
 

１ 

Vol．１５５６ 

２０１８年８月９日号 

 

 
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 親睦委員会 

誕生月会員お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『誕生月会員スピーチ』 

『新会員自己紹介』 三宅 孝直 会員 

 

 
後列左から、林谷会員・迫会員・川上会員・石田会員・中尾会員 

前列左から、三宅会員・土井会員・丸本会員・畑会員・深川会員 

（当日欠席の方：越智会員・久保(雅)会員・宮本会員） 

 

 
今月、還暦をお迎えになっ

た川上会員にｸﾗﾌﾞから記

念品を贈りました。 

 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 
来週の８月５日(日)・６日(月)に元安橋東側で、当クラブが支援していま

す「小さな祈りの影絵展」があります。先週の土曜日にその準備をしてい

る影絵ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟのﾒﾝﾊﾞｰの製作場所に青少年奉仕委員会の秋山委

員長、上河内副委員長、樽本さん、篠崎さん始め、正副のﾒﾝﾊﾞｰと見

学に行って参りました。当日は生憎の交通事情の為２名しか制作をして

いませんでしたが、大変根気よく影絵を作る姿を見て感心いたしました。 

８月５日(日)・６日(月)の夕方には元安橋に是非足を運んでみて下さい。 

そして、５０周年記念事業の一つとして平和大橋をﾃﾞｻﾞｲﾝしたｲｻﾑ・ﾉｸﾞ

ﾁの説明板を平和大橋のたもとに設置する予定としています。ｲｻﾑ・ﾉｸﾞﾁ

は現代建築家で父親が日本人、母親がｱﾒﾘｶ人の混血で両国に数多く

の作品を残されています。 

平和公園の全体計画はご存知の通り丹下健三が中心となり、彼がｲｻ

ﾑ・ﾉｸﾞﾁに慰霊碑と平和大橋のﾃﾞｻﾞｲﾝを依頼しましたが、後に慰霊碑の

ﾃﾞｻﾞｲﾝは採用されず資料館と同様慰霊碑も丹下健三ﾃﾞｻﾞｲﾝのものと

なったそうです。ｲｻﾑ・ﾉｸﾞﾁﾃﾞｻﾞｲﾝの東平和大橋には「生きる」とか「つくる」

と言う名を彼は付けました。そして、西平和大橋には「逝く」と名付け、魂

を黄泉へ届ける船をｲﾒｰｼﾞした形だそうです。 

影絵展に行かれた時に少し足を伸ばして改めて見てみるのもいいのでは

ないかと思います。 

 
《ご案内》 

*次週９日(木)の例会は吉原ｶﾞﾊﾞﾅｰによる公式訪問です。例会終了後

にはﾌｫｰﾗﾑも開催しますので、多数ご出席ください。 

《ＢＯＸ配布物》 

*ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 

*ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝ出場者募集案内 

 
公共イメージ委員会  合田委員長 

*１１月３日に行われる「ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝ」に当ｸﾗﾌﾞの５０周年を

ＰＲするため、今年も出場する方を募ります。 

青少年奉仕委員会  秋山委員長 

*８月５日（日）・６日（月）に元安橋東側で「小さな祈りの影絵展」が開

催されます。５日(日)１８時からは「かなわ」さんでｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞを

行ったあとに影絵展の見学に行きます。是非、ご参加ください。 

■本日の例会     ２０１８年８月９日（木）    第２３６６回 

【ガバナー公式訪問】 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 親睦委員会 

新会員バナー贈呈 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『公式訪問に際して』 

国際ロータリー第２７１０地区 ガバナー 吉原 久司 氏 

前回例報告  ２０１８年８月２日（木）  第２３６５回 

会員誕生月お祝い 

祝 寿 

会長時間         会長  三保 二郎 

幹事報告         幹事  塩本 能尚 

委 員 会 報 告 
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☀自主申告 

三保会員・久保(豊)会員・塩本会員・小林(直)会員・竹内会員・堤会

員 先週行った第１回ｸﾗﾌﾞ協議会に出席された皆様、お疲れ様でした。

次週９日例会は吉原ｶﾞﾊﾞﾅｰによる公式訪問となっております。例会終

了後にはﾌｫｰﾗﾑも開催いたしますので、多数ご出席いただきますよう、お

願いいたします。 

坪内会員・藤田会員・泉会員・森会員・樹野会員 先月２７日より国

際奉仕ﾒﾝﾊﾞｰ４名・財団の藤田理事と計５名で、現地調査に行ってきま

した。何とか今年度の事業にｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金獲得と合わせて間に合うよ

うに取り組んで参ります。 

三宅会員 新会員自己紹介させて頂きます三宅です。今日は宜しく

お願い致します。この度、私の自宅・会社のある熊野町川角地区に

三保会長を始め、ご支援ありがとうございました。今後とも宜しくお

願い致します。池久保ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長から１５分位で宜しくと頼まれ

ましたが、１０分弱で終わりそうです。申し訳ございません。時間が

余ってどうしようもないようでしたら筋肉やﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの話をしますの

