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クラブ運営方針 友愛と分かち合いのこころの輪を広めよう 
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こころの中をみつめよう 博愛を広げるために 
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ロータリーソング   「われらの生業」 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月お祝い 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間     『年男の弁Ｐａｒｔ1』 

岩森  茂 会員 

         中根 弘幸 会員 

         中嶋 恒男 会員 
 

 

 

 
左から、久保(豊)会員・中嶋会員  おめでとうございます！ 

また、中嶋会員は還暦をお迎えになられました。 

 
 

 

 

 
左から、1 年佐々木会員・4 年迫 会員・30 年鵜飼会員 

 

 

   
 

 

 

Ｇ６ガバナー補佐の斉藤様

が例会に参加され、３月１１

日(日)に開催されるインター

シティ・ミーティングへの参加

要請をされました。 

 

 

 
 

 

 

今月はロータリー理解月間です。そこで日本のロータリーの設立

の歴史を紐解いておきます。我が国最初のロータリークラブは１９

２０年１０月２０日創立された東京ＲＣで、世界で８５５番目のクラブ

として国際ロータリー（ＲＩ）に加盟承認されました。当時、ポール・

ハリスの片腕だったロータリーの初代事務総長チェリッス・ペリーと

創立の準備に奔走された米山梅吉、福島喜三次などの先達の功

を忘れることはできません。 

■本日の例会  ２０１２年２月２日（木） 第２０７３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 『年男の弁Ｐａｒｔ2』 

 山下  江 会員 

 岡部 知之 会員 

 島本 章生 会員 

前々回例会  ２０１２年１月１９日（木）  第２０７１回 

会長時間     会長   髙原 宏之 

誕生月お祝い 

永年連続出席表彰 
永年連続出席 ３０年 

鵜飼 興治 会員 

連続出席表彰 

ＩＭ参加のお願い 
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その後日本のロータリーは第二次大戦の波にさらされ、１９４０年

