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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 

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 『男子ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ 

      広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞの紹介』  

                ㈱広島ドラゴンフライズ 

 代表取締役  伊藤 信明 様 

 専務取締役  清水 敬司 様 
 

 

 

本日の卓話は、男子ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞの代表取

締役社長 伊藤信明様と専務取締役 清水敬司様にお願いをして

おります。お二方には、後ほどどうぞよろしくお願い申し上げます。 

前回と今回の例会時に米山奨学会の粟屋委員長から会員の皆様に、

地区学友会の賛助金、年間３，０００円のご協力のお願いをしており

ます。３月に終了する米山奨学生に合わせて学友会報を発行し、賛

助会員の皆様のお名前を掲載するため粟屋委員長にご尽力をいた

だいておりますので、会員の皆様にはご協力の程よろしくお願い申

し上げます。 

さて、２月３日は節分でございましたが、節分とは雑節の一つで各季

節の始まりの日、つまり立春、立夏、立秋、立冬の前日のことで「各

季節を分ける」ことを意味し、江戸時代以降は特に「立春」(毎年２月４

日ごろ)の前日を指す場合が多いとされております。そのため現在は

２月３日が節分となっております。季節の変わり目には邪気が生じる

と考えられており、それを追い払うための悪霊払いの行事として豆ま

きが行われるようになったと言われております。 

 

８８７年から８９７年まで即位した第５９代宇多天皇の時代、鞍馬山か

ら鬼が出てきて都を荒らしたため、祈祷し鬼の穴を封じて、三石三升

の大豆の炒り豆で鬼の目を打ちつぶし、厄災を逃れたという故事伝

説が始まりとされております。「穀物には生命力と魔除けの呪力が備

わっている」という信仰や、語呂合わせで「魔目（まめ）」を鬼の目に

投げつけて鬼を滅する「魔滅」に通じ、鬼にまめをぶつけることで邪

気を追い払い、一年の無病息災を願うという意味合いがあるとされて

おります。また、豆をまき、まかれた豆を自分の数え年の数だけ食べ

ることや、自分の年の数より一つ多く食べると体が丈夫になり風邪を

ひかないといういわれもございます。豆まきの掛け声は、通常「鬼は

外、福は内」とされておりますが、神社によって異なり、鬼を祭神また

は神の使いとしている神社または方避けの寺社では「鬼も内または

鬼は内」と掛け声をしているところもあるようでございます。調べてお

りますと、節分の日付は数十年のｽｹｰﾙで徐々に前倒しになるとか、

現在は２月３日であるが１９８５年から２０２４年ごろまでに限ったこと

であり常にそうではないとも書かれておりました。２０２５年から閏年

の翌年に、２月２日が節分になるようでございます。 
 

 

 

３８年 

久永 洪 会員 

 

 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 
 

 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙ 

ﾊﾘｽﾌｪﾛｰ 

第７回 岸本秀夫会員 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*ロータリーの友誌（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

会報ＩＴ委員会  石井副委員長 

横組 Ｐ８－Ｐ１２ 「RI 会長年度を振り返って」 

■本日の例会    ２０１４年２月２０日（木）    第２１６８回 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『広島から世界へ。 

 挑戦する若きリーダーたちの歩み』 

 アイセック広島委員会 

      委員長        吉岡 恵 様 

広報ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略統括次期委員長 

池田 駿 様

前回例報告   ２０１３年２月１３日（木）   第２１６７回 

会長時間               会長    庄子 佳良 

連続出席表彰 

ロータリー財団寄付認証伝達 

幹事報告               幹事   久保 豊年 

委員会報告 
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横組 Ｐ２２－２７ 「人頭分担金について知るための７つのこと」 

    Ｐ２９ 「被災施設にピアノを贈る」 

縦組 Ｐ５６ 「第８回ちびっこ相撲」 

    Ｐ６９ 「ＬＣからＲＣへ奉仕の守備位置を移して」 

是非、ロータリーの友をお読みください。 

 

 
 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員･越智会員 

㈱広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞ伊藤様､清水様､本日はお忙しい中、ありが

とうございます。卓話よろしくお願いします。 

杉町会員 ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑの広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞ伊藤様、清