で、遠慮なしに言ってください。 

土井会員 ７７歳の誕生日を迎えることになりました。 

石田会員 ６９歳になります。頑張ります。 

川上会員 本日は誕生日を祝って頂き、ありがとうございます。 

畑会員 本日は誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうございました。還

暦まであと３年、頑張ります。 

迫会員 今月で５５歳になります。今後とも宜しくお願いします。 

林谷会員 今月で４３歳になります。まだまだ未熟ですが、頑張りますの

で、宜しくお願いします。 

篠崎会員 先日、家内の誕生日にお花を贈って頂き、ありがとうございま

した。大変喜んでおりました。 

池上会員 広陵高校、甲子園２年連続出場おめでとうございます。今

年は昨年のﾘﾍﾞﾝｼﾞを果たし、全国制覇されますこ心からお祈りしておりま

す。山本会員、おめでとうございました。 

山坂会員 広陵高校、甲子園出場おめでとうございます。 

炭田会員 三保会長、久保実行委員長、委員の皆様、３０日の決起

大会を失念しており、しつれいしました。若い力とｴﾈﾙｷﾞｰを結集し、先

輩を乗り越え、北ｸﾗﾌﾞらしい新しい世界を目指してください。 

秋山会員 先週、体調不良から発熱があり、例会や委員会欠席でご

迷惑おかけしました。みなさん、体調管理にお気を付けください。 

合田会員 本日、所用の為、早退します。新会員卓話の三宅さん、大

変申し訳ありません。卓話は週報にて拝読させて頂きます。 

松本(文)会員 研修があるので早退させて頂きます。 

ﾆｺﾆｺ委員会一同(泉会員、神農会員、迫会員、鈴木会員、下川会

員、河村会員、篠崎会員、浦会員、中川良浩会員) ７月のﾆｺﾆｺは

皆様のご協力で３４９，０００円の出宝をお預かりすることができました。 

ﾆｺﾆｺ箱の出宝は北ＲＣが関係する社会奉仕事業に支出されます。今

年は創立５０周年の特別な年でもあります。当委員会も奉仕の理念と

笑顔を忘れず、例会が少しでも楽しくなるよう全力で頑張ります。例年よ

りちょっと強めの勧誘があるかもしれませんが、こんな事は５０年に一度し

かない事とご容赦いただき、引き続きのご協力をお願い致します。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 
『新会員自己紹介』 

 