に一度ＲＩから脱退することとなります。 

１９４９年の３月になって再び復帰加盟しますが、この時尽力して

頂いたのがＲＩ事務総長のジョージ・ミーズでした。その後の日本

のロータリーの拡大・発展はめざましいものがあります。今やＲＩに

おける日本の地位は不動のものになりました。現在、日本全体で

のクラブ数は、２，２９３クラブ、会員数は８９，３３５人（２０１１年１０

月末現在）となっています。 

日本のロータリーの歴史に続いて、ロータリーそのものの歴史に

ついても触れておきたいと思います。 

世界で最初のロータリークラブはシカゴＲＣで、１９０５年２月２３日

に誕生しました。２０世紀の初頭のシカゴの街は商業道徳の欠如

が目に付くようになっていました。 

ちょうどその頃、シカゴに事務所を構えていた青年弁護士ポー

ル・ハリスはこの風潮に耐えかね、友人３人と語ってお互いに信頼

できる公正な取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関係に

まで発展するように仲間を増やしたい、という趣旨でロータリークラ

ブという会合を考えました。ロータリーという名前は、会合を各自の

事務所を持ち回りで順番に開くことから名付けられたものです。 

こうして、シカゴＲＣが誕生しました。それからは志を同じくするクラ

ブが次々各地に生まれ、国境を越え、今では２００以上の国と地

域に広がり、クラブ数３４，３０１、会員数、１，２２３，４１３人（２０１１

年９月３０日ＲＩ公式発表）に達しています。これら世界中のクラブ

の連合体を国際ロータリー（ＲＩ）と称するのは、皆さん既にご承知

のことと思います。 

このように歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫理を重んずる実

業人、専門職人の集まりなのです。その組織が地球上の隅々まで

拡大するにつれて、ロータリーは世界に目を開いて幅広い奉仕活

動を求められるようになり、現在は、多方面にわたって多大な貢献

をしています。 

最後に、ＲＩの計画の解釈で重要な変更点にも少し触れたいと思

います。国際ロータリーは従来使用してきた、「ＲＩ長期計画」という

表現を２０１１年１１月より、「ＲＩ戦略計画」に変更いたしました。 

元来、「長期計画」と訳された英語の原文は、「Strategic Plan」で

すから、原文通り翻訳すれば、「戦略計画」になります。 

これまで「長期計画」と表現してきた理由は、戦後の社会的背景と

その影響からみて、「戦略」という言葉は戦争のイメージを惹起す

るので適当でないのではないか、という意見が寄せられたため、

「長期計画」いう訳語になったと言われています。 

現在ロータリーは、時代の変化、趨勢の変化と共に、「人々の幸

せのために」常に時代に適応した魅力ある存在であり続けたいと

願っています。この願いを実現するためには、ロ－タリーは１０年

後、５０年後の未来を思い描いて、時代に即した多種多様な活動

を展開しなければなりません。そのためには、ロータリーの活動は

時代の変化を的確に捉え、「何が重要であり、どんな方法が効果

的」であるかという戦略的な方法に焦点を絞って長期的な視野で

模索する必要があると解説されています。 

本件につきましては、ＲＩ戦略計画委員の南園義一氏の解説が

「ロータリーの友」に掲載されていますので是非ご一読下さい。 

以上で今週の会長時間とさせていただきます。 
 

 

 

◇来る３月１１日（日）に今年度インターシティ・ミーティング（ＩＭ）

が開催されます。特に入会３年未満の方には必ずご参加をお

願いします。 

◇次週例会は広島陵北・安佐ＲＣとの合同夜間例会です。 

◇姉妹地区ＲＩ第３６９０地区の地区大会が４月１３・１４日に開催さ

れます。興味のある方は事務局に問い合わせください。 

◇２０１４－１５年度ガバナーノミニー候補者推薦について、田村 
 

ガバナーより 連絡がございました。 

候補者は福山南ＲＣ所属の金子 克也 氏です。 

◇例会終了後、第２回クラブ協議会を開催いたします。 

◇ＩＭ案内（ＢＯＸ配布） ※欠席者にはＦＡＸ 

◇２月例会予定表（ＢＯＸ配布） 

 

 

登山同好会  山内会員 

１月２９日（日）恐羅漢 冬山遊びのご案内 
 

 

 

【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 

斎藤ガバナー補佐、本日はようこそ当クラブへお越し下さいました。

どうぞごゆっくりお過ごしください。 

鵜飼会員・増田会員・猫島会員・石田会員・上河内会員 舟入高

校先輩の斉藤ガバナー補佐の来訪を歓迎申しあげます。今後の

益々のご活躍と発展を期待しています。 

槇殿会員 斉藤先輩よくいらっしゃいました。久しぶりにお会いし

てなつかしく思いました。 

中嶋会員◇ 今月還暦を迎えました。多くの人に祝意を頂き、あり

がとうございます。本日は年男ということで少しお話をさせて頂きま

す。 

久保（豊）会員 誕生日のお祝いありがとうございました。今年も良

いﾛｰﾀﾘｰ活動が出来るよう頑張ります。 

中根会員 今年還暦となります。う～ん、複雑な気持ちです。 

鵜飼会員◆ ３０年連続出席の表彰をして頂きました。今後とも宜

しくお願いいたします。 

佐々木会員 お蔭様で入会して１年経ちました。入会させて頂き

本当に良かったと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

洋北山歩隊一同 土井隊長お帰りなさい。 

久保（雅）会員・杉町会員・中根会員・東会員・山下（正）会員・中

山会員・桑村会員・島本会員・越智会員 山坂さん、ＭＩＮＩ-ＮＥＸ

Ｔ、バルコムＢＰＳ広島、Ｊネットレンタカーのお店を立て続けにＯＰ

ＥＮし、おめでとうございます。益々のご発展をお祈りします。 

佐々木会員 この度、小さなお店ですが新店舗ワイン＆ダイニン

グ「一凛」（いちりん）をｵｰﾌﾟﾝ致しました。ワインと洋食のお店です。

早く大きな店舗を出せるように頑張ります。 

岡部会員・丸本会員・合田会員 佐々木さん、新しいお店「一凛」

のｵｰﾌﾟﾝおめでとう。益々のご発展をお祈り申し上げます。 

島本会員・山村会員・二井本会員 佐々木会員、新規出店おめ

でとうございます。利用させて頂きますので、楽しませて下さい。 

鵜飼会員 申し訳ありません。途中退席致します。 

 

