国際ロータリーの
定款の第４条で、「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
育むことにある」として、さらにその第２項で、「職
業上の高い倫理基準を保つこと、役立つ仕事はす
べて価値あるものと認識すること、社会に奉仕す
る機会としてロータリアン各自の職業を高潔なも
のにすること」と定めています。
私自身、職業奉仕という言葉は、ロータリーク
ラブに入って覚えた言葉ですが、それまでは、熟
語としてのこの４文字の言葉はあまり聞いたこと
がありませんでした。しかし、入会後は常になに
か事あるごとに、この言葉が登場してきました。
私のクラブでの職業奉仕委員会歴は、まず入会
年度（2005～2006年度）に職業奉仕委員会に配属
されました。そして、2010～2011年度に職業奉仕
委員長に任ぜられました。正直言ってこのころは
まだ、職業奉仕たるものがなにかということはよ
く理解しておりませんでした。そしてその後、い
ろんな人の卓話やＧＭで会員の職業観や会社の理
念等を聞かせていただき、また、４つのテスト、
行動規範の唱和等により、しだいにその意味を理
解することができました。
職業奉仕委員会事業として、職場訪問をしたり、
今月の30日には職業奉仕委員会のＧＭがあります
が、これらは会員の会社の事業の話を聞くことで、
その会社の企業理念を学び、自らが職業奉仕を実
践していくうえでの知恵を与えてくれるもので
す。そして自分たちの会社の経営に役立てること
です。
今年度、私はスローガンを「奉仕のギアを回そ
う、親睦はエネルギー」としております。そして、
３つのギアが繋がっているイラストを描いていま
すが、このなかでもっとも大きなギアがロータ
リーの金看板であるところの職業奉仕のギアで
す。ですから、皆さんにもその一番大きな職業奉
仕のギアをしっかりと回していただき、職業奉仕
を実践していただきたいと思っています。
今月は、職業奉仕月間ということで、次週の卓
話に、大之木パストガバナーをお迎えすることに
なっています。このお話はロータリーの真髄に触
れる内容となりますので、時間も少し延長してお
話いただくことになっています。ぜひとも次週の

例会には、できるだけ多くの会員の方が出席され
ることを望んでおりますので、よろしくお願い致
します。
�幹事報告
2016－17年度地区活動報告書配布の案内。／１

月30日（火）夜開催の職業奉仕委員会GM・３月11
日（日）午後開催のG６・７合同IMの各案内を回
覧。未回答者は回答を。／同好会半期会費請求用
メンバー表の提出期限は来週迄。連絡のあった同
好会会員には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。／次週例会
は呉RC大之木PG来訪。卓話時間を10分延長予定。
スマイルボックス

山本　豊会員　2017.12. 10（日）
安芸高田市吉田へ墓参に行きま
した。小雨が降り出し石の上に
転倒して、右足の腿を強く打撲
しました。余りの痛みで、病院
へ行きました。骨折は無い、その時は安心しまし
たが、翌日から痛くて痛くて歩行困難となり、２
倍位腫れましたが通院治療結果１ヶ月余りで痛み
が無くなりました。例会を欠席し大変ご迷惑をお
かけし、心より申訳無く存じております。92才の
私は、R.Cに在籍する事でロータリーの又皆様の
ご指導を受け乍ら、南米アマゾン一人旅精神を
持って頑張って行きたいと存じます。よろしく御
願い申し上げ、出宝させて頂きます。
山國　豊会員　年末に受けました、インテリアデ
コレーターという資格に合格しました。仕事のレ
ベルアップにつなげたいと思います。
出席報告

　会員数�64名　出　席�51名　欠　席�13名
　　　　�　　　来　客�� 0名
プログラム

会員卓話
「広島の不動産市況について」

児玉　栄威会員

本日は「広島の不動産市況」
と題しましてお話しさせていただきます。
皆さんは今の不動産市況がどのような状況か把

握されていますか？不動産の価格はバブル崩壊
後、長く下落してきましたね。今は人口減少社会
に入りましたし、不動産も人が減ればまだまだ下
がるのではないかとお考えではないでしょうか？
今日は資料を見ながらこれまでの30年間の市況を
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振り返りつつ、現在の市況についてお話させてい
ただきたいと思います。また、最後に天気予報み
たいなものですが、将来の見通しについても触れ
させていただきたいと思います。