三宅 孝直 会員 

２０１８年６月１４日入会 

 
皆さんこんにちは、先々月の６月に

東会員、金井会員のご推薦を頂き、

歴史と伝統ある広島北ＲＣに入会

させて頂きました三宅孝直です。私

の自己紹介に入る前に感謝の意を伝えさせて下さい。 

この度、会社、自宅のある熊野町川角地区が土砂災害に遭い知り合い

の家は数件全損し、同級生は命を落としてしまい、悲しみを通り越し悔

しい気持ちが込み上げ、何かをしなければと考えた矢先に、坪内常任委

員長からご連絡があり、この度、三宅会員のご自宅と会社がある川角地

区であのような土砂災害が起き、三保会長を始め、北ＲＣで熊野町に

支援活動をしていきたいと言って下さり、今の現状と何が必要かを避難

場所である熊野町民体育館に行き、NPO法人の荒谷理事長にお話を

お伺いした所、前回会長からお話しがあったと思いますが、カンパンと水で

は食は進まず栄養不足が心配なので、とにかく今は食べる事しか楽しみ

がないので、温かく真面な食べ物を口にしたいとの事ですと伝えしたところ、

直ぐに対応して頂き、みっちゃんのお好み焼きを１５０枚、北ＲＣの先輩

方々と一緒に現地で準備をさせて頂き、温かい本格的なお好み焼きを

食していただき、大変喜んで頂く事が出来ました。入会して約一ヶ月で、

正直ロータリークラブとはよく分かってなったのですが… 

この度の件だけでも、北ＲＣの素晴らしき結束力と奉仕とは何かを肌で

感じる事が出来、大変感謝しております。本当にありがとうございました。

今後も熊野町を宜しくお願い致します。 

余り興味は無いとは思いますが、時間がたっぷりあるとのことですから自己

紹介をさせて下さい。 

１９８４年８月、呉生まれ熊野育ち、今年３４歳になります。先程はお祝

いをありがとうございました。 

家族構成ですが、妻と１歳の長男と三人でございます。 

幼少期の頃は今の見た目では想像出来ない位、とにかく活発過ぎて周

囲を困らせた記憶がうっすら残っています。そんな私ですが、２歳～１２歳

まで１０年間ﾋﾟｱﾉを続けていた事は不思議です。 

中学生の時も活発が継続しておりまして、熊野町以外でも活動しており

ましたら、校長室に呼び出され、何となく陸上部に入部していたため「君

のせいで県大会に先輩や同級生が出場出来なくなるから、君には退部

してもらうからな」と言われ、他の学校や相手の保護者に、親や先生方と

一緒に謝罪している最中に段々と悔しくなり、何かが吹っ切れ、つまらな

い喧嘩で有名になるよりも今迄、迷惑ばかりかけてきた陸上部で活躍し

て恩返しがしたいと思い、校長先生や陸上部の監督に喧嘩は卒業しま

すので、もう一度ﾁｬﾝｽ下さいと頭を下げそこから本気で取り組み、３年

生の時にはｷｬﾌﾟﾃﾝを任せて頂きました。 

その時に父親に言われた事は今でも明確に覚えております。 

｢ｷｬﾌﾟﾃﾝは部員のﾄｯﾌﾟ、人の上に立つ人間は先ずは何事も自分がやり、

人に命令するな」 

一つ例に上げますと、今迄ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備は1、2年生の日課でしたが、僕が

毎日一人でれいき掛けをしていると先ずは同級生、そして後輩達も一緒

にするようになりﾁｰﾑ作りとは何かを学ぶ事が出来ました。 

全国大会に行く前もまた父親に呼ばれ、「ｷｬﾌﾟﾃﾝは選手ではない、ﾁｰ

ﾑを優勝に導くのが務め。選手一人一人を試合当日、ﾍﾞｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ

をさせなさい」とにかく部員一人でも風邪を引かせると広島に返さんどと言

われ、もう一度その立場を強く認識しました。 

全国１位は叶いませんでしたが、何とか５位になる事が出来ました。 

少し詳しく説明させて頂きますと、２位でｱﾝｶｰの三宅選手はﾀｽｷをもら

いましたが、ｺﾞｰﾙするとなぜか５位でした。私の力不足です。 

ﾃﾚﾋﾞ中継もされていたので、本気で広島に帰りたくなかったです。 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 

《職業ニコニコ》 

中川良浩会員 ８/１、食品衛生協会の食中毒予防啓発ｷｬﾝﾍﾟｰ

ﾝで本通りをﾊﾟﾚｰﾄﾞしてきました。ﾊﾟﾚｰﾄﾞ後の打ち上げは百数十人

で野の葡萄ﾊﾟｾｰﾗ店に行きました。８/１はﾊﾞｲｷﾝｸﾞの日ということ

で、安心安全で美味しい料理をたらふく食べてきました。岡田昌樹

会員ご馳走さまでした。猛暑日が続いていますので、皆さんも食品

の保管、調理器具の衛生、手洗いなどに気を付けて、安全で健康

的な食生活を送ってください。 

岡部会員 昨日８月１日はﾊﾞｲｸﾝｸﾞの日。海賊の方ではなく食べ

放題のほうです。ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ店を始めて２７年。まだまだ頑張ります。 

島本会員 ８月３日は司法書士の日だそうです。ﾆｺﾆｺ委員会の中

川良浩委員長が教えてくれました。 

浦会員 不動産鑑定士として開業し、８月１日で１０年となりまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。 

当日計 49,000 円   累計 398,000 円

卓 話 時 間 
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中学時代の一番の心残りは、ｹｶﾞをして無ければ、毎年広島である都道

府県対抗を走りたかったです。 

活発を陸上に向けたおかげで、高校は５校の推薦がありましたが、国際

学院以外は県外や寮生活になってしまうので国際学院に入学しました。 

一年生の夏前に校長室に呼び出され、自分は喧嘩や目立った事もして

いないのに何故呼ばれるんだろと思いつつ、校長室に足を運ぶと校長先

生から「なぜ君は陸上部なんだ？」と尋ねられ「中学時代、個人も駅伝

も全国ﾄｯﾌﾟになれなかったのでなりたいです」とお返事したら、「うちの学校

の陸上部は無理だ」と言われ、推薦しといてそれは無いなと思いましたが、

話の続きを聞くと「自転車部に入れ、三宅くんは体力測定で全国２位の

身体能力があるんだから、うちの自転車部だと日本のﾄｯﾌﾟだけではなく世

界のﾄｯﾌﾟになれる」学生の私はその言葉に惚れ込み、次の日には自転

車部の練習に参加していました。 

自分で言うのも変ですが、とにかく負けず嫌いですから、１年生の春には

日本強化選手になり、２年の春にはﾃﾞｨｱｽﾛﾝのﾌﾗﾝｽ大会が決まってい

ました。 

その時の練習ﾒﾆｭｰは世界一になりたいのなら、世界一の練習のみという

監督でしたので、朝四時に起床、五時から１２ｷﾛのﾗﾝ、昼休みは筋トレ、

授業が終わると１００ｷﾛ～１５０ｷﾛをﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸで走っていました。1日１０

