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第1526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
　高鍋　　徹会員　１月16日
　山本　春男会員　１月29日
　吉田　栄壮会員　１月31日

米山功労者表彰
　杉川　　聡会員（米山功労者第２回マルチプル）

会長時間「新年のご挨拶」
新年明けまして、おめでとうございます。
クラブの会員皆様におかれましては、この一年

が素晴らしい年となるようにとの思いを新たにさ
れていることと、ご推察申し上げます。昨年７月
３日に、広島西南ロータリークラブの会長をお受
けすることとなり、緊張の内にも、はや半年が経
過しました。理事役員の素晴らしい働きもさるこ
とながら、会員皆様の温かいご支援があればこそ
と、心より感謝申し上げます。残り半年を、悔い
の残らぬよう全ての事業計画が推進できるよう頑
張ります。昨年同様、変わらぬご支援をお願いし
ます。１月のロータリー月間は「職業奉仕月間」
となっております。To be a Rotarian（ロータリ
アンとは）という奉仕の精神を歌った詩を見つけ
ました。

若者は、誰かが作ってくれたプールで、楽しみ、
ロータリアンは、自分が使うことはないプールを、
つるはしをふるって作る。

若者は、誰かが作ってくれた音楽で踊り、ロー
タリアンは、自分が躍ることはない、音楽を生み
出す。

若者は、誰かが植え、育ててくれた、木の下に
座って休み、ロータリアンは、自分は座ることも
ない、木を植え育てる。

若者は、誰かが造り上げた、町の恩恵を受け、
ロータリアンは、自分が恩恵を、受ける事すらな
い町を、コミュニティーを造る。

親睦と職業奉仕を土台として、社会奉仕、青少
年奉仕、国際奉仕へとロータリークラブの活動は
広がっていくものと確信しています。広島西南
ロータリークラブにとって、今年一年が、輝ける
年となりますことを祈念し、年頭の会長時間とし
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。

／２月２日（土）午後、G ６・７合同インターシ
ティ・ミーティングがリーガロイヤルホテル広島
で開催。出欠変更連絡は事務局迄。／例会変更。
／例会終了後、理事役員会開催。
�委員会報告

クラブ広報委員会（友誌を読む）
� 熊本　卓司会員
　改めてロータリークラブ組
織、団体の大きさ、素晴らしい
ロータリーの本質を学ばせて貰
いました。
　通常の冊子等であれば、色々な案内や情報等が
出てると思いますが、このロータリーの友にはそ
れ以上の熱いロータリーとしての絆が私自身に伝
わります。まだまだ勉強不足の身ですが職業奉仕
という言葉の本当の真意の大切さに気づかされま
す。また新たにロータリーの目的を学ばせて頂き
ました。私も本を読んだりする事は、時々ですが、
自己啓発からセミナー講師や、著名人の本などを
見ては、自分なりに学ばせて頂いてはおりますが、
このロータリーの友を読めば読む程ロータリアン
としての自覚や、責任感を持つ事ができました。
　全国各ロータリークラブの案内紹介の中でも
P.48に記載されております、我が広島西南ロータ
リークラブ主催の「児童養護施設の子供たちと森
林教室」と云う活動の会員１人と子供１人のペア
になり「一日里親」としての親密に触れ合いなが
ら良い１日の経験を皆様がされた事を私は感動い
たしました。残念なのが、この時まだ入会してな
かった事です。
　今後こうした社会奉仕活動、青少年奉仕活動等
の行事がありましたら積極的に参加活動させて頂
ければと思います。
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　以上で私の簡単な感想となりますが報告させて
頂きます。
　ご清聴ありがとうございました。
スマイルボックス

岡本俊雄会員　新年明けましておめでとうござい
ます。今年が広島西南ロータリークラブにとりま
して飛躍の年になります事を祈念し出宝します。
出席報告

　会員数 68名　出　席 51名　欠　席 17名
　　　　 　　　来　客  0名
プログラム
会員卓話
「�年男新春放談」

� 村尾　博司会員

平原　一彦会員
◦ 昭和22年９月17日生まれ、今

年72歳になります年男の「平
原一彦」です。

◦ 例年、年男放談はその年の干
支に関することや、時節柄の
話題が多い。

　 話がダブってはいけないので考えあぐねた結
果、会員名簿から見た私と RC に関わることを
数字に焦点を当てて話したい。

◦８
　 当クラブは、昭和61年９月９日に35名の会員で

創立された。所謂、チャーターメンバーと呼ば
れる35名のうち８名の方が今も在籍されている。

　 ８名の方はいずれも会長を務められ、当クラブ
の礎を築いてこられました。クラブは今やガバ
ナーを輩出するクラブにまで成長ました。

◦28
　 私が広島西南ＲＣに入会を許されたのは、平成

２年９月18日でした。以後28年間も経ちました。
私が社会人になって今年で50年。その半分以上
も RC の会員でおられたことは感慨深いものが
あります。

◦32
　 先に話したように、当クラブは昭和61年９月９

日に創立され今年で32年となります。実は、私
が前の会社を退社して今の会社カープタクシー
に入社をしたのが昭和61年10月１日ですので、
私のカープタクシーでの社歴も32年です。何か
の因縁を感じます。

◦60
　 会員名簿によると、平成30年12月現在の当クラ

ブの会員68名でその平均年齢は60歳です。因み
に、最年長は大正15年４月１日生まれの「山本
豊」会員92歳。

　 最年少は昭和59年８月21日生まれの「沖井翔」
会員34歳です。

　 会員の年齢構成は、40歳代が12名、50歳代が22
名と、これから当クラブを支えていくだろうと
思われる、40歳から50歳代が34名とクラブ会員
の半数を占め、その顔触れはバラエティーに富
んだ多士済々の方々なので当クラブは前途洋々
です。