Ⅰ．これまでの市況
　１．全国
　　�　地価公示といいまして毎年、国土交通省が
１月１日時点の地価を公表しています。その
資料に基づいて昭和62年からの全国の住宅地
の平均価格、商業地の最高価格を見ると、バ
ブル期には著しい上昇がみられ、そのあとは
緩やかに上がったり下がったりという感じで
す。直近は全国平均では上がっています。

　２．主要都市別
　　�　次にもう少し詳しくエリア別に見ていきま
しょう。主要都市別の価格の推移の中で注目
していただきたいのですが、実は現在の東京
の最高地価はすでにバブルの水準を大きく超
えています。しかもすごい勢いで上昇してい
ます。ちなみにこの資料は平成29年地価公示
に基づき作成していますが、㎡当り5,050万円、
坪１億6700万円です。宝くじで10億円当たっ
ても６坪しか買えません。その前の年が4,010
万円ですので25.9％の上昇となっています。

　３．広島
　　�　続きまして、広島を詳しく見ていきたいと
思います。

　　�　まず、広島は全国の中でどのくらいの水準
にあるかということで、全国の県庁所在地の
地価ランキングをまとめたところ、広島は住
宅地、商業地ともに10位でした。中国地方で
は当然ながら最高です。でも中国地方のほか
の県はここにはありませんが順位が低いで
す。山口県は住宅地が全国最下位の47位、商
業地も46位です。商業地の47位は鳥取県なの
で１・２フィニッシュを飾っています。

　　�　また都市ごとの人口順位と地価の順位は近
いです。街がにぎわうから人が増える、人が増
えれば地価も上がるということだと思います。

　　�　県内においても、地価が上がるところは人
口も増加傾向、反対もまたしかりということ
がうかがえます。

Ⅱ．広島市の将来
　　�　では続いて第２部に入ります。これまでの
現状説明を踏まえて、今後の広島の市況を予

想していきたいと思います。ここからは個人
的意見なので、20年前の天気予報くらいに聞
いてください。

　１．短期的な見通し
　　�　ここ３年から５年くらいのスパンで広島の
地価を考えていきたいと思います。

　　�　先ほどの建築ラッシュなどの状況を見る限
り、今後数年間の不動産市場は大丈夫なよう
な気がします。特に2020年の東京オリンピッ
クまでは市場が大きく崩れることはないとい
うのが大方の見方です。

　　�　また、不動産と株価の関係から見ると、株
価の回復に対して地価の回復はまだまだ低い
水準にあります。今後観光客も増えるでしょ
うし、広島はさらに発展していくという前向
きな話が多いのではないかと思います。です
が、昭和52年生まれの私は中１でバブル崩壊、
就職氷河期を乗り越え、常に不動産に対して
悲観的な見方をします。そこであえて不安材
料をまとめ不安をあおらせていただきます。

　　①　実需に対する供給過多
　　　�　ここ数年の地価上昇を牽引した主なプ

レーヤーは不動産業者です。銀行がお金を
貸してくれるので不動産業者のみなさんは
仕入れに積極的です。みんなが取り合いに
なるので高い値段を提示しないと買えませ
ん。買値が売値になりその売値はさらに高
い売値になるというインフレスパイラルの
ような状況が続いています。また売れない
ので値下げをするかというと銀行がお金を
出してくれるので値下げして急いで売る必
要もありません。なので、売買の件数はそ
んなに多くないのに価格が高止まりしてい
る、過剰供給なのに値段が下がらないとい
う異常さを感じます。

　　②　マンション市場の破綻
　　　�　肌感覚で恐縮ですが、昨年夏以降、マン

ションの売れ行きが鈍っている感じがしま
す。近年、土地と建築費が上昇した結果、
新築分譲マンションの価格はずいぶん値上
がりしました。ただ金利が安いので、ある
程度は吸収されてきましたし、立地のいい
物件がたくさん供給されたこともあり、買
手も多く販売は概ね順調に推移してきたの
ですが、さすがにマンションが建ちすぎた
のか、売れ行きが鈍ってきている感があり
ます。このままだとリーマンショックの前
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後の状況に近づかないとも限りません。
　　③　海外資金の引き揚げ
　　　�　広島には直接の影響は少ないかもしれま

せんが、今の日本の不動産市場には海外か
らのお金がたくさん入っています。東京汐
留あたりの新築マンションを中国人が爆買
いをしたことが話題になりましたが、特に
アベノミクス、オリンピックへの期待によ
る海外からの需要が目立ちました。こうし
た海外からの資金は株と同じで引き揚げる
ときは引き揚げます。そのため東京で市場
が崩れれば一年もしないうちに広島も崩れ
ます。