水様、今日はお忙しい中、ようこそ広島北ＲＣにお出で下さいま

した。短い時間ではございますが、しっかりＰＲして下さい。応援

しております。 

岡部会員 広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾌﾗｲｽﾞ伊藤社長、清水専務、本日の卓

話楽しみにしております。 

久永会員 連続出席３８年、頂いた健康と家族、社員、ﾛｰﾀﾘｱﾝ

の皆様の支えと運鈍根に恵まれて出席を続けております。この

ご恩を少しでも返さねばと思っています。 

山本正会員◇ 杉山さん、今日の中国新聞の全面広告に貴方

を見つけました。小生、長年広告を担当していたので、未だに

隅々まで見る習慣があります。広告掲載誠にありがとうございま

した。益々のご発展、ご活躍を祈念いたします。 

杉山会員◇ 本日、中国新聞を初め、山陽・山口・日本海・参院

中央の五誌に一面広告を出させて頂きました。当社、ｸﾞﾙｰﾌﾟの

新たな挑戦に向けて益々がんばっていきたいと思います。 

山坂会員 杉山さん、今日の中国新聞、男前でした。 

山下江会員 ２０１２年４月に東北被災地に絵画１７０点を当クラ

ブの協賛のもと贈りました。この度は、気仙沼南ＲＣを受入先とし

て再建された病院や集会所など公共施設を中心に絵画を贈る

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをＷＰＯが行います。２月２２日（土）太光寺にて、１枚

の絵画をﾁｹｯﾄとして、ｺﾝｻｰﾄなどを行います。 

大之木会員◇ 妻の誕生日祝いありがとうございました。又、今

日は、初孫の誕生日です。孫はかわいいですね。 

原田会員 丸本会員、お嬢さんの清心中学校合格おめでとうご

ざいます。お父さんに似ず、優秀な娘さんです（笑） 

本田会員 家内のﾊﾞｰｽﾃﾞｰにお花を頂きました。今年はﾁｭｰﾘｯ

ﾌﾟの生花で家内が大変喜んでおりました。誠にありがとうござい

ました。 

髙原会員 小保方晴子さんのＳＴＡＰ細胞の発見は、大変興味

ある素晴らしい発見で、大変喜んでいます。 
 

当日計 20,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 1,141,200 円 

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

 

 

『男子プロバスケットボールチーム 

広島ドラゴンフライス゛の紹介』 

 
㈱広島ドラゴンフライズ 

代表取締役  伊藤 信明 様 

専務取締役  清水 敬司 様 

 

株式会社広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞの清水敬司と申します。本日はこの

ような貴重な機会を頂きまして、誠にありがとうございます。また、

今回ご紹介頂きました杉町様、本当にありがとうございます。 

２０１４年、今年の１０月１１日に開幕いたします、ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ

ﾙ、男子ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑの、「広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞ」のご紹介

でございます。 

私は、広島市の佐伯区、五日市のほうで、五日市小学校、五日

市中学校、五日市高校と、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙを長く愛してきました。 

その後、広島大学の体育会のほうに進み、地元の金融機関を

経て、今のﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑの仕事をさせて頂いております。 

私がもともと小･中学校のとき、大変ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙが好きだったわ

けなんですけれども、非常に、今思うと疑問に思うことがありまし

て、本当に好きなんだけれども、目標がなく好きだった、学生時

代ではなかったかなというふうに思っております。 

それはなぜかと言いますと、小学校のとき、中学校のとき、これ

だけﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙというのは、非常に競技人口が多いにもかか

わらず、野球、ｻｯｶｰに次いで多いような競技人口があるんです

けれども、ﾄｯﾌﾟﾁｰﾑがなかなか出なかったりとか、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸに長く

出場していないとか、そういうことがありまして、ﾃﾚﾋﾞ放映もなか

なかされないという状況がありました。われわれ、長くﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ

ﾙを続けている人間でさえも、なかなかﾃﾚﾋﾞで見ることがない、ﾄ

ｯﾌﾟ選手を見ることがない、そのような学生時代ではなかったかと

思っております。 

私は金融機関のほうを辞めて、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの指導をしたいと思

い、地元のﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙのほうを指導するようになりました。そ

のときに思ったのは、やっぱり子どもたちを見ると、身近な選手

がいないというのは非常にさみしいことだなということを、強く感じ

るようになりました。かくいう私も、高校生のときに初めて NBA、ｱ

ﾒﾘｶのﾅｼｮﾅﾙﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙというのを見まして、本当に衝撃を受

けたことを今でも覚えています。例えるならば、日本のプロ野球

がないなかで、ﾒｼﾞｬｰﾘｰｸﾞを見たようなものです。非常に衝撃を

受けたことを覚えています。 

今でも私はＮＢＡに憧れがありますが、やはりＮＢＡというのはあ

まりにも遠すぎて、やはり身近な地域のﾌﾟﾛ選手だとかﾄｯﾌﾟ選

手、そういう触れ合える、すぐに触れる、そういう身近な選手の存

在が必要だと強く感じるようになりました。そして、今から８年前ぐ

らいですが、周りの人の後押しもあり、署名活動を行い、ﾌﾟﾛ活

動の招致を行いましたが、その時は力不足で、実現できません

でした。その時に、大変皆さんにご迷惑をおかけしたことを、今

でも覚えています。 

そして今回、ﾅｼｮﾅﾙ・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ･ﾘｰｸﾞ（ＮＢＬ）という、ﾄｯﾌﾟﾁｰ