◦ 最後に私自身のことですが、次の年男放談があ
る12年後の84歳を目指して健康に留意して、細
く長くロータリー活動を続けたいと思います。

　 私は昨年出席免除の願いを理事会に提出しご承
認いただきました。

　 当クラブは長年100％出席を続けています。仕
事の都合や健康面などで出席に穴を空けてはい
けないとの思いからです。

　 しかし、今後も例会には極力出席したいと思い
ます。例会に出席し会員の皆様と交流すること
により、いろいろな刺激を受け自分の至らない
ことを皆さまから学ばせて頂き、今より成長し
ていきたいと思いますのでこれからも変わらぬ
ご厚誼をお願いして年男放談とさせて頂きます。

大内田民博会員
皆さん明けましておめでとう

ございます。今年５回目の年男
で、いよいよ還暦を迎えること
になりました。会社員としては
定年の年でもあり、これまでの
年男でも特別な年となりそうです。

昭和34年生まれの亥年は干支では今年と同じ己
亥（つちのとい）となりますが、放談のこともあ
りネットで亥年の特徴を調べてみました。
「この生まれの人は、……処世に不得手です」
最悪です…他の亥年生まれはまだ良いことも書

いてあるのに己亥は最悪の特徴ですね。自分を当
てはめてみるとほとんど当たっていないような。

気を取り直して、今度は十二支の相性について
調べてみました。

良い相手と悪い相手、それぞれベスト、ワース
ト３が出てきました。良い相手は１位酉（とり）、
２位寅（とら）、３位未（ひつじ）。良い相手の２
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位には母の寅（とら）年が…　なんとなくいい感
じですがそれだけ。

悪い相手をみると
１位が巳（み）年…一昨年亡くなった父です。
２位が申（さる）年…長女です。
３位が亥（い）年…次女です。
新年早々大変不愉快になりました。幸い家内が

入っていなかったのは良かったのかもしれませ
ん。結局、どちらも信じないことにしましたので
全く話題を変えます。

私の生まれは、
1959　０歳　６月６日６時（18時）生まれ
オーメン（ダミアン）といじられました。
2019　60歳　還暦
振り返ってみると前回年男の48歳翌年から11年

間のうち９年を単身赴任で過ごしました。
私の誕生月は６月ですので、60歳は新元号で迎

えることになります。昭和に生まれて平成、新元
号と３つの元号を経験することになります。

昭和34年は現天皇のご成婚の年。現皇太子は同
じ学年です。還暦の今年は平成最後でご退位の
年。勝手に何となく皇室には縁を感じます。

次の次の元号まで元気でいられるか？皇太子と
競争です。今年からは健康に留意して流川通いも
ほどほどにして過ごそうと思います。

今年もよろしくお願いいたします。
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第1527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

　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「古の知恵を生かした東京スカイツリー」
万物を生成する地・水・火・風・空を、仏教に

由来する言葉で五大と言います。これらを、五つ

の物になぞらえ、仏塔として建造されたのが「五
重塔」です。下の屋根から地（基礎）、水（塔身）、
火（笠）、風（請花）、空（宝珠）で形成されてい
ます。その美しい塔身は、飛鳥時代に始まり、現
代まで全国に80基余り現存します。1400年以上も
前に、五重塔を建築した組織は、世界最古の企業
として現在も隆々と事業を継続しております。こ
の途方もない時の経過に於いて、その特殊技術は
承継され、壮麗な塔身も30基あまりは平成に入っ
てから建造されました。2012年５月に開業した東
京スカイツリーは、地震で倒壊したという記録が
ない五重塔の構造を応用しています。このことは、
同年の多くの報道で認知された方も多いと思いま
す。芯柱が上から下まで貫通しています。５つの
層に同様の変形を強制し、局部的に倒壊すること
を防ぐ工夫をしています。同時に塔を構成してい
る部材が相互にゆるく結合されており、そのエネ
ルギーを吸収します。これらがその特徴と恩恵で
す。約1400年前に、五重塔を建築した先人達も、
先駆者と支える人達で、新たな建造物建築という
同一目標に向かい力を合わせたのだと思われま
す。その組織が共有する強固な目標認識は容易に
想像できます。

全国の五重塔の屋根を下からよく見てくださ
い。四方で「鬼」や「犬」が必死に屋根を支えて
おります。それぞれの立場で前を向いて…。

広島西南ロータリークラブも創立時の並々なら
ぬ努力の成果を守りつつ新しい姿を創造しなけれ
ばならないと思います。

これで会長時間を終わります。
 幹事報告
2017－18年度活動報告書・２月16日（土）開催

の梅林清掃案内・例会変更案内配布の案内。／
ロータリー財団のポリオプラス寄付35＄を２月会
費で請求予定（12月理事会にて決定）。／３月26
日（火）台北新東RC来広につき、３月26日（火）
歓迎夜間例会、４月２日（火）通常例会、４月７
日（日）花見家族例会は開催なしに予定変更。／
同好会半期会費請求用メンバー表提出は今週中。
連絡のあった同好会員には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。
スマイルボックス

小野　誠会員　皆様のボックスに、レストランイ
ベントのご案内を入れさせていただきました。昨
年ご好評頂いた「シェフズライブキッチン」です。
今回は、料理長自慢の料理となっております。料
金は、フリードリンク付きで、お一人様12,000円

（4） 2019年1月
ロータリークラブの多様性を高めよう！



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くださいますようお願い申し
上げます。
出席報告

　会員数 68名　出　席 47名　欠　席 21名
プログラム
会員卓話
「�年男新春放談」

� 山下　幸彦会員

「年男」ということで、亥のしし年の特徴等は
先週の年男放談で話されているので、昨年暮れに
行った日光東照宮の話をしたいと思います。

日光東照宮で有名な五重塔、陽明門、眠り猫、
家康のお墓などがありますが、今日は特に有名な
三猿についての話をいたします。

猿が彫られた絵は、８枚あり、人の人生のある
べき姿を表していると言われています

まず１枚目は小猿を抱き寄せながら母猿が小猿
の豊かな将来を見通すかのような表情で額に手を
かざしています。

２枚目は有名な三猿で幼い
うちは、純真で周囲の影響を
受けやすいので、悪いことは
見聞きせず、悪い言葉も使わ
せず、良いものだけを与えて
おけば悪いものに触れても正
しい判断（行動）ができる。