　　④　利上げ
　　　�　アメリカが昨年末、利上げを発表しまし

た。日本でも金利が上がれば大変なことに
なります。今は年収が500万円で5000万円
以上の住宅ローンを組むことも可能です。
また、住宅のみならず、アパートなどへの
個人さんの投資も盛んです。昨年不動産向
け融資の貸出残高がバブル期を超えたとい
うニュースがありましたが、これは間違い
なく低金利が後押ししています。結果、銀
行の経営状態は悪化していますし、このま
ま低金利が続くのでしょうか。今後、金利
が上昇することでこれまでにない多くの不
幸を招く可能性があります。

　２．長期的な見通し
　　�　長期的視点に立って考えるともっとも大き
な問題は高齢化・人口減少だと思います。

　　�　先ほど、株価と不動産価格には相関関係が
あるといいましたが、人口と不動産価格につ
いてはどうでしょうか。人口と不動産価格に
は明確な相関関係はないという人もいます
が、人が減れば空き家が増えて不動産の値段
は下がるというのが自然です。実際に県内の
市町村ごとの人口動態と地価動向は酷似して
います。

　　�　ということで、人口減少が不動産市場に与
える影響を考えていきたいと思います。

　　�　日本も移民の受け入れ政策などをとれば話
は別ですが、各種予測に基づけば、人口減少・
空き家の増加・不動産価格の下落という方向
で進むと考えられます。にもかかわらず直近
の不動産市場はどんどん住宅の数を増やして
います。将来に向け、矛盾が生じていると感
じます。

Ⅲ．注目エリアについて
　　�　最後になりますが、後味が悪いので、国立
社会保障・人口研究所の公表した将来人口の
予測の中で注目すべきエリアがありましたの
でご紹介しますと、安佐南区です。安佐南区
は2040年まで継続して人口が増加する予測と
なっています。全国的に見ても非常にまれな
エリアです。2040年には自動運転もできてい
るでしょうし、郊外の団地が息を吹き返すの
かもしれません。せっかくですから不動産を
買うなら安佐南、ということで今日の卓話を
終わりたいと思います。ご清聴ありがとうご
ざいました。

1
� 23

第1483回例会
12：30〜13：40　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間「松下幸之助氏の言葉」
本日は、2710地区の大之木精二パストガバナー

をお迎えして、「ロータリーは親睦と奉仕の中に
宿る」というタイトルで卓話をいただきます。時
間を10分延長してお話いただきますので、よろし
くお願い致します。
今月は職業奉仕月間ということで、先週に引き

続き職業奉仕に関する話を少ししたいと思いま
す。
１月５日の中国新聞に、松下電器産業（現パナ

ソニック）の創業100年の話が、一面特集記事が
でていました。特にその中で、「経営の神様」と
いわれた松下幸之助氏の信念の語録という欄があ
りました。「企業は社会の公器である。したがって、
企業は社会とともに発展していくのでなければな
らない」「松下電器は人をつくっています。電気
製品もつくっていますが、その前にまず人をつ
くっているのです」と語っておられます。利益偏
重の経営に異を唱え、共存共栄を掲げた松下幸之
助氏の言葉です。数多く残されたその言葉や、豊
かな人生哲学は、経営者や市井の人々の背中を今
も後押しするという内容です。
世界的なシェフの三国清三さんが「貧しい境遇

からでも辛抱して努力すれば、チャンスをつかめ
ると希望を持たせてくれる存在だ」といっておら
れます。ソフトバンクの元社長室長で、孫正義氏
に８年間仕えた嶋聡さんの証言として、「孫氏は
起業直後の車のなかで、幸之助氏の『経営百話』
のカセットテープを擦り切れるまで聴いていた」
と言っておられます。

