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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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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 
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国歌斉唱 

ロータリーソング   「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和   職業奉仕委員会 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間       『中国故事物語』 

             久保田 宏温 会員 
 

 

 

   
左から、中山会員・三宅会員・岩森会員・髙原会長 

おめでとうございます！ 
 

 

 

皆様こんにちは、行く春を惜しみ夏の気配を感じる今日このごろ

です。本日の卓話は久保田宏温会員に卓話を頂きます。演題名

は「中国故事物語」です。  

久保田会員のお話を今から大変楽しみにしています。 

５月の呼び名は「皐月」に加え、英語の「MAY」はラテン語のマリウ

ス「MARIUSU」から来たもので、昔ローマで５月１日に成長の神マ 

 
 

リウスをまつったことにちなんだものといわれています。 

この度、私自身、５月５日から昨日９日まで、当クラブの９名の会員

の方々と共に、バンコクでの２０１２年国際ロータリー第１０３回年次

大会に行く機会に恵まれ、貴重な体験を得てきました。 

又、機会があれば、その話にも触れたいと思います。 

次週１７日の例会では、粟屋幹事からその報告を頂く予定になっ

ています。以上で本日の会長時間を終わります。 
 

 

 

団体戦結果 １０位 

個人戦   Ａ組 ２０位 原田義弘会員 

  ３０位 中尾建三会員 

 Ｃ組 ５位  下前嘉彦会員 

  ４０位  粟屋充博会員 

  ４５位  島本章生会員 

  ５０位  濱本利寿会員 

 
 

 

 

◇活動報告書提出のお願い 提出期限：本日５月１０日（木） 

◇例会終了後、今年度理事会開催 ４Ｆ「桂の間」 

◇会員名簿記載事項確認のお願い（ＢＯＸ配布） 

◇ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 

◇地区大会報告書（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会  土井常任委員長 

＊５月６日からバンコク・タイで行われた国際ﾛｰﾀﾘｰ世界大会に会

長以下９名で出席してまいりました。詳しくは次週の卓話でお

話しますが、お土産として記念バッジをボックスに配っています

ので、お持ち帰りください。 

次年度幹事報告  山内会員 

＊次年度会員名簿記載事項確認のお願い 

■本日の例会   ２０１２年５月１７日（木）  第２０８６回 

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 

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 『国際大会報告』 

 幹事 粟屋 充博 会員 

前回例会報告  ２０１２年５月１０日（木） 第２０８５回 

会長時間       会長   髙原 宏之 

誕生月お祝い 

幹事報告      幹事  粟屋 充博 

委員会報告 

在広１４ＲＣ合同懇親ゴルフ大会 表彰 
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登山同好会 山内会員 

＊５月２７日（日）二葉山～牛田山ハイキング登山案内 

野球同好会 中山会員 

＊練習案内 
 

 

 

【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 

吉永さん、当クラブへのご入会おめでとうございます。一日も早く

クラブに馴染んで頂き、親睦と奉仕活動に勤しんで下さい。 

菅会員 久保田理事、本日の卓話楽しみにしております。よろしく

お願いします。 

松本会員 人生の大先輩、尊敬する久保田さんの卓話愉しみに

しておりました。 

上野会員 久保田さん、名講演楽しみにしております。 

吾郷会員・島田会員 本日の中国故事物語の卓話楽しみにして

います。 

久保田会員 今日は老人の“たわ言”にお付き合いください。 

髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 
中嶋さん、しばらくぶりです。お元気そうなお顔を拝見し嬉しく思