３枚目は一匹の座った猿

で、孤独に耐えながらこれからの人生を考えてい
る「自立、独り立ち」を意味しています。

４枚目は二匹で天を仰いでいます。出世しよう
とする高い志「青雲の志」を表してます。

５枚目は挫折が描かれ、友達が慰め励まして挫
折に立ち向かおうとする姿が描かれています。

６枚目は結婚の決断を迫られている状態でしょ
うか。

７枚目は人生の荒波も二人なら乗り越えられる
姿が描かれています。

そして最後の８枚目が妊娠した猿が彫られてい
ます。子だからに恵まれ子どもが生まれれば、親
となり１枚目へと戻ります。

こうして、一生というものが巡り巡って受け継
がれてゆく様を表しています。

ありがとうございました。

宮﨑　　真会員

宮﨑 真のプロフィール

生年月日：１９７１年（昭和４６）年６月１７日生まれ
血液型：O型
星座：ふたご座

家族：嫁（同級生平成５年に結婚）
長男（社会人）・長女（大学１年生）・次男（中学２年生）

趣味：ドライブ・茶道・家族旅行（年に１回）

3

会員増強目指せ８０人！

7

23

O型 ふたご座の性格

・好奇心旺盛

・おおざっぱ

・集団に溶け込むのは得意だが我慢が苦手

・理想が高く・行動が早い→すぐに挫折する

3

健康について
過去の手術・入院歴

虫垂炎（１３歳）
・・・いわゆる盲腸

脊柱管狭窄症（４７歳）
・・・１０センチの傷口
・・・金属プレート２本と６本のボルト

3

今年の目標は・・・

6

広島⻄南ロータリークラブ
年男新春放談

2019年1月15日（火）

宮崎 真

1

1971年（昭和46年）の出来事
■ＮＨＫ総合テレビが全番組カラー化を実施
■『仮面ライダー』放映開始
■第48代横綱・大鵬が引退表明
■マクドナルド日本第1号店が銀座にオープン
■円変動相場制移⾏
■アポロ14号、⽉に着陸
■沖縄返還協定の調印式挙⾏
■阪神の江夏がオールスターゲームで9連続奪三振
■プリンスホテル設⽴
■東京都八王子市で日本初のノーカーデーを実施

3
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山國　　豊会員
皆様、改めまして新年おめで

とうございます。
本年もよろしくお願いいたし

ます。
先週と今週で亥年の話がたく

さん出てきましたが、せっかくの機会なので自分
に関わる亥年のお話を少しだけさせて下さい。

それと今年度はS.A.A.の役を務めさせていただ
いてますが、寝息はたてずに静かにして聞いてく
ださい。（笑）

私は1971年昭和46年10月１日生まれです。
今年で48歳になります。亥年でも辛亥（かのと

い）といいます。宮㟢会員と河原会員と同じなん
です！

かのといの10月１日生まれをちょっと調べてみ
ました。

地道に努力することが本来の姿らしいです。
なくてはならない存在でありながら、普段は表

立った所にはいないらしいです。
手堅く生きることが目標になってしまうため現

実的になりすぎるみたいです。また自我が強く、
自分で壁を作ってしまい本音は表に出さないみた
いです。

こんな感じで全部を伝えると自分の事が丸裸に
されているみたいなので干支の話はこのくらいに
して、私のことをお話したいと思います。1971年
10月１日金曜日午前７時52分2726g身長46.5㎝Ｂ
型で大阪府阿倍野区王子町で山國家の長男として
生まれました！ひとりっこでずいぶん甘やかされ
て育ったと思います。

1971年の出来事としてはコカ・コーラの会社が
スプライトを新発売をしています。また花王石鹼
がマジックリンを新発売しています。アメリカの
ディズニーランドも開園したことです。

幼稚園の入園時期に父親の転勤で母親の実家近
くの大阪府旭区のアパートに引っ越して淀川近く
の淀川幼稚園に入園しました。その頃は髪もふさ
ふさおかっぱカットで白やグレーのタイツを履い
て見るからにおぼっちゃまみたいで写ってるカ
ラー写真がありました。鶏の帽子と着ぐるみを着
て発表会に出た記憶がありますね。その頃から被
り物や着ぐるみを着るのが、ものまねまではでき
ないですが好きだったかもしれません。

また父親の都合で小学生１年入学の時にここ広
島西区庚午に越して1978年昭和53年庚午小学校に
入学しました。

1978年の出来事としてザ・ベストテンが放送開
始。キャンディーズ後楽園球場でさよならコン
サート。サザンオールスターズがデビュー。江川
卓の空白の１日などです。

小学校１・２年ではなかなか漢字が覚えられな
かった事と掛け算が覚えられず居残りしていまし
た。３年生からはマンガキャプテン翼が好きで野
球よりサッカーに興味がありサッカー部に入りま
した。毎日ボールを蹴っていて、これがなかなか
上達が早くてレギュラーになり４年生からは必ず
スタメンでした！このころが今までで１番のモテ
期だったと思います。真面目に取り組んでいれば
この頃Ｊリーグはまだなかったですがなれたかも
です。中学生を真面目にしてればですけどね。

1984年昭和59年庚午中学校に入学し、当時マン
モス校と言われてたらしく１学年15クラスありま
した。約2000人の生徒です。あの仲間と先輩たち
に会うまでは、１年生は真面目に当校していまし
た。

1984年はロス疑惑の三浦事件、フライデー創刊、
新札１万円が福沢諭吉、５千円が新渡戸稲造、千
円が夏目漱石になどです。中学生活から５年間く
らいはやんちゃしすぎてましたので、ロータリア
ンとして、また卓話なので割愛します。