1217号� （7）
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プログラム
外部講師卓話

「ロータリーは親睦と奉仕の中に宿る」
RI第2710地区パストガバナー

（呉RC所属）
大之木　精二氏

「ロータリーは親睦と奉仕の中に宿る」

広島西南ＲＣ・例会卓話

2018年1月23日（火）

大之木 精二
（ＲＩ第2710地区 パストガバナー・呉ＲＣ）

A．字義の正しい理解
B．親睦からスタートしたロータリー
C．奉仕概念の自覚
D．ロータリー寛容論
E．親睦と奉仕の調和
F．「決議23-34」

A.字義の正しい理解

１．「親睦」（Fellowship）
イ．同じ目的を目指して切磋琢磨し、協力し合ってその実現に努力する人々

の結び合い

ロ．単なるFriendshipではない。

２．「奉仕」（Service）
イ．Thoughtfulness of others（他人を思いやる心）

Helpfulness to others（他人のお役に立つ行動）

ロ．初期日本ロータリーでは日本語に適切な訳語がなかった為、原語をその

まま使用した。

ハ．Serviceは日本語の「奉仕」より遥かに概念が広く、倫理的ニュアンスが強
い。「奉仕」はタテ型社会の言葉。

No.1

ニ．「奉仕」（広辞苑）

a．謹んでつかえること

b．献身的に国家、社会の為につくすこと

C．客の為に特に安価で売ること

３．「忠恕」（論語）

イ．真心と思いやりがあること

「忠」：内なる真心や倫理観に背かないこと

「恕」：真心による他人への思いやり

ロ．Serviceの真意に近い言葉

ハ．当地区の松尾明PG（広島南RC・1986～87）年度のガバナー信条

No.2

B.親睦からスタートしたロータリー

１．ロータリーの誕生

イ．「ロータリーは私の幻想が生んだ子どもであった」（P．ハリス）
都会の寂寥に堪えかねて友を求めたことが発端

ロ．「寂しかったから」（P・ハリス）
人は孤立しては生きて行けないという人間の本質的弱さを根底におき、
それを自覚することで成りたつのがロータリー。
お互いの弱さを補い合うところに「親睦」が生れる。

ハ．良き親睦は、ロータリーという苗木が根をおろし、そして成長する為の
土壌である。

２．当初は、会員の親睦とお互いの利益増大のみを目的としたエゴイスト集団

イ．会員同士の取引きは、原価で行う互恵取引を義務付けた。「物質的相互
扶助」

ロ．純粋且つ良質の親睦を求めて、「一業種一会員制」と「定期的例会出席」
のルールを決定。（組織の原点）

No.3

そして、その中のコラムのなかで、かの有名な
サラリーマン漫画「島耕作」の作者の、弘兼憲史
さんの話が載っていました。彼はもと松下電器産
業のサラリーマンで、販売部でポスターやチラシ
を手がけておりました。「松下電器産業の厳しい
社風の中にあって、古い物事を打ち破る風潮の
あった時代背景からして、自分自身やや反抗的で
あったが、次第に松下イズムが正しいと思うよう
になった。」と回顧しておられます。
「利益を追求してはいけないという経営理念も
最初はきれいごとだと感じたけれど、僕が漫画を
描くときには結果として役立った。儲けるためで
はなく、描きたい漫画を描くことができた。利益
というのは社会貢献から始まり、人のためになる
仕事なら結果としてもうかる。幸之助さんはずっ
とそう言っていた。幸之助さんとは職場が同じフ
ロアで、何度もすれ違ったが、後光がさして見え
た。松下のブランドは幸之助さんのカリスマで輝
いていた感じだった。」と書いています。
このように、松下幸之助さんの言葉は多くの人
に感動を与えていますが、この中には、「４つのテ
スト」や、アーサー・シェルドンの「He�profits�
most�who�serves�best」の言葉に通じるものも多
く、松下幸之助さんが説く古くからの日本の商道
徳の考え方と、ロータリーの教える職業奉仕の考
え方とは共有できる部分があるのではないでしょ
うか？� （参考：中国新聞2018年１月５日付）
�幹事報告
クラブ月報・２月20日（火）夜開催の送別会案
内配布の案内。／梅林清掃等の案内を回覧。未回
答者は回答を。／同好会半期会費請求用メンバー
表の提出は本日迄（２月会費で請求）。／例会変更。
スマイルボックス

国際ロータリー第2710地区パストガバナー　
大之木精二氏　寸志。
折本　緑会員　会員の皆様には「実は男性だ」と
いう事は周知の事実。「人間じゃないらしい」と
のウワサがあるのも知っています。化粧とは、化
けて粧（めか）す。よい矯正下着もあります。この
たび、素敵そうな女性に化けて、ミセス広島グラ
ンプリに再チャレンジしたところ、50才代のグラ
ンプリに選んで頂きました！上手く化けました♡
宮﨑　真会員　広島商工会議所所報１月号に「イ
クボス企業」として紹介されました。
出席報告
　会員数�64名　出　席�50名　欠　席�14名
　　　　�　　　来　客�� 0名　来　賓�� 1名
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D．ロータリー寛容論