ﾑが今年から立ちあがっております。来季からの参入ということ

で、来季といいましても、２０１４年１０月でございますので、あと

数カ月で開幕ということが正式に決まっております。このﾌﾟﾛﾁｰﾑ

を、ぜひ広島の、広島東洋ｶｰﾌﾟ、ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島、そして広島ﾄﾞ

ﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞという、三大ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂとして認知されるべく、しっかり

とした活動を行って参りたいと思っております。 

私は、子どもたちには夢を持ってもらいたいと思っております。

そのためには、我々大人であっても、夢を抱き続けなければい

けないと思います。私の、今、頑張りたい夢は、この広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌ

ﾗｲｽﾞを、地域に根づかせ、広島県民の皆さまが喜んでくれるよう

な、そういう市民球団をつくっていきたいというふうに思っており

ます。まだまだ立ちあがったばかりのﾍﾞﾝﾁｬｰ企業でございます

ので、皆さまのご支援などをいただければ幸いに存じます。しっ

かり歩みを進めてまいりたいと思います。どうぞご支援のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

 

失礼いたします。広島ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞの伊藤です。 

少し清水、感極まったようでございますが、実は彼がﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄ

ﾎﾞｰﾙﾁｰﾑをつくろうという発起人の、代表発起人でありまして、

有志が３人、４人、それから発起人を助ける人が何人もいまし

て、この１年前ですね、４月ごろから活動を始めました。 

そして、出資者を募集して、なんとまあ出資、このＮＢ 

卓話 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 



 

3 

Ｌを今から説明しますけど、 
３,０００万円がまず必要ということがございましたんで、３，０００万

円を集める作業を、その清水を中心として、我々がしました。な

んと１１６人の皆さま方から出資をいただいて、３，０００万円を集

めることができました。 

今の状況を説明させていただきます。お手元にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄも置い

ていますから、よろしければご覧いただきたいと思います。 

まず広島というところはﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙが盛んなんですけど、現状

を言いますと、全国のﾚﾍﾞﾙからいうと、中の中ぐらいです。です

けど、大会はｱｼﾞｱ競技大会、国体、それからいろんな大きな大

会を、広島でたくさんしています。他のところで、できない大会も

たくさんしています。その一つがこのﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ世界選手権、

これはＮＢＬのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄですけど、ここに掲げてある写真は、まさ

に広島ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅの写真で、世界選手権のときのものです。 

世界選手権が全国４都市で、最後は埼玉で１都市、５都市で行

われましたけど、前売り券完売、満員御礼は広島だけでした。い

ろんな仕掛けもしましたけど。盛んなんですけど、ちょっと状況が

なかなかうまくいかないなというなかで、先ほど清水が言いました

けど、１０年ぐらい前から新しいﾘｰｸﾞをつくろうという動きが出まし

て、今に至っております。 

私たちのﾁｰﾑのｷｬｯﾁｺﾋﾟｰが「広島に、ﾊﾞｽｹでつながる風景

を。」これは、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙというのは、今までおそらくﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ

ﾙをやったことのある人、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙをしている選手が、ﾊﾞｽｹｯﾄ

ﾎﾞｰﾙの試合を見るというのが、今までの大半でした。今からはそ

うではなくって、もちろんその方々にも見ていただきたい。でも、

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの素晴らしさを、もっともっと知っていただきたいと

いうことで、いろんな交流を、このﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙを通して深めよう。

つまり、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙのｺｰﾄだけではなく、ｺｰﾄの周りも楽しんで

いただこうということです。 

ﾁｰﾑ名は、ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲｽﾞはﾄﾝﾎﾞでございますから、ﾐﾔｼﾞﾏﾄﾝﾎﾞ。

なぜこうなったかと言いますと、広島にちなんだものがいいなと

思って、ﾜｲﾜｲｶﾞﾔｶﾞﾔやっているなかで、中国山地にいるﾂｷﾉﾜ

ｸﾞﾏはどうだろうから、そこでひょっと出たのが、いや、宮島に希

少価値のﾄﾝﾎﾞがいるよと。この名前をもらったらどうかというのが

ございまして、もうそこですぐ決まったような次第で。決まり方は

単純だったんですけど、ﾐﾔｼﾞﾏﾄﾝﾎﾞから由来を取りまして、ﾄﾞﾗｺﾞ

ﾝﾌﾗｲｽﾞということになりました。ただ、一つ異論があったのは、ﾄﾞ

ﾗｺﾞﾝ？ 中日ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞ？ というのが結びつくかなということもあ