高校２年のころ生まれ変わりまして通信制の高
校に入学しました。国泰寺の通信制です。昼間仕
事をしながら週に一度木曜日に仕事を早く切り上
げさせてもらい通ってました。仕事を終えてから
の勉強なのでめっちゃしんどく、卒業までに６年
かかりましたが25歳で無事に卒業証書をもらえま
した。いろいろな仕事をしていろいろな人に知り
合っていくうちに一人僕の中の何かを変えてくれ
る人に出会いました。19歳のころに先輩のレッ
カー・運送会社社長に「仕事とは頑張っとる人に
はちゃんと見てくれている人がおるけぇの、じゃ
けぇどんな時も一生懸命になってその場を理解し
ながら働けぇや、それが５・６年後には自分に良
いことに帰ってくるけぇの」こんな事を言ってま
した。いろんな事で尊敬してましたが、ほんまか
いの？と思いつつ「はい」と返事してました。そ
こを辞めて今度は今の内装業に弟子で入り２年
びっちり休みなくしごかれまして２年で独立させ
てもらいました。独立した後も先輩が言ってた言
葉通り真面目に仕事をしていたせいか、お客さん
が私に仕事依頼をしてくれて困ることは全くな
かったです。仕事は内装で主に壁紙とビニール系
の床を貼っています。

（6） 2019年1月
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壁紙のことについて少し話しますと1950年以前
は塗装、聚楽、綿壁、漆喰、金箔、布織物、和紙
などの彩りあふれる特殊素材が使われていまし
た。

1950～70年代にかけた高度経済成長期、安価で、
簡単に貼れる白いビニールクロスが急速に普及
し、日本中の建物の壁はたちまち白く覆い尽くさ
れています。「壁紙＝建材」という日本独自の考
え方です、また海外では「壁紙＝インテリア」と
位置付けています、斬新な柄の壁紙で部屋を彩っ
たり、好きな色のペンキを塗ったりホームパー
ティーのたびに壁を模様替えして来客を驚かせた
り、海外での人にとって壁は暮らしを豊かにする
インテリアのひとつとなっています。

日本では白いクロスが普及した数十年の間に特
殊素材の壁紙を貼る「技術」の継承が途切れてし
まってます。

私は今では同じ職人たちとは少しでも仕事確保
が秀でるように関連する国家資格を10年以上経験
が無いと取れない壁装施工１級や増改築相談員や
最近では登録内装仕上げ工事基幹技工士等をいろ
いろと勉強して取ってきました。

壁紙に自分の撮った写真をクロスにプリントし
て部屋のアクセントにもできるようにもなりまし
た。

私の店にもオフィスにも部屋にもと興味のある
方はぜひご相談いただきたいです。また現場の職
人として25年頑張ってきましたが経営のことまで
はわかっていませんので、経営のこと後継者育成
などを西南ロータリーの皆さんのように近づいて
いけるように勉強してご指導いただきたいです。
アドバイスよろしくお願い申しあげます。以上で
す。

年男新春放談卓話の貴重な時間を頂き、ご清聴
ありがとうございました。m（__）m

河原　英二会員
新年あけましておめでとうご

ざいます。
私は1971（昭和46年）６月15

日生まれで、今年48歳の年男で
す。

西南ロータリーには宮㟢会員、山國会員と同級
生がいます。

昭和46年の出来事あたりは、お二人のどちらか
が持ってくると思いましたのでブッキングを避け
て、あえて前回の年男の年（2007年）の私はどん

なだったろう？と古い手帳を手繰ってみました。
手帳を見てみると真っ黒で朝も昼も夜も予定が

いっぱいです。
輸出向けトラクター仕事も軌道に乗り始め、また

翌年に迫った北京オリンピック需要による各種金
属スクラップ高騰などによりてんてこ舞いでした。

ゴルフや、飲み会、海外（タイ）などこの忙し
い中で、よくこなしてるなあと今とはまるで別人、
誰？この人。

自分自身12年間でパワーの劇落ちを痛感しまし
た。

今年は元号も変わります。１年目が年男なので、
パワー全開、前回の年男の時のようにエネルギッ
シュに活動しようと思います。

本年もよろしくお願いいたします。

1
� 22

第1528回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間「�東京スカイツリーの生い立ち」

　東京スカイツリーは、2012年５月に東京墨田区
に開業した電波塔で、塔の高さは634メートルあ
ります。東京は、かつて武蔵の国と言われており、
そこから高さを６・３・４と決定されました。根
元は、東京タワー（333Ｍ）と同じ大きさの三角
形で上部は円形です。
コンセプト
　①　隅田に立つということ
　②　江戸を表すということ
　③　日本を代表するものになるということ
　④　 山の手（西）と川の手（東）を結び東京の

夜景を作る
　⑤　東京の全体を見ることができる
　永遠に続く江戸の心を光で表現し、過去100年、
未来100年みんなの心に届く光をデザインしたい。
　心意気と美意識を纏う光の演出
　江戸って何？……人・気質・洗練
　粋……鶯色、雅……江戸紫
　粋と雅の明かりは、一日交替で照らされる
　大地から立ち上がる芯柱を見せる、剛直で深い
表現をする
　富士山と重ねたイメージで、末広がりが遠くに
見えるようにする
　夜の富士でありたい……そり・むくり
　鉄骨を衣に見立てた優雅なイメージ、気品のあ
る江戸紫の光
　金箔を蒔いたような煌めきのある光
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　50％の（省エネルギー）の光で全体を表現する
省エネと美しさを両立させるデザイン
　光（電気）の使い方が目的……デザインのエコ
　ＬＥＤ時代の幕開けを高らかに宣言する
　日本人だから出来る事……日本のレベルの高さ
　世界に誇れる技術…………ＬＥＤ＋デザイン

　照明デザイナーの戸恒　治人（とつね　はるひ
と）さんは、1975年生まれ東京都出身で、東京大
学工学部建築学科をご卒業された後、世界で活躍
されている若きデザイナーです。