１．P・ハリスの過ち

「親睦」と「奉仕」を、P・ハリスは価値の世界において上下関係で捉え、
しかも「奉仕」を「親睦」に優先させた。

２．親睦重視の会員は、当時は全く異質と思われた「奉仕」を最優先課題と
した変化に反発し、親睦派と奉仕派に割れて、シカゴRCは崩壊寸前の危
機に陥った。

３．此の事態にP・ハリスは自分の過ちを反省し、「ロータリーは親睦と奉仕の
中に宿る」と悟り、両者を等位概念として捉えるよう提唱した。

４．両者は調和で成り立つとの立場から、ロータリーの本質は寛容の中にあ
るとした。即ち寛容の心をもって相互の理解を深め、そこから生れるエネ
ルギーを世の為人の為に供すべしとの図式を開発した。これが「ロータ
リー寛容論」。
・ロータリアン誌、創刊号（1911年目）巻頭言で「寛容」を強調

No.8

E．親睦と奉仕の調和

１．基盤におけるエネルギーの方向が異る両者の調和

イ．親睦のエネルギーは会員同士が心を温め合う内向きのもの。奉仕のエネ
ルギーは会員が外部の人々に奉仕する外向きのもの。エネルギーの方
向が正反対の両者を、調和させる思考の開発の必要性が生じた。

ロ．「親睦」と「奉仕」のもとになる心は、本来一体のものであるとの根本思想
を思えば、親睦イコール奉仕、即ち一つの心で親睦を行い、同じ心でもっ
て奉仕に当るという考え方は妥当であり、ロータリーならではのもの。
両者が拠って立つ心は「愛」

ハ．ロータリーは社交クラブであるから楽しさに重きをおいた「感性的親睦」
も否定し得ないが、奉仕に携るロータリアンとしては、相手から何かを学
び、自分を高める「精神的親睦」がより望ましく、これがロータリー親睦論
の中核にある考え方である。

２．精神的親睦を前提にして親睦論を確立したところに、ロータリーにおける
親睦と奉仕の調和の現実性を伺い知ることができる。

No.9

F．「決議23-34」

１．奉仕のあり方をめぐる論争

イ．1920年代、社会的な奉仕がロータリー運動の中で市民権を得た一方で、
奉仕の在り方をめぐって熾烈な論争が起った。

・理論派：ロータリアンの心に、奉仕の心を形成することが、ロータリー運
動の本質とする考え

・実践派：奉仕活動の実践こそが、ロータリアンの使命だとする考え

ロ．理論派

a．ロータリー活動で培った奉仕の心で事業を行うよう、業界や地域社会
に働きかけていくことが、人々に幸せをもたらし奉仕の実現につながる
とした。

b．職業奉仕以外の分野で奉仕の社会的ニーズがあれば、ロータリアン
が個人又は業界や地域の団体活動として実施し、クラブはそのニーズを
提唱するに止め、活動が盛り上がるような触媒としての機能を果たすべき
であると主張した。

No.10

ハ．実践派

a．身体障害児救済事業（エドガー・アレン オハイオ州エリリアRC）など、
各地のRCが実施した社会奉仕活動が評価され実効を上げていること
を根拠に、奉仕の機会を見出して実践することこそがロータリー運動
の真髄であると主張、理論派の態度は責任回避として対立した。

b．RI理事会の態度は一定せず、身体障害児支援事業をロータリーの
公式事業として認めようとするなど、クラブの自治権問題に波及する
事態を招来した。

２．ロータリーの思考体系と調和

イ．両派の論争は、個人奉仕と団体奉仕、更に金銭的奉仕の是非に迄発展、
激しい対立が続いた。

ロ．その原則を崩せば最早ロータリーとは言えない「必要条件」と、ロータリア
ンやクラブの考え方や行動につき、その立場と善意を尊重して容認する
「充分条件」がある。

No.11

ハ．例会を4回無断欠席した場合は会員資格を喪失。親睦重視の帰結

ニ．「シカゴRC定款」の目的の項

第１条：会員の事業上の利益の増大

第２条：社交クラブに付随する親睦及びその他の特に必要とする事項の
推進

No.4

C．奉仕概念の自覚

１．温もりの交換である「親睦」の中に存在する「奉仕」の要素

イ．自分の温もりを相手に与え、相手の温もりを自分に授かる行為、或いは
会員同士の人間としての弱さを積極的に補填し合うことで、お互いの向上
を期することに「奉仕」の原型を見出す。

