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  ２０１１年１２月１日発行 Vol．１２９５

国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー氏 

国際ロータリーテーマ 

こころの中をみつめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 

■会長  髙原 宏之    ■幹事  粟屋 充博 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 

 E-Mail hnrc@world.ocn.ne,jp  URL http://www.hnrc.jp/ 

例会場 ホテルグランヴィア広島  広島市南区松原町 1-5 
 

 
 

 

 

ロータリーソング   「われら広島北ロータリー」 

連続出席表彰 

寄付表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『都市の変貌』 

             森嶋 久雄 会員 
 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 
ロータリー財団寄付表彰 

マルチプル・ポールハリス・フェロー(３回目) 髙原宏之 会長 

マルチプル・ポールハリス・フェロー 久保雅史 会員 

ポールハリスフェロー 加藤新三郎 会員 
 

 

 

 
 

 

 

いよいよ、師走に入ります。今日の例会は、今月最後の例会となり、

家族例会も近く開催されます。 

尚、来週１２月１日の例会は年次総会です。皆様の揃っての参加

をお待ちしています。 

さて、田村ガバナーから今月１４日付の文書で協力要請があり、

先週開かれました臨時理事会で決定されたことを報告します。 

この度の「タイ洪水被害」に対し、田村ガバナーは義援金の協力

を要請されています。 

（１）来年５月にタイ・バンコックで国際大会が開催される事。 

この国際大会には、当クラブとして出来るだけ多くのメンバー

で参加する旨の計画を土井奉仕プロジェクト担当理事並びに

久保国際奉仕委員長に立てて頂いております。 

（２）２００２－０３年度ＲＩ会長を務められたビチャイ・ラクタル氏の祖

国であり、この度の東日本の大震災に際しては、ラクタル氏ご

自身が所属されるＲＩ３４４０地区から２００万円を義捐金として

お送り頂いている事、 

■本日の例会  ２０１１年１２月１日（木） 第２０６６回 

国歌斉唱 

ロータリーソング  「奉仕の理想」 

来客紹介       ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

四つのテスト唱和  職業奉仕委員会 

誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間       『年次総会』  

前回例会報告 ２０１１年１１月２４日（木） 第２０６５回 

会長時間     会長  髙原 宏之 

連続出席表彰 

寄付表彰 

地区大会記念ゴルフ大会表彰 

１１年 

久保 豊年 会員 

第１回米山功労者 

小田 基治 会員 

１０月に開催されま

した地区大会記念

ゴルフ大会に参加

された丸本会員が

ニアピン賞を獲得

しました。 
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以上の２点から、会員全員から一人１０００円会費徴収させて頂き、 

ニコニコから不足分を補い、１０万円を義援金として地区に送る事

とさせて頂きました。粟屋幹事からも報告があると思いますが、皆

さまの協力をお願い致しまして今週の会長挨拶とします。 
 

 

 

＊先ほど、会長からもお話頂きましたが、「タイ洪水被害義援金」

として会員一人当たり１０００円を１２月会費において徴収させて

いただき、ニコニコ箱と合わせまして合計１０万円を義援金とし

て地区に送金いたします。 

＊次週、１２月１日（木）は年次総会です。 

＊１２月プログラム（ＢＯＸ配布） 

＊職業奉仕委員会からのお願い（ＢＯＸ配布） 
 

 
 

職業奉仕委員会  丸本委員長 

委員会事業進捗状況について 

「職業宣言」を各職場に掲げて頂きますようご協力をお願いいたし

ます。 
 

 

 

ゴルフ同好会 合田会員 

１１月２０日（日）成績発表 

優勝 山坂淑子さん（山坂会員

夫人） 

２ 位 山下正司 会員 

３ 位 土井洋二 会員 

ベスグロ 山下正司 会員 
 

 

 