 幹事報告
　クラブ月報・地区からのがん予防推進調査アン
ケート２種配布の案内（アンケートは例会終了後
提出のこと）。／梅林清掃案内を回覧。未回答者
は回答のこと。／例会変更（２月２日（土）14時
からのインターシティ・ミーティングもメーク
アップ対象）。
出席報告

　会員数 68名　出　席 51名　欠　席 17名
　　　　 　　　来　客  0名　来　賓  1名
　　　　 　　　ゲスト  2名
プログラム
外部講師卓話
「�脳とカラダが動く「健康経営」
をオフィトレRで実現！」
　㈱広島元氣いっぱいプロジェクト
� 岩崎　浩美氏
【プロフィール・略歴】
　30年間運動指導、指導者育成に携わってきた。
地域の個人顧客に運動指導経験と技術を還元した

いと考え2013年株式会社広島元気いっぱいプロ
ジェクトを設立。2014年広島土砂災害復興ボラン
ティア活動参加をきっかけに、健康が自分と自分
の大切な人の命を守る防災に繋がることを体感。
高齢者運動指導と指導者育成に力を入れる一方
で、働く世代に健康を取り戻して社会全体に貢献
したいと考え、『オフィトレ』を考案。
【事業内容】
　『オフィトレ』身体が動く、心が動く、脳が動
く、職場が笑顔に！
　働く人の心と身体の健康状態の改善へ向けて、
解決の１つのアプローチとして、企業、従業員が
共に取組む、職場で、着替えもなくすぐに、みん
なでできる「オフィトレ」を開発し展開を進めて
いる。「オフィトレ」は、弊社の様々な健康増進
運動プログラムの中からメニューを組合せ、企業
向けに開発するトレーニングで、グループ指導が
できるスキルの高いトレーナーを派遣し、直接指
導する。

【オフィス】〒731－3167
　　　　　 広島市安佐南区大塚西６丁目14－１－1102
　　　　　 TEL&FAX：082-848-6469
　　　　　 mail：info@genkiippai.jp
　　　　　 HP：http://genkiippai.jp

【Studio みんなの部活】
　　　　　  広島市安佐南区高取北１－４－30　

サンビル４Ｆ（アストラムライン高取駅すぐ）
　　　　　＊ 火曜日　18：40 ～　19：10 ～
　　　　　　　　　　19：45 ～　20：15 ～
　　　　　　　　　　トレーニング＆ストレッチ
　　　　　＊金曜日　９：30 ～　ヨガ

（8） 2019年1月
ロータリークラブの多様性を高めよう！



1
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第1529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％

　小川　光博会員（13年）
　徳納　武使会員（11年）
　田中　朋博会員（５年）
　山田　泰子会員（３年）
会長時間「インドのトイレ事情」
インド西部ラジャスタン州のガドジ村に住む

シャルミラさん（40）は、自宅にトイレがあるこ
とを夢見てきました。

彼女と二人の娘は１年ほど前まで、排せつのた
め野原まで長距離を歩くしかありませんでした。
娘のマニシャさん（20）は「暗い中、誰からも見

られずに済む場所をさがした」と話す。ニーシャ
さん（21）は「蛇や毒虫のほか、男性に襲われる
危険もあった」とつけ加える。

モディ政権は2014年、清潔や衛生観念を広めた
国父マハトマ・ガンジーの生誕150年にあたる19
年10月２日までに、野外での排せつのない国にす
る衛生改善運動「クリーン・インディア」を始め
た。農村部を中心に１兆ルピー（約１兆５千億円）
以上を使い、１億1100万基のトイレが設置されよ
うとしています。全国の農村トイレ普及率は４年
前の約39％から、約98％までしたといわれていま
す。シャルミラさんらは恩恵を得られた家族のひ
とつです。
（ヒンズー教徒を中心に）インドでは、祈祷場

所や台所の近くにトイレを置き、掃除をすること

DONATION
1  月 年度累計

ス マ イ ル 113,500 円 662,500 円
善 意 の 箱 12,475 円 78,896 円
100万ドル 52,164 円 358,386 円
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などへの文化的抵抗がありました。クリーン・イ
ンディア運動を率いるパラメスワラン・アイヤ―
氏によると、インド農村部に住む約４億５千万人
が、運動の影響で野外排泄をやめたそうです。「最
大の課題は、人々が昔の習慣に戻らない様にする
ことだ」と言っています。世界保健機関（WHO）
は、14年からの運動期間を経て、衛生改善により
下痢や栄養不良での死亡が30万件減ると推定して
います。公衆衛生の専門家は「政府は自画自賛す
るが、実際は、野外排泄をする人々の姿は国中で
見られる」と指摘しています。

インドの非政府組織（NGO）、スラブ・インター
ナショナル・ソーシャル・サービス・オーガニ
ゼーションは1970年の創設以来、全国で8500か所
規模の公衆トイレ、150万か所の家庭用トイレを
設置しました。日本では家庭や、
施設、建物、公園に当たり前の
様に至る所に有るトイレも国に
よっては随分と事情が違ってい
ます。

改 め て 日 本 に 住 ん で い て よ
かったと思いました。これで会
長時間を終わります。

スマイルボックス
田中和之会員　新年早々けつまずいてしまい大変
ご迷惑ご心配をおかけしました。今日から復活し
ました。今年１年分の厄をはらいきったと思い、
新年の出おくれを取りもどすべく鋭意はげんでま
いりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
出席報告

　会員数 68名　出　席 53名　欠　席 15名
　　　　 　　　来　客  1名
プログラム

会員卓話
「憲法あれこれ」

� 水谷　耕平会員

憲法９条
① 日本国⺠は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠
実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇
又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。

② 前項の⽬的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

10

憲法９条２項の立法趣旨とは？

法律の⽬的
（何故、この法律条文が必要なのか）

↓
法律の文言

（法律の⽬的を達成するための具体的な文言・言葉）

11

第６章 裁判所（第７６条〜第８２条）
第７章 財政（第８３条〜第９１条）
第８章 地⽅⾃治（第９２条〜第９５条）
第９章 改正（９６条）
第１０章 最⾼法規（第９７条〜９９条）
第１１章 補則（第１００条〜１０３条）