当日計 57,000 円（内、ｗｅｂ14,000 円） 累計 784,000 円 

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

 
 

2014-15 年度ガバナーノミニー決定 
 

２０１２年１月２５日付で２０１４－２０１５年度ガバナーノミニー

決定のお知らせがガバナーおよびガバナー指名委員会より

届きました。 

 

金子 克也 氏（福山南ＲＣ所属） 

職業分類：外科医 

勤務先：青葉台クリニック・名誉院長 

卓話 

同好会報告 

幹事報告     幹事  粟屋 充博 

ニコニコ箱     ニコニコ委員会 
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『年男の弁Ｐａｒｔ１』 
 

岩森  茂 会員 （Ｓ３年５月生まれ） 
私は生まれて７回目の年男を迎えま

した。もう８回目は生きていないと思

います。こう云うと私の尊敬している

日野原先生（１０１才）に「君は僕より１

７歳若いんだぞ」と何時も尻を叩かれ

ておりますが！ 

さて、毎度同じような「干支と辰」の話

をするのは他の方達におまかせして。

私は、中国重慶市人民病院の名誉

院長をしている関係で中国を時折り

訪れており、中でも薬膳料理に興味

を持っておりますので、「中国と龍」の話でもしてみましょう。中国

で龍は最も高貴な方に冠せられる名前です。例えば皇帝龍の如

くで、祝事があれば昇竜双龍の踊りが出て参ります。また、漢方に

も小青龍湯の如く、青龍という言葉が出てきますが、青龍は海の

神です。また、龍骨などの言葉も出てきます。吾国では「竜の落と

し子」と云う海生物がおりますが、中国では竜子あるいは海馬と云

い、強盛剤、特には結核の治療剤として常用されます。韓国の釜

山の魚市場に行った時に、３種類の竜子が水槽で泳いでおり、且

つ売っておりました。中国の生薬市場にも乾燥したものを売って

おります。昨年１１月当クラブの産業文化研修会の旅行の時に、こ

の生薬市場を見てもらいたかったのですが、夕方で閉店した後で

した。また、海の龍神の住処は龍宮城ですが、これは浦島太郎の

お伽話にも出てきましたね。また、大人になった龍は特に成龍と

云って箔がつきますが、香港のタレント「ジャッキーチェン」は自ら

成龍と名付けておりました。その他にも、呑龍、龍王、龍門など話

したい事もありますが、時間がきましたので、この辺りで終わりま

す。 

ありがとうございました。 

 

中根 弘幸 会員 （Ｓ２７年６月生まれ） 
年男の挨拶の前に、かつて私がカウ

ンセラーを担当した元米山奨学生の

「周 岩」さんが日本に帰化して「福

山 周」さんになったことをご報告し

ます。 

若いと思っていた私も、遂に還暦の

年を迎えることになりました。 

私、今年で還暦になります。 

ここで話をされた北ＲＣの皆さんが、

みんなさんが口にする言葉がありま

す。それは「あっという間だった！」と

いう言葉です。あっという間に順番が来て、今回私が話をさせてい

ただくことになった訳です。私もやはり６０年間が「あっという間だっ

た！」というのが、正直な感想です。 

「少年老い易く、学成り難し。」 

「一寸の光陰軽んずべからず。」 

この意味は、学問を究めるというのは非常に時間がかかる。 

だから、寸暇を惜しんで勉強すべき、という意味だと思います。 

２０歳までは無限の時間の中で生きているという感じですが、２０

歳を超えると時間は有限だと言うことが分かるのですね。 

その結果、少年であった私は、一寸の光陰を軽んじてしまい、学

問を研究する時間が不足し、あっという間に還暦を迎えてしまった

というのが実感です。 

還暦を迎えると、心は兎も角、体はとても正直に老いてきておりま

す。これまで５０肩を経験し、左の肩が痛くなり、十分回らないこと

がありました。その５０肩が治まった後、不思議なことにゴルフのス 

 