りましたけど、まあここはちょ

っと気持ちを変えています。 

ということで、ﾁｰﾑｶﾗｰは宮

島の鳥居、あるいは社殿の

朱色にしております。ｻﾌﾞｶﾗ

ｰは、瀬戸内海の海の青と

いうことに定めております。

というようなことで、ﾁｰﾑﾛｺﾞ

を作らせていただいており

ます。 

佐古賢一さんがﾍｯﾄﾞｺｰﾁ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙでは監督と言わずにﾍｯ

ﾄﾞｺｰﾁと言います。監督と同じことですね。この方は、日本代表

を１０年務められて、しかも全部中心選手で。よくいわれるのは、

ｻｯｶｰの三浦知良さんみたいな存在ということで、ﾌﾟﾚｰ以外にも

この人を慕う人はたくさんいます。現役を辞めて３年ぐらいになり

ますけど、全国を回ってﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの普及指導活動をしており

ましたけど、こういうﾁｰﾑの監督経験はまったくございませんが、

お声をかけましたら、我々の理念に賛同してくれまして、決まりま

した。我々の理念は、選手である前に紳士であれとか、人間で

あるとか、当たり前のことですけど、例えば移動中はちゃんとﾈｸﾀ

ｲを着用して、だらしない格好をしないとか、いろんなことがありま

すけど、そういう理念、子どもたちに好かれる、模範となるような、

まず人間であって、選手になってほしいというような理念を、しっ

かり理解してくれまして、いや、実は伊藤さん、私もそう思うんで

すよと。ｺｰﾄのなかも、もう少し皆、選手がﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを取れるよ

うに、目的意識を持ってやらなきゃいけないし、それから、外も同

じことですというようなことの理念も一致しまして、この佐古賢一さ

んに来てもらいました。 

ﾍｯﾄﾞｺｰﾁの次は、野球ですとｺｰﾁと言いますけど、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

では、ﾍｯﾄﾞｺｰﾁの次はｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁと申しまして、１月の終わりに

発表させていただきましたけど、大野篤史というのが、１月の終

わりに就任することを発表させていただきました。 

選手のほうですけど、これは規定で１０人以上、１５名までという

ことになっています。広島の現状は、大学生の新卒を今、５名ほ

ど確保しております。現役の選手には当たることはできないん

で、これはちょっとｼｰｽﾞﾝが終わってから。外国籍選手を、ほとん

どのﾁｰﾑが２名、３名有していますから、大きな、２ﾒｰﾄﾙとか、２ﾒ

ｰﾄﾙ１０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙとかいうような選手を２名、今、確保するように

しています。合わせまして１１名か１２名、確保できるのかなと言

っています。 

７年半前に広島で、先ほど少し申しあげました世界選手権という

のをやっております。ｻｯｶｰで言うとﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟですね。この広島

ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅに日本が来まして、連日満員だったんですけど、そ

この選手が１２名中、まだ現役でほとんどやっています。 

この世界選手権を広島でやったおかげで、広島市内で日本代

表が、もう幾度となく合宿をしています。その合宿を、広島市民、

県民が練習を見に行ったり、ｻｲﾝを求めて行ったり。多くは湯来

町で合宿をしましたけど、湯来町の皆さま方、まあ広島からもで

すけどね、差し入れをたくさん選手団に持ってきてくださったりし

て、親密になっております。 

選手のほうも広島だったら行きたいよと。極端なことを言うと、給

料が半分になってもこの佐古さんの下で働いてみたい、広島に

行ってみたいという選手が何人かいますんで、うまく折り合えば

そのときの有名選手も来てくれて、また７年半前に応援してくれ

た皆さん方も、試合をご覧になっていただけるのかと思っており

ます。今からが大変でございますが、もしこのお話に興味がおあ

りの方がいらっしゃいましたら、ぜひお声をいただければと思い

ます。それから机の上

の資料を、よろしけれ

ば お 持 ち 帰 り に な っ

て、周りの方にお話を

していただければ、大

変うれしく思います。拙

い話で申し訳ございま

せん、以上で終わらせ

ていただきます。 

あ り が と う ご ざ い ま し

た。 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年２月１３日（木） 会員数 ８５名 

出席 ７１名  欠席 １４名 

来賓  ２名  来客  １名 

１月３０日例会出席率  １００％ 

１月平均出席率  １００％ 

■次回例会  ２０１４年２月２７日（木） １８：３０～ 

 『日本酒例会  プログラム委員会主催』 

卓話 賀茂泉酒造㈱代表取締役社長 前垣 壽男 様 

 ソムリエ  的場  勝 様 

食事 和食 