6

あまり知られていない？
•国会は、衆議院と参議院で構成（第４２条）
•衆議院の任期４年（第４５条）
•参議院の任期６年→３年ごとの半数改選（第４６条）
•裁判官の在任中の報酬減額禁止（第７９条６項、８０条２項）
•最⾼裁判事の国⺠審査（第７９条２項）
•地⽅⾃治の組織及び運営事項の定め（第９２条）

7

2

• 憲法とは

• 日本国憲法の構成

• 日本国憲法成立過程

• 憲法第９条について

3

日本国憲法成立経過
１９４５年８月１４日 ポツダム宣言受諾

１０月９日 幣原喜重郎内閣が誕生
１０月２５日 憲法問題調査委員会発足（松本委員会）

１９４６年２月１日 日本案（松本案）が毎日新聞にスクープ
→マッカーサー三原則を幕僚に指示

２月８日 日本案を総司令部に提出
２月１３日 総司令部案が日本政府に手渡される
３月６日 総司令部案に基づく「憲法改正要綱」が決

定、公表
４月１７日 「憲法改正草案」作成

8

１９４６年５月２２日 吉田茂内閣誕生
６月２０日 第９０回帝国議会に帝国憲法改正案と

して提出
８月２４日 衆議院で可決
１０月６日 貴族院で可決
１１月３日 「日本国憲法」として公布

１９４７年５月３日 日本国憲法施行

9

憲法とは
① 国家の基本法（Constitution)

② 国家の機関、権力の組織と作用及び相互の関係を規律する規
範

③ 国家権力を制限して国⺠の権利・⾃由を守ることを⽬的とす
る基礎法

4

日本国憲法の構成
前文
第１章 天皇（第１条〜第８条）

第１条→天皇を「象徴」と定める。
第２章 戦争の放棄（第９条）
第３章 国⺠の権利及び義務（第１０条〜第４０条）

基本的人権の尊重、思想良心の⾃由、表現の⾃由など
納税の義務、子女に対する教育義務など

第４章 国会（第４１条〜第６４条）
第５章 内閣（第６５条〜第７５条）

5

憲法あれこれ

1
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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
高鍋　　徹　16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
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

９条２項の場合は？
マッカーサー三原則中、第二の原則

国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための
手段としての戦争、さらに⾃己の安全を保持するための手段とし
ての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を
動かしつつある崇⾼な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能
は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられる
こともない。

→１９４６年２月３日、マッカーサーが幕僚に指示

12

吉田茂の答弁（1946年6月衆議院本会議）
（⾃衛権までも放棄した場合、不意の侵略を受けた場合、どのよ
うに処置するか、という質問に対して）

「本案の規定は、直接には⾃衛権を否定しておりませぬが、第9
条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、⾃衛
権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものでありま
す。」

18

野坂参三（共産党）
「戦争には二つの種類あり。一つは不正の戦争であり、侵略戦争
がこれにあたる。他の一つは正しい戦争であり、侵略された国が
⾃国を守るための防衛的な戦争である。したがって、戦争の一般
的放棄ということではなく、侵略戦争の放棄とすることが的確で
はないか。」
吉田茂

「国家正当防衛権による戦争は正当なりとせらるるやうであるが、
私か斯くの如きことを認めることが有害であると思ふのでありま
す。近年の戦争の多くは国家防衛権の名に於て行はれたることは
顕著なる事実であります。（中略）正当防衛権を認むると云ふこ
とそれ⾃身が有害であると思ふのであります」

19

自衛隊創設の経過
１９５０年８月１４日 警察予備隊

（同年６月に朝鮮戦争勃発）

１９５２年１０月１５日 保安隊に改組

１９５４年７月１日 ⾃衛隊創設

20

自衛隊は違憲？
⻑沼事件⼀審判決（昭和４８年９⽉７⽇）

防衛庁が北海道⻑沼町の⼭林にミサイル基地建設→反対地元住⺠
が基地建設のための保安林指定を解除した処分取り消し求めて
争った事件
→⾃衛隊が憲法９条に言う「戦力」に該当し、違憲と判示

21

ＳＮＷＣＣ中、軍事に関する項⽬
４(四）皇帝は、憲法第１章、第１１条、第１２条、第１３条お
よび第１４条に規定されるがごとき軍事に関する一切の権能を剥
奪される。

「ＳＷＮＣＣ−２２８には、少なくとも直接には、日本の非武装
化、すなわち後の日本国憲法第９条の起源となるべき項⽬は存在
せず、むしろ軍隊の存在を認め、ただその統制のために必要な制
度が設けられるべきことを指示しているかのような文言が見られ
る」（日本国憲法制定の由来２１１頁）
「戦争放棄条項は（中略）アメリカ政府の意向によるものでもな
く、マッカーサー元帥の独⾃の発案によるもの」（同２１９頁）

14

教科書の記述
「日本国憲法制定当時の幣原首相の平和主義思想が、マッカー
サー・ノートの一つのきっかけになっていたと考えられる。」
「１９４６年１月２４日に幣原首相はマッカーサー元帥を訪問し、
（中略）戦争放棄という考えを示唆したと伝えられている。（中
略）日本国憲法の平和主義の規定は、日本国⺠の平和への希求と
幣原首相の平和主義思想を前提としたうえで、最終的には、マッ
カーサーの決断によってつくられたと解される。」