ロ．互恵取引という「物質的相互扶助」に加え、事業上、職業上の悩み相談

や情報交換で、相互の発展に協力し合う「精神的扶助」も存在した。

ハ．「親睦」そのものの中に、本来的に「奉仕」の要素があるのであって、これ

がロータリーにおける「親睦」と「奉仕」の原始形態である。

ニ．人間においても肉体と精神は一体であるように、ロータリーの「親睦」と

「奉仕」も一体のものである。

No.5

２．ドナルド・カーターの入会拒否事件

イ．1906年、シカゴRCへの入会勧誘を受けたカーター氏は、説明を聞いた
上で即座に入会を拒否した。

ロ．エゴイズムだけの組織には永続性がなく、社会に対し何ら貢献しない
団体には魅力がないと反論した。

ハ．「親睦」と「会員同士の相互扶助」に限界を感じ、次の段階へのステップ
アップを模索していたP・ハリスは、これを機にロータリーの在り方の転換
を決断し、定款の目的に一条を追加した。

・第3条 ： シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民としての誇りと
忠誠心を市民の間に広める。

３．「ロータリーは親睦と奉仕の中に宿る」

イ．「親睦」と「奉仕」は一体のものであるという深層心理から、親睦の成果を

世の為人の為の奉仕につなげる発想を生むに至った。
・市内に2ヶ所に公衆便所を設置（25団体の協力事業・1909年）

No.6

ロ．これがロータリー思想の原点。従ってロータリーの中核概念は「親睦」
と「奉仕」であると言うことが出来る。

ハ．1908年シカゴRCへ入会したアーサー・フレデリック・シェルドンが、職
業奉仕思想を導入して、奉仕概念の深化と強化に努めた。

No.7
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とうとしたのかも知れませんが、このラッグルス
が「諸君歌を歌おうではないか」と提案したそう
です。
歌の効用は、ポールハリスは、友愛の宣揚とな

る、気分の放出となる、などあげて大いに推奨し
ていました。よりよき親睦を形成するにはいい手
段であると思います。
よく大きなスポーツの試合開始前に国歌を歌っ

たり、儀式や式典の始まりに国歌や社歌を歌いま
すが、これらもみな参加者の気持ちをひきつけ、
意識を集中させるにはより効果があるものと思い
ます。
現在、例会前に歌われているロータリーソング

は、「奉仕の理想」と「我等の生業」が代表的な
曲ですが、広島西南では他に「それでこそロータ
リー」「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」を例会時に歌っており
ます。またロータリークラブのなかには、自クラ
ブの曲を作って、例会時に歌っているところもあ
れば、複数のクラブが合同の歌を作っているとこ
ろもあります。
わが広島西南ロータリークラブにも三好会員が

作詞・作曲された「広島西南ロータリー」という
立派な曲があります。手帳のなかで、曲が紹介さ
れているところの最初に載っています。これは、
以前クラブの歌として詞と曲を公募したらしいの
ですが、このときに採用されたのが、三好会員が
作詞・作曲された「広島西南ロータリー」という
曲です。そして、この曲は、何かの記念行事等の
ときにみんなで歌おうということになりました。
現在では、例会の始まる前に、バックミュージッ
クとして流されています。
自クラブの歌を持っているクラブは結構国内に

はあるらしく、それぞれ何かのイベントごとに
歌ったり、数クラブ集まって合唱祭を開いたりし
ているところもあるようです。広島西南ロータ
リークラブにもせっかく自分のクラブの歌がある
のですから、たとえば、周年、クリスマス、台北
相互訪問等、何かの機会を捉えて、みんなで歌っ
たらどうでしょうか。また広島西南には同好会と
して立派な軽音楽部があるのですから、いろんな
イベントを企画されたときには、「広島西南ロー
タリー」を演奏・合唱されたらどうでしょうか。
�幹事報告
ロータリーレート変更の案内（１ドル＝114円
→110円　２月から）。／各種案内を回覧。未回答
者は回答を。／例会変更。／例会終了後、月報編
集会議・次年度理事会開催。／本日18：30 ～職

1
� 30

第1484回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

米山功労者表彰
　山本　春男会員　第２回米山功労者

連続出席100％
　宮本　　昇会員（15年）
　小川　光博会員（12年）
　徳納　武使会員（10年）
　田中　朋博会員（４年）
　山田　泰子会員（２年）

会長時間「�ロータリーソング」
本日は、毎回の例会の始まりにみんなで斉唱し
ている、ロータリーソングについて、少しお話さ
せていただきます。
ロータリークラブに歌を持ち込んだのは、ハ
リー・ラッグルスというシカゴロータリークラブ
に５番目に入会した人で、第５のロータリアンと
いわれる人です。ロータリークラブを作った最初
の４人のあと、２回目の会合から参加した人です。
シカゴロータリークラブの初期の時代に、親睦
か奉仕かの論争が起こったときに、なにか和を保