コアが安定した時期がありました。 

昨年も右手親指が「腱鞘炎」になってペンが持てない状態がかな

り長く続きました。その間、ゴルフのスコアはボロボロになりました。

１００というより、１１０が切れなくなっていました。 

最近は、マッサージに行ったり、整体に行ったりして、色々やって

いたら何とか腱鞘炎も治って、ペンが持てるようになったのですが、

不思議なことにゴルフのスコアが戻らないのです。 

以前、宮川興業の宮川さんなどと、打多喜会の向こうを張って「１

００叩きの会」というのを作って、１００が中々切れない人だけで回

る会を作っておりました。最近入会される方は皆さん上手なので、

「１００叩きの会」に入会される方がいなくて、開店休業の状態にな

っております。 

私は、こう見えて本を読むのが大好きです。ちょっと中毒に近い、

と思っております。法律書以外に年間 100 冊～150 冊くらいは読

んでおります。食後散歩を兼ねて本屋さんに立ち寄り、気に入っ

た本があれば 1，2 冊購入します。このような生活をもう 20 年間続

けています。その割に賢くなってはいないのですが、精神安定剤

としては役立っています。 

口の悪い友人などは、私のことを「広島弁護士会で、最も落ち着

きのない５０代」と言っております。しかし、今年からは、そのような

不名誉なキャッチコピーを返上し、「広島弁護士会で、最も落ち着

きのない還暦男」という新たなキャッチコピーで売り出そうかな～と

思っている次第です。今年は、還暦ということで、初心に返って頑

張りたいと思います。今後ともよろしくお願いします。 

 

中嶋 恒男 会員 （Ｓ２７年１月生まれ） 
私は昭和２７年１月、とても寒い日の

朝に生まれました。寒かったことは、

母から聞いていたことで確認したわ

けではありませんが、私の生まれた

柳井は今でこそほとんど雪は降りま

せんが、子供のころは時々雪が降っ

ていました。それから早いもので、６

０年が経過して今年還暦を迎えまし

た。これまで、人生のいろいろな節

目で、さまざまな選択をまた判断を

求められた時、多くの人の助言をい

ただきながら、進むべき方向を都度決めてきました。いまあらため

て振り返ってみますと、やはり大学及び学部を決めたとき、また就

職先を決めたときが私にとって大きな人生の岐路でした。広島大

学工学部土木工学科入学、そして鹿島建設株式会社入社、この

二つのことで私の役割は、国民の安全安心を確保するための社

会基盤整備に関わる「物造り」になりました。この建設業は、治山、

治水、防災、道路、港湾、鉄道、空港、上下水道、住宅、建物等

国民生活に深く関わっています。３Ｋとか、談合体質であるとかの

批判など、つらい時期もありましたが、本当に目的のものができて

お客様に納めるときの達成感は、言葉には言いあらわせません。

本当に、この道を選んで良かったと思っていますし、誇りに思って

もいます。 

すこし話は変わりますが、干支の辰ですが、必ずこの年はうるう年

でありまたオリンピックイヤーです。 

その観点で振り返ってみますと、昭和２７年はもちろん生まれた年

ですが、オリンピックはヘルシンキで開催されました。何も記憶は

ありません。昭和３９年は、もちろん東京で開催されました。女子

バレーボールの金メダル、マラソンのアベベ、体操はチェコソロバ

キアのチャスラフスカなどが印象的でテレビの前にかじりついて観

戦していました。このときは中学生でした。 

昭和５１年はモントリオールで開催されました。やはり活躍したの

は女子バレーボールや男子体操でした。このとき鹿島建設に入っ

て３年目でした。オイルショックの影響で新卒の採用が極端に減 
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ってきていて、どの部署に異動になっても部下はいませんでした。