（以上、芦部信喜「憲法」第六版５５頁）

17

９条２項の発案者？
１９４６年１月２４日 マッカーサー・幣原首相会談

15

マッカーサーの回答（憲法調査会の質問に対するもの）
「戦争を禁止する条項を憲法に入れるようにという提案は、幣原首相
が行ったのです。」

16

ＳＷＮＣＣ
国務・陸・海三省調整委員会文書２２８号

日本の憲法改正に対するアメリカ政府の⽅針を示したもの

１９４６年１月７日に採択
同年１月１１日に「情報」ないし「参考資料」として、マッカー
サー元帥に送付
（「日本国憲法制定の由来」２０２頁）

13

岸信介インタビュー

当時、総理としてこの伊達判決にどんな印象をおもちでしたか。

「私は憲法改正論者だから、伊達判決が安保条約や刑事特別法は違憲
であるといっても、半分はむしろ現行憲法が悪いんだと思いました
よ。」

24

伊達判決は憲法に照らしていえば、半分は正しかったと？

「そうです。はなはだ怪しからんのは、こういう大事な⾃衛ない
し⾃衛権の問題が違憲であるか合憲であるかについて、いやしく
も議論が存するということです。
こういう問題は当然合憲であり、一点の疑義もないような憲法

を持たなければ嘘だと思うんですよ。（中略）違憲論においても、
その議論をよく検討してみると、相当に傾聴すべき点があると思
いましたよ。こういう憲法をもっていること⾃体がいけないん
だ。」

〜岸信介証言録２０１頁

25

主な参考文献
•日本国憲法制定の由来（憲法調査会小委員会報告書）
•憲法（第六版、芦部信喜）
•憲法（第三版、佐藤幸治）
•檻の中のライオン（弁護士楾大樹）
•昭和の三傑（堤堯）
•岸信介証言録（原彬久編）
•⾃衛隊と憲法（木村草太）

26

最近の９条を巡る議論
•２０１４年７月 ⾃衛権行使要件に関する政府解釈の変更

•２０１５年９月 安全保障関連法案の可決成立

•２０１９年？ 憲法改正案？

23

砂川事件⼀審判決（昭和３４年３⽉３０⽇）

⽶軍立川基地の建設に反対する市⺠が、基地敷地内に侵入し、⽶
軍基地への侵入を罰する刑事特別法違反の罪で起訴

→東京地裁（伊達裁判⻑）は、安保条約により、「わが国が⾃国
と直接関係のない武力紛争の渦中に巻き込まれるおそれがある」
として、駐留軍が憲法９条２項の戦力に該当し違憲である、と判
示

22
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2018-2019年度　第7回理事・役員会　議事録

日　時：2019年１月８日　13時45分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ
出席者：岡本（俊）、山下（幸）、徳納、
　　　　佐々木（宏）、曽里、岩田、桒田、
　　　　児玉、山國、三宅、橋本

開会挨拶（岡本（俊）会長）
議事
　① 　合同幹事会報告（徳納幹事）
　　 　資料（①第５回合同幹事会議事録）のとお

り説明。
　　 　「ローターアクト賛助金のお願い」につい

て意見交換したところ、各クラブで対応が異
なっていることを報告。

　　　→ 当クラブの対応については、会長・幹事に
一任することを承認。３万円程度拠出して
もいいのではないかとの意見（曽里理事）。

　② 　台北新東RC来訪予定とクラブ協議会・夜
間歓迎例会について（岩田台北新東RC親善
委員長）

　　 　３月26日昼過ぎに20～25名が来広しシェラ
トンホテルに宿泊される予定。翌日は四国観光
をされる予定。35周年記念事業について、合
同クラブ協議会を開催したいとの要望がある。

　　　→ ３月26日、リーガロイヤルホテルに於い
て、17：00～合同クラブ協議会、18：30
～夜間家族例会（例会変更）を開催する
ことを承認。10年会、国際奉仕委員会も
協力すること。

　③ 　ガバナー年度準備委員会設立について（徳
納幹事）

　　 　資料（②準備委員会次第など）のとおり１
月５日に協議したことを報告

　　　→ 準備委員会を設立（初期メンバーは１／
５の協議参加者）することを承認。月１
回開催し本年度中に役員を検討する。会
議費は「その他の会合費」から支出し、
お茶代は支出しない。

　　 　１月７日の締切りまでに杉川会員以外の立
候補はなく、本日、指名委員会が開催される
ことを報告（岡本会長）。

　④　RLI研修について（徳納幹事）
　　 　資料（③第11期RLI－2710分科会研修パー

ト１のご案内）のとおり説明。
　⑤　梅林清掃について（徳納幹事）
　　 　２月16日（土）に実施予定で、現在準備中

であることを報告。
　⑥ 　２月プログラムについて（岩田クラブ管理

運営委員長）
　　 　資料（④２月プログラム）のとおり説明→

承認。
　⑦ 　花見家族例会について（岩田クラブ管理運

営委員長）
　　　→ 花見例会は実施せず、通常例会（４月２

日）に戻し、予算は３／26の家族例会に
充当することを承認。

　⑧　12月度会計報告（佐々木理事）
　　 　資料（⑤会計報告書）のとおり説明。順調

であることを報告。
　⑨　各理事役員報告
　　　曽里理事： ポールハリスフェローを４名

に、米山功労者を６名にお願い
した。

　　　児玉理事： 梅林清掃、包ヶ浦整備をしっか
り準備したい。

　　　桒田理事： 友誌へ投稿し、１月号（本日配
布）に掲載された。

　　　山國S.A.A.： 来週の例会の席をくじ引きにす
る。

　⑩　その他
　　　田中和之会員の出席免除を承認。
　　 　次年度ガバナーのクラブ訪問回数を減らす

ため、同一会場で会長幹事懇談会、フォーラ
ムを実施し、合同例会を開催する方向で、廿
日市RCに声をかけたことを報告（山下副会長）。

第８回理事役員会
　平成31年２月５日（火）13：45 ～
　ANAクラウンプラザホテル
閉会挨拶（山下（幸）副会長）

掲　示　板

２月行事予定
❖２月２日（土）14：00 ～
　Ｇ６・７合同インターシティ・ミーティング
　（※メークアップ対象） リーガロイヤルホテル４Ｆ
❖ ２月５日（火）13：45 ～
　第８回理事役員会 ANAホテル４Ｆ
❖２月12日（火）13：45 ～
　戦略計画委員会 ANAホテル４Ｆ
❖２月16日（土）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26日（火）
　13：40 ～月報編集会議 例会場前
　13：45 ～次年度理事会 ANAホテル４Ｆ