ハ．奉仕の実践は充分条件の分野に入る事柄であるが、理論派の必要条件
と実践派の充分条件を、ロータリーの寛容精神でもって調和させたのが
「決議23-34」である。

３．「決議23-34」
イ．1923年セントルイス国際大会に於て、ポール・ウエストバーグ（シカゴRC）

と、ウイル・メーニア（ナッシュビルRC）の2人が、2日で書きあげた1000文
字から成る「決議23-34」を上提し、一語の訂正もなく大会決議として採択
された。

これは「セントルイス宣言」とも称され、両派の対立に終止符を打つ、いわ
ば妥協の産物である。

ロ．「決議23-34」の特徴

ロータリー運動全般を対象としたロータリー哲学を定義し、RCとRIの機
能分担を明らかにすると共に、「奉仕」の実践に関するロータリアンとRC、
RIの原則を明確に区分し確定したことが特徴と言える。

No.12
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業奉仕委員会GMをホテルJALシティ広島２Ｆで
開催。
スマイルボックス

小野　誠会員　皆様のボックスに、レストランの
パンフレットを入れさせていただきました。今回
で４回目となる「シェフズ�ライブ�キッチン」の
ご案内です。２月27日（火）19時から開催いたし
ます。今回は、この時期の味覚「河豚」をご用意
しました。河豚ざくポン酢、河豚のから揚げ、ふ
ぐ汁、ひれ酒などです。各レストランの味が楽し
め、フリードリンク付きでお一人様12,000円とと
てもお得な内容となってます。是非、お誘いあわ
せの上お越し下さいますようお願い致します。
折本　緑会員　広島ＦＭ　土曜日12：00 ～オタ
フクホールディングス佐々木さんの番組に出まし
た。来週もありますので聞いて下さい。

出席報告
　会員数�64名　出　席�50名　欠　席�14名
　　　　�　　　来　客�� 1名　来　賓�� 1名
　　　　�　　　ゲスト�� 2名
プログラム

外部講師卓話
「般若心経について」

大師寺　名誉住職　　　　　
濵田　公璽氏（元会員）

般若心経は、仏教の精
せい
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仏説摩訶般若波羅密多心経

� とおとなえします。

掲　示　板

２月行事予定
❖�２月６日（火）13：45 ～
　第８回理事役員会� ANAホテル４Ｆ
❖２月18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20日（火）18：30 ～
　送別会� ANAホテル５Ｆ「相生」
❖２月27日（火）13：45 ～
　月報編集会議� 例会場前

※３月行事予定
　３月11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
� リーガロイヤルホテル広島４Ｆ
　（メークアップ対象）�ホストは広島中央ＲＣ

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

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
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

DONATIONDONATION
1  月 年度累計

ス マ イ ル 69,000 円 576,000 円
善 意 の 箱 14,438 円 81,423 円
100万ドル なし 145,866 円

1217号� （11）
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2017-2018年度　第7回理事・役員会　議事録