【自主出宝】 

髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 

森嶋さん、前回、４年半前の２００７年５月の例会卓話で、「広島の

地価について」という演題でお話しをお伺いして以来の今日の卓

話、楽しみにしています。 

菅会員 森嶋先生、本日の卓話ありがとうございます。「都市の変

貌」楽しみにしております。 

髙原会員◆ ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰの表彰を受け、誠に有難

うございました。今後とも何卒宜しくお願い致します。 

二井本会員 妻の誕生日に花を頂きありがとうございました。１１

月は長男の誕生月で喜びも二倍です。 

前田会員 先日は妻の誕生日に美しいお花を頂戴しまして誠に

ありがとうございました。妻が「旦那からもお花なんてもらったことな

いのに！」と喜んでおりました。 

山坂会員☆ 妻が多打喜会で優勝しました。有難うございました。 

迫会員 先日は広島ｱｸﾀｽの進展ＯＰＥＮに際し、私共のｶﾌｪに対

し、皆様に過分のお祝いを頂きましてありがとうございました。今

後ともよろしくお願いします。 

土井会員･三保会員･菅会員・坪内会員 迫さん、「ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪ 

ﾌﾞﾙｰｽ」ご出店誠におめでとうございます。これからますますのご

繁栄をおいのし申し上げます。 

小田会員 本日、所用につき早退いたします。 

佐々木会員 本日、所用につき早退させて頂きます。 
 

当日計 23,000 円（内、ｗｅｂ7,000 円） 累計 582,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◇=3,000 円 ◆=2,000 円 

 

 

 

 

『都市の変貌』 
 

森嶋 久雄 会員 
㈲森嶋鑑定事務所 代表取締役 

職業分類：不動産鑑定士 

 

１．概要 

私は、昭和４４年３月１８日、特急「な

は」で広島駅に赴任しました。それか

ら、早、４２年が過ぎました。わがクラ

ブの創立は、同じ年の４月２４日です

から、縁があるといえます。広島市は、

オイルショック、バブル崩壊、リーマン

ショック等を経て、この間に大きく変わ

り、今日の姿になりました。不動産鑑

定士として仕事柄、街の移り変わりが、

とても気にかかります。 

そんな観点から、今、都市が置かれている状況を踏まえながら、

広島市の移り変わり等について、私の感じたことを、経験や私見

を交えて、少し話してみたいと思います。 

 

２．都市とは 

国際的な定義がないようですが、一般的に、多数の人口が比較

的狭い区域に集中し、その地方の政治、経済、文化の中心となっ

ている地域を称しているようです。 

膨張、拡散、発展及び縮小、空洞化、衰退等の事象に連動して

様々な都市が形成されています。 

 

３．都市で、今、何が発生しているか 

バブル崩壊後、都市の高齢化が様々な問題となりつつある。 

・都市基盤のうち公共施設の老朽化 

・共同体機能を失った限界団地の発生 

・地方財政の悪化 

・２５年後には、高齢者の過半が三大都市圏に集中すると予測 

・高齢化の地方から都市へと移行 

・少子高齢化に伴う社会保障の崩壊と見直し 

・高齢化による労働人口の減少や個人消費の減退 

・日本経済にマイナスの影響を与える 

・バブル崩壊後、地価の下落に伴い経済成長が鈍化しプラスマイ

ナスが相前後している 

・都市再生が叫ばれる中、東日本大震災の復興、世界経済の金

融を中心とする危機 

・財政上の様々な問題を抱え、運営に苦慮している地方公共団

体が多くある 

 

４．最近の都市の動向 

交通体系軌道、高速道路、空港等が再編見直し活性化が進み、

特に駅を中心にして都市が大きく変貌しており、明と暗に分かれ

ている。 

・ＰＦＩの導入（民間資金を活用した公共背接整備） 

・エコタウン構想（被災した東北 3 県） 

・スマートシティ取組（ＩＴによる間に地面とを前提に都市のインフラ

を高度化し、効率性の高い都市生活を可能にする：３分野エネ

ルギー、上下水道、交通） 

 

５．広島市の状況 

・原爆投下から６６年、人口１１７万人の政令都市、中国地方の中

枢都市として行政・政治・経済・文化等の中心として立地 

ニコニコ箱          ニコニコ委員会 

卓話 

同好会報告 

委員会報告 

幹事報告      幹事  粟屋 充博 
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・開発（住宅団地、公有水面埋め立て、市街地再開発、公共施設

の整備） 

・道路等の基盤整備 

・新幹線、駅、ターミナル等の整備 

・市街地の変貌   マンション化、住宅団地・商店街の空洞化 

  高齢者、大学等の都心回帰 

  大規模商店の立地（ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、ＳＣ，量販店等） 

  駐車場化 

  撤退等（大学､空港､映画館等） 

 