そのころは景気も悪く、建設業は冬の時代でした。昇給もわずか

賞与はほぼ据え置きだったような記憶があります。 

昭和６３年はソウルで開催されました。このときはなんといっても

水泳背泳ぎの鈴木大地と、柔道の斉藤が記憶に残っています。こ

のとき会社では、当時の日本道路公団の武田山トンネル西工事

で（広島インターチェンジの西側にあるトンネルですが）工務課長

をやっていました。同年代の社員が多く配属されていて、活気の

あふれた現場でした。工事は課題が多くまた業務は多忙を極めて、

毎日遅くまで働いていました。それでも一番やりがいのあった現

場だったと思っています。 

平成１２年はシドニーで開催されました。なんといっても女子柔道

の田村亮子とマラソンの高橋尚子の金メダルです。このときは本

社の営業第二本部で企画の仕事をしていました。上司は業務に

たいしては非常に厳しい人でしたが、就業時間が過ぎると、「仕事

やめて準備」と大きな声を発して、即打ち合わせテーブルがコミュ

ニケーションの場になっていました。赤坂ではカラオケと酒を覚え

て広島に帰ってきました。 

さて今年はロンドンですが、どんなオリンピックになるか、今から楽

しみです。そして会社では、支店長ということで本社から示達され

た目標達成にむかって、苦労の毎日を過ごしています。 

昨年は東日本大震災という、とても衝撃的な出来事がありました。

自然の力の大きさに私たちは無力であることを、痛感しました。自

然災害からいかにして国民生活を守るか建設業に携わるものにと

って、とても大きな課題を与えられたように思います。しかし、私た

ちの先輩はこれまで、同じような困難を幾度となく乗り越えてきまし

た。国民の安全安心を長きにわたって確保するために、これから

も頑張っていこうと思っています。いま還暦ですが、６０歳は世間

ではまだまだ若輩です。気力体力が続くかぎり、「物造り」を続け

ていこうと思っています。 

今年の干支である辰は時刻でいえば、朝の８時ごろです。また草

木の形が整った状態を表していると言われています。これから太

陽が昇っていき、草木が茂げってくるわけですから、だんだん良

い方向に向かっていくと信じています。 

元来「辰」は「しん」と読み、二枚貝が開いて動くさまをあらわして

いるのだそうですが、「動いて伸びる」イメージからでしょうか「龍

（竜）」があてられています。これまでの経験を、とりわけ昨年のつ

らい経験を食べて、より大きく成長した私たちひとりひとりの心の

中の竜が、内外の困難な状況にもかかわらず、いや、困難に直面

するからこそ、さらに大きく成長して、新たな局面を切り開いていく、

そんな一年になりますことを心から願っています。 

今年一年も、これまでと変わらず「お客様の思いを具現化する」と

いう役割を果たしながら、すこしでも社会に貢献したいと考えてい

ます。 

 
 

 

 

『広島北･広島陵北･広島安佐３ＲＣ合同例会＆懇親会』 

 

ホストクラブ 広島安佐ロータリークラブ 

会 場  リーガロイヤルホテル広島４Ｆ 

 

国歌斉唱 

ロータリーソング  「奉仕の理想」 

会長時間  広島安佐ＲＣ会長   松岡 興吉 氏 

幹事報告          広島北ＲＣ幹事    粟屋 充博 

                広島陵北ＲＣ幹事   渡部 邦昭 氏 

                広島安佐ＲＣ幹事   三宅 恭次 氏 

懇親会開会挨拶     広島北ＲＣ会長    髙原 宏之 

乾杯ご発声         広島陵北ＲＣ会長  南條  泰 氏 

アトラクション   ジャズ「野村彰浩とそのグループ」 

今年度・次年度理事役員紹介 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

閉会挨拶          広島安佐ＲＣ会長   松岡 與吉 氏 

 

 
 

   
 

   
 

 

■出席報告 

２０１２年１月２６日（木） 会員数８２名 

出席 ６１名  欠席 ２１名  来客１名 

１/１２例会Ｍ-ｕｐ後出席率 １００％ 

■来客紹介 

車  智任 様（米山奨学生） 

■次回例会案内  ２０１２年２月９日（木） 

食事：洋食 

卓話：社会奉仕委員会担当 

（仮）『認知症のしくみ・ならないための対策・ 

なった人への対応の仕方』

よしなが神経内科クリニック 

院 長  好永 順二 氏 

■出席報告  出席委員会 

２０１２年１月１９日（木） 会員数８２名 

出席 ６５名  欠席 １７名  来客２名 

１２/２２例会Ｍ-ｕｐ後出席率 １００％ 

１２月度平均出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

斉藤 隆幸 様（G6 ガバナー補佐） 

佐藤 悟朗 様（広島ＲＣ） 

前回例会  ２０１２年１月２６日（木）  第２０７２回 