※３月行事予定
　３月26日（火）
　18：30 ～台北新東RCをお迎えして夜間例会・歓迎会
　17：00 ～クラブ協議会 リーガロイヤルホテル広島

（12） 2019年1月
ロータリークラブの多様性を高めよう！



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

2019年２月19日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　岡本 俊雄　幹事　徳納 武使
　　　　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

　平成最後の年の初めに気持ちも新た
に今できることは今やる。遊びも仕事
も。時間は自分で作り出すものと誓った
次第です。使用者は、10日以上の年次

有給休暇が付与される労働者に対し、5日について
毎年、時季を指定して与えなければならないとい
う法律も施行されるようです。効率良く一生懸命
仕事して、平日休みをとっていろんなとこに出か
けたいと思います。 （井上俊博）

氏　名 4 11 18 25 出席率
1 荒木　　攻 × × ○ 33%
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 井上　俊博 ○ △ ○ 100%
12 稲田　健二 ○ ○ ○ 100%
13 梶本　尚揮 ○ ○ ○ 100%
14 桒田　博正 ○ ○ ○ 100%
15 児玉　栄威 ○ ○ ○ 100%
16 河原　英二 ○ ○ ○ 100%
17 栗原　佑哉 ○ △ ○ 100%
18 三好　清隆 ○ ○ ○ 100%
19 村尾　博司 ○ ○ ○ 100%
20 宮本　　昇 △ × × 33%
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 長野　　宏 ○ △ ○ 100%
27 奥田　　實 ○ ○ ○ 100%
28 小川　光博 ○ △ ○ 100%
29 岡本　俊雄 ○ ○ ○ 100%
30 折本　　緑 ○ ○ ○ 100%
31 小野　　誠 ○ ○ ○ 100%
32 岡本　倫明 △ ○ △ 100%
33 大内田民博 △ ○ △ 100%
34 沖井　　翔 ○ ○ ○ 100%

氏　名 4 11 18 25 出席率
35 佐々木　宏 ○ ○ ○ 100%
36 白築　忠治 ○ ○ ○ 100%
37 曽里　　裕 ○ ○ △ 100%
38 杉川　　聡 △ △ △ 100%
39 先小山英夫 ○ ○ ○ 100%
40 佐藤　二郎 ○ ○ ○ 100%
41 佐藤　克則 ○ △ ○ 100%
42 杉本　清英 △ ○ ○ 100%
43 末廣浩一郎 △ △ △ 100%
44 佐々木信幸 ○ ○ ○ 100%
45 佐古　雄司 ○ △ ○ 100%
46 新藤幸次郎 ○ ○ ○ 100%
47 佐藤暖以子 ○ ○ ○ 100%
48 田中　茂樹 △ △ △ 100%
49 谷口　公啓 △ △ △ 100%
50 遠崎　秀一 △ ○ △ 100%
51 寺本　真司 ○ ○ ○ 100%
52 徳納　武使 ○ ○ ○ 100%
53 對馬　久子 ○ ○ ○ 100%
54 田中　朋博 ○ ○ ○ 100%
55 田中　和之 △ ○ ○ 100%
56 高鍋　　徹 ○ ○ ○ 100%
57 上田　直治 ○ ○ ○ 100%
58 漆原　健夫 ○ ○ ○ 100%
59 山本　　豊 ○ ○ ○ 100%
60 山下　哲夫 ○ △ ○ 100%
61 吉田　栄壮 ○ ○ ○ 100%
62 山下　幸彦 ○ ○ ○ 100%
63 山本　春男 ○ ○ ○ 100%
64 山國　　豊 ○ △ ○ 100%
65 山田　泰子 ○ ○ ○ 100%
66 影久　知也 △ △ △ 100%
67 藤田　　進 ○ ○ ○ 100%
66 熊本　卓司 ○ ○ ○ 100%

1229号 （13）
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10年会

芝楽会

坤心会　初釜

　平成31年１月10日（木）19時より会員15名、ゲスト８名、合計23名が集まり第８回10年会を開催しました。
　10年会は入会10年未満の若手会員及びその友人知人を招いた交流会ですが、今回で８回目の開催となります。
　今回も前回に続き折本会員が運営する貸会場「Le Reve」にて、折本会員が見つけてくれた豪華なケータリ
ング料理をみんなで美味しく頂きま
した。今回も素敵なゲストの方に多
数ご出席頂き、大変盛り上がりまし
た。10年会にはいつも素敵な出会い
があります。
　次回は３月10日頃の開催となりま
す。次回のご参加もよろしくお願い
します。 （10年会会長　岩田智博）

　１月19日（土）、和木ゴルフ倶楽部にて芝楽会１月度
例会を開催しました。今回は14名の会員にご参加いた
だきました。
　当日は１月中旬にもかかわらず、穏やかな天候に恵
まれ、皆さん楽しい一日をお過ごしていただけたかと
思います。優勝は谷口さん
でした。
　次回は２月24日日曜日、
郷原カントリークラブにて
開催の予定です。
 （芝楽会　三宅陽一郎）

　１月13日（日）、中区中町の小畑女性料理教室にて、新春茶行事・坤心会初
釜が開催されました。当日は、ちょっぴり肌寒い天候でしたが、濃茶と茶懐石、
燗のおもてなしで、心も体も温まりました。濵田元会員にご指導いただきな
がら、山下会員、山國会員、漆原会員、田中（朋）の５名で満喫させていた
だきました。今年の運勢を試す、最後のくじびき？では、山國会員と漆原会
員がお見事、賞品をゲットされま
した。
　濵田元会員からのアドバイスも
あり、２ヶ月に１回くらいは、お
茶を愉しむ会が催されるかもしれ
ませんので、会員以外のみなさま
でも、ぜひご参加いただければと
思います。 （坤心会　田中朋博）