６．広島市の今後 

道州制施行に伴う州都としての都市基盤等の充実化 

  広島駅を中心とした市街地整備 

  環状線をふまえた高速道路網の促進 

  ＪＲ等の軌道の整備 

  中心市街地の活性化 

 

７．終わりに、広島について一言 

・気候温和、災害少なし、人好し、魚よし、酒よし 

・飛行機、新幹線、車でどこかに行って広島に帰り、広島が見える

と、何かほっとする。 

・42 年間の広島です。愛着もひとしおです。誇れるまちだと思いま

す。 

・住めば都です。もっとよくなってほしいと願っています。 
 

 

 

東ヶ崎 潔（とうがさき きよし） 

（１８９５～１９９２） 

日本から出た初のＲＩ会長（１９６８-

６９年度）。 

会長時のテーマは「参加し敢行し

よう！（PARTICIPATE！）」。この

テーマは、ＲＩ史上、最も短いテー

マとして知られています。 

１９４９年、東京ＲＣに入会。 

１９５７－５８年度第３５５地区ガバ

ナー、１９６３－６４年度ＲＩ理事。 

アメリカ・サンフランシスコ生まれの彼は、戦後ロータリーの先達

者・芝染太郎と同じく、『Japan Times』の社長を務めました。国際

基督教大学の創立者の一人でもあります。「ジョージ」という名で、

世界中のロータリアンに親しまれました。 

 

向笠 廣次（むかさ ひろじ） 

（１９１２～１９９２） 

日本から出た２人目のＲＩ会長（１

９８２－８３年度）。 

国際的にも著名な精神科医でし

た。 

テーマは「人類はひとつ 世界中

に友情の橋をかけよう(MANKIND 

IS ONE Build Bridges of 

Friendship Throughout the 

World）」。１９８２年、ボカラトン国際協議会で「人類は疑いもなく

ひとつの家族です。さあ、皆さん、左右にいるオジサンやイトコと

初対面のあいさつをしてください」と述べたのは有名です。 

 

１９６７－６８年度第３７０地区ガバナー、１９７８－８０年度ＲＩ理事な

どを歴任しました。生まれは福岡県の久留米市で、大分県・中津

ＲＣ会員。 

 

田中 作次（たなか さくじ） 

埼玉県、八潮ロータリー・クラブ

会員の田中作次氏が、指名委

員会により２０１２-１３年度の国

際ロータリー会長に選出されま

した。 

ロータリーが「地域を発展させる

原動力として、活気のある活動

を続けていく」姿を見届けていき

たい、と田中氏は述べます。そのような活動を展開していくために

も、積極的で、活動に夢中になれるクラブをロータリーは必要とす

ると同氏は付け加えます。「活気をもって、行動をとって変化に対

応できる強力なクラブづくりを支援する、修正されたRI 長期計画

があることは幸いです」 

田中氏が代表取締役を３２年間務めた家庭紙卸売業の株式会社

タナカは、１９９５年に株式公開した後、日用品雑貨卸売販売業者

の株式会社ダイカと合併しました。現在、八潮市商工会の副会長

である同氏は、その後、商圏を全国展開するために再度合併した

株式会社あらたの相談役を務めています。また、ビジネス経営を

専門に学び、全国家庭紙同業会連合会の会長任務を８年間務め

られました。 

（ロータリーの友より） 

 

ロータリージャパンホームページ（http://www.rotary.or.jp）にはロ

ータリーに関する様々なデータや資料が掲載されています。 

是非、ご覧下さい。 

 

 
 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１１年１１月２４日（木） 会員総数８３名 

出席 ６４名   欠席 １９名 

１１/１０例会Ｍ-ｕｐ後出席率 １００％ 

■次回例会ご案内  ２０１１年１２月８日（木） 第２０６７回 

食事 洋食 

卓話 新会員卓話『自己紹介』 

    前田至法 会員/渡部哲生 会員/二井本浩司 会員 

１２月２２日（木）「夜間例会並びにクリスマス家族会」のご案

内をお送りしています。  回答締切は１２月９日(金)です。 

日本から出た国際ロータリー会長 