日　時：2018年１月９日　13時45分～ 15時

場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ

出席者：室崎、岡本（俊）、杉川、杉本、奥田、

　　　　徳納、佐藤（二）、上田、水谷、白築、

　　　　藤崎、折本、田中（朋）

会長挨拶（室㟢会長）

　久しぶりの例会。今日から折り返しスタート。

６合目を登ったくらい、残り４合目を消化してい

きますので、以後よろしくお願いいたします。

議事

　①合同幹事会報告

　　�合同事務局収支予算、照明交換で80万円が特

別支出。赤字額が大きくなる。

　　�合同事務局負担金、来年度７月より月額150

円の増額で決定。1150円となる。

　②�RLI研修

　　・�岡本会員と山下会員が参加予定。

　③梅林清掃

　　２月18日に実施、メークアップ対象とする。

　④２月度プログラム

　　�２月６日フォアサイト北山敬三氏。２月13日

「インターアクトクラブについて」広島西ＲＣ

に依頼調整中。２月20日「ロータリー情報に

ついて」ロータリー情報委員会へ依頼。２月

27日ＮＰＯ法人もりメイト倶楽部Hiroshima

の理事長・山本恵由美氏に依頼。25周年の森

林ボランティア事業先。

　⑤カンボジア支援事業

　　�徳納会員より、予算追加のご相談。30周年事

業として３年間（150万円）で一度事業を終

えたあとの協議とする。残り、約33万円。

　⑥My�Rotaryの登録の経過

　　現在24名参加。

　⑦12月度会計報告

　　�順調に推移。スマイル予算も残り、月額６万

円で推移すれば達成。

　　�１月会費は金額が大きいため、滞納はないよ

うに。

　⑧各種理事役員報告

　　�今日からロータリー旗が新しくなった。10年

会の第二回目を１月16日（火）に実施。30名

ゲスト６名が参加予定。

　⑨その他

次回の予定

　２月６日（火）13時45分～15時　ANAクラウ

ンプラザホテル広島

閉会の挨拶（岡本副会長）

　いよいよこの１月から次年度のスケジュールに

入りました。具体的なスケジュールも６月まで決

定。いろいろな気づき、ご指導どうぞ、よろしく

お願いいたします。
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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

氏　名 5 12 19 26 出席率
名 岡本　文治

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 石井　和彦 ○ ○ ○ 100%
9 岩田　智博 ○ ○ ○ 100%
10 伊藤　英彦 ○ △ △ 100%
11 梶本　尚揮 ○ ○ ○ 100%
12 桒田　博正 ○ ○ ○ 100%
13 児玉　栄威 ○ △ ○ 100%
14 河原　英二 △ ○ ○ 100%
15 三好　清隆 ○ ○ ○ 100%
16 村尾　博司 ○ ○ ○ 100%
17 宮本　　昇 ○ △ ○ 100%
18 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ 100%
19 宮﨑　　真 ○ ○ ○ 100%
20 三宅陽一郎 △ ○ △ 100%
21 水谷　耕平 △ △ ○ 100%
22 根石　英行 △ ○ ○ 100%
23 長野　　宏 ○ △ ○ 100%
24 奥田　　實 ○ ○ ○ 100%
25 小川　光博 ○ △ ○ 100%
26 岡本　俊雄 ○ ○ ○ 100%
27 折本　　緑 ○ ○ ○ 100%
28 小野　　誠 ○ ○ ○ 100%
29 岡本　倫明 △ ○ ○ 100%
30 大内田民博 ○ ○ ○ 100%
31 佐々木　宏 ○ ○ ○ 100%

氏　名 5 12 19 26 出席率
32 白築　忠治 ○ ○ ○ 100%
33 曽里　　裕 ○ ○ ○ 100%
34 杉川　　聡 ○ ○ ○ 100%
35 先小山英夫 ○ ○ △ 100%
36 佐藤　二郎 ○ ○ ○ 100%
37 佐藤　克則 ○ △ ○ 100%
38 杉本　清英 ○ ○ ○ 100%
39 末廣浩一郎 ○ ○ ○ 100%
40 佐々木信幸 ○ ○ ○ 100%
41 佐古　雄司 ○ ○ ○ 100%
42 新藤幸次郎 ○ △ ○ 100%
43 田中　茂樹 ○ △ ○ 100%
44 谷口　公啓 △ △ △ 100%
45 遠崎　秀一 △ △ ○ 100%
46 寺本　真司 ○ ○ ○ 100%
47 俵　　雅之 △ ○ ○ 100%
48 徳納　武使 ○ ○ ○ 100%
49 對馬　久子 △ △ ○ 100%
50 田村　英樹 ○ ○ △ 100%
51 田中　朋博 ○ ○ ○ 100%
52 田中　和之 △ ○ △ 100%
53 戸田　泰弘 ○ △ △ 100%
54 上田　直治 ○ ○ ○ 100%
55 漆原　健夫 ○ ○ ○ 100%
56 山本　　豊 ○ × × 33%
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 山國　　豊 ○ ○ ○ 100%
62 山田　泰子 ○ △ ○ 100%
63 井上　俊博 △ △ ○ 100%
64 井津上晴士 ○ ○ ○ 100%

2018年２月20日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　室㟢�雅宣　幹事　杉本�清英
　　　　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

　正月気分も終わり、あっという間に
２月。昨日からはプロ野球もキャンプ
がスタートしました。今年は注目のルー

キーが多く、見どころもいっぱいです。
　我が広島西南RCにも、会員増強委員会のみなさ
まのお陰で、新会員さんが数名入会されるようで
す。ひとりは、カープの新井さんそっくりなので、
注目です！� （田中　朋博）
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職業奉仕委員会ＧＭ １月30日（火）
ホテルJALシティ広島2F