います。これから又毎週お会い出来るのを楽しみにしています。 

岸本会員★ 先日は創立４３周年記念日におきまして会員の皆様

方よりお祝を頂戴し恐縮いたしております。ありがとうございました。

今後も健康に留意し、皆様のご指導を賜りたくよろしくお願いいた

します。 

山本(忠)会員◇ ４/２４当ｸﾗﾌﾞ擁立４３周年記念例会日に４０年以

上在籍者として花束を頂きありがとうございました。感謝します。こ

れからもがんばります。 

土井会員･粟屋会員・岡部会員・合田会員・丸本会員 ＲＩ年次大

会に参加し、昨日の帰りの飛行機の中で意識不明になられたタイ

人女性の所へ駆けつけ、適切な救命救急措置により、この女性の

命を救われた髙原会長、本当にご苦労様でした。この女性の意

識が回復し、機長から「先ほどの女性は、Ｄｒ.ﾀｶﾊﾗのお陰で容態

が安定しました。Ｄｒ.ﾀｶﾊﾗに敬意を込め感謝致します」との機内

放送があり、北ｸﾗﾌﾞの一員として鼻が高かったです。 

髙原会員◇ 先日、ＲＩ国際大会の帰路、機内でﾀｲ人女性の救急

救命が出来、大変喜んでいます。 

山本正会員★◇ 中国新聞は５/５に創刊１２０周年を迎えました。

１８９２年（明治２５年）に祖父が初代社長に就任して産声を上げ、

新聞発行がｽﾀｰﾄしました。原爆では当時の社員のほぼ３分の１に

当たる１１４人が犠牲になり、本社ﾋﾞﾙも全焼する壊滅的な打撃を

受けました。幾多の苦難を乗り越えてここまで来られたのは多くの

読者の皆様、地域の皆様の支えがあったからにほかなりません。

あらためて深く感謝申し上げます。誠にありがとうございました。 

これからも何卒よろしくお願い申し上げます。 

山本正会員 深川泰志さん、５/７付夕刊の「でるた」欄に「広島の

酒を飲む」と題しての寄稿がありました。おいしい料理とおいしい

お酒を存分に楽しんで下さい。そして、しっかりお酒を売ってくだ

さい。 

深川会員 ５/７付中国新聞夕刊に私の記事が載ってしまいました。

恥ずかしいですけど、多くの声を頂きありがとうございます。これか

らも酒を飲みます。 

中山会員 今月で５４歳になります。誕生日を祝って頂き、ありがと

うございました。 
 

 

当日計 51,000 円（内、ｗｅｂ7,000 円） 累計 1,092,000 円 

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

 

 

 

『中国故事物語』 
 

久保田 宏温 会員 

１９５５年頃、私が担当した卓話“中国

故事物語”の前にＤＣ レスター・ブラ

ウンの“中国を誰が養う”という論文の

一部を紹介したことがありました。 

当時中国人が１年間に食べる卵が８０

ｹだが２０００年には２００ｹ食べるように

なる。中国の経済発展にともなう食生

活の変化で世界の食糧需給が大きく

変化することが憂慮されるとする内容

でした。 

そのことの延長で同氏の“中国から学ぶ”とする最近のレポートを

紹介して３０００年前の故事に移ります。 

１９７６年以来中国は９､５%位の成長を続けております。８％の成長

が続けば２０３０年に現在のアメリカ並みになります。中国人の“ア

メリカン・ドリーム”はアメリカ人の様な生活がしたい、ですから、１３

億を超える中国の人が今のアメリカ並みの生活をしたら穀物。・燃

料・鉄・紙・等々全ての地球資源が枯渇する。現在の西欧型経済

システムでは地球は破滅する。インドも追っかけてくる。 

・再生可能なｴﾈﾙｷﾞｰ （ 風力・水力・地熱・太陽光） 

・ﾘｻｲｸﾙ出来る機具の開発 （自動車・電器・船・飛行機・電車） 

・廃棄物０の社会 

への移行を急がねばならない。 

世界人口で大きな割合を占める集団が急速な経済発展をすると、

どんなことが起きるかを中国は学ばさせてくれておる。 

さて、本題の中国故事ですが時間が無くなりましたので二番煎じ

で恐縮ですがリクエストのありました“完璧”の話をします。 

璧とは 5 円玉の様な瑪瑙等の原石で出来たリング状の宝石。 

紀元前戦国時代の話 強国秦の昭襄王は隣国趙の恵文王の持

つ、中国全土に鳴り響く名宝“和氏の璧”がほしくてしょうがない、

そこでわが国の１５の城と交換してくれないかと趙に使者を送る、

強国の申し出に困った恵文王は仕方なく藺相如を使者として“和

氏の璧を”秦の都咸陽に持たせて交渉に当たらせた、そこで藺相

如が鮮やかな弁舌と知勇を発揮して無傷で璧を邯鄲に持ち返っ

た。この故事から璧を完うしたということで完璧という言葉が出来

た。 

×完壁（下の土は間違い） ○完璧 
“まず隗よりはじめよ”、“刎頚の交わり”、“鶏鳴狗盗”、“奇貨おく

べし“等々語りたかったが、また機会があればお話しします。 

 
 

 

■出席報告 

２０１２年５月１０日（木） 会員数 ８２名 

出席 ６６名  欠席 １６名 

来客  ２名 

４月１９日（木）修正後出席率  ９７．４０％ 

■来客紹介 

山本 明弘 様（広島） 

柚木  宏 様（広島中央） 

訃報 
 

４月２８日ご逝去 広島東南 RC 久行敏夫 会員(80 歳) 

５月 ９日ご逝去 広島中央 RC 碓井静照 会員(74 歳) 
 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 

卓話 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

同好会報告 