０００ｶﾛﾘｰ～１３０００ｶﾛﾘｰの食事をしていましたが、体重はずっと５３キ

ロでした。練習はサボらずしっかりしていましたが、ﾃﾚﾋﾞや雑誌などに取り

上げられると、鼻の下を伸ばすことを知らない三宅少年は、とにかく天狗

になっていたと思います。 

天狗人生は長く続かず、競技生活が一瞬で終わる程の大きな事故に

遭い、中学生の時も走り過ぎて膝の手術もしましたが、全然比べものに

ならない位の挫折を始めて味わいました。 

坂町にある済生会病院に入院していたのですが、ある日待合室が自転

車やﾛｰﾗｰ台、筋トレ機材が持ち運ばれていて、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑになって

いたのです。落ち込む私に病院の先生や校長先生方が話し合いをして、

準備して下さったと聞かされた時は涙が止まりませんでした。 

手術は成功しましたが気持ちだけではどうにもならず、競技復活までには

至りませんでした。今でもリハビリのために体を鍛えておりますので、こんな

体をしております。 

それから競艇の選手を目指し、ようやく５回目の試験で合格しましたが、

事故の影響のせいで身体検査に引っかかり、また落ち込んでしまいました。

そこから色々ありましたが今度は落ち込まず、一般家庭の布団乾燥を父

親が一人でしておりましたが、大病をして仕事ができなくなり、２２歳から

個人経営の代表を継ぎました。 

が、自分には営業力もない、ほとんど仕事もない、父親は入院して居な

い、けど見栄は張りたい、周りよりもいい車、ﾊﾞｲｸに乗りたいで、欲の固ま

りでしたが地道な道しかなくとにかく色々なところで働こうと思い、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀ

ﾝﾄﾞ、牡蠣屋さん、老人ﾎｰﾑ、車屋さん、求人会社の営業、週末は泊ま

り込みで国民宿舎でほとんど休みなしで働いていました。 

今の仕事を始めたきっかけは、高校時代事故で入院生活が長くﾏｯﾄﾚｽ

の臭い、ｶﾋﾞ、ｼﾐに気づき、ｱﾙﾊﾞｲﾄで働いていた老人ﾎｰﾑや国民宿舎

ではﾀﾞﾆやｳｲﾙｽ感染で悩んでいる現場を見て、思いつきました。営業力

も車販売、求人会社で学ばせて頂いたおかげで、どんどん仕事を戴く事

が出来ております。 

現在では福祉用具レンタル会社、介護施設、病院のﾏｯﾄﾚｽ、ｴｱﾏｯﾄﾚ

ｽの丸洗い洗浄、ホテル、旅館、寮などの寝具類はｵｿﾞﾝ装置付き遠赤

外線の乾燥車を特注で製作してもらい現地にて作業させていただいてお

ります。一般家庭の布団やﾍﾞｯﾄの乾燥もしておりますので、宜しくお願い

致します。 

約１０年前の話になりますが、求人会社で営業をして居た時、堤防水塗

装さんに営業して若い堤社長とお話しした事は今と変わらぬ髪型のお陰

で覚えています。 

こう考えますと３３年間の人生の中でも全て結びついていきますので、意

味のない事などないと一つも無いと思っております。 

北ﾛｰﾀﾘｰに入会させて頂いて直ぐに熊野町で土砂災害、この北ﾛｰﾀﾘｰ

での支援活動を生かし自分自身は勿論、会社も含め先輩方の足元に

も及びませんが、この伝統ある北ﾛｰﾀﾘｰの例会、交流、奉仕から学び、

成長し、活躍していきたいと思っておりますので、とにかく可愛がってやって

下さい。今後とも三宅孝直を宜しくお願い致します。 

 

今月から月一で小桜恵子さんの風水コラムを掲載します。お楽しみに！ 

 

 

 

今すぐ運をつかむ風水レッスン 

 
風水といえば「西に黄色で金運」と言われていますが、

本来の風水は、生年月日と性別から、皆、吉凶方位が違

います。お家の中心から見て８等分した吉凶の各４方位

が家族でもそれぞれ違うのです。 大凶方位と言われる

「絶対寝てはいけないお部屋」＝「絶命」と言われる方

位で寝ていると、「仕事でありえないことが起こってき

た」「何か悪いものが憑いたのかと思いお祓いにいって

きた」と言い始め、そのうち心を壊し、体を壊し、働け

なくなり引きこもり、 後には命をも落としてしまうと

いう方位です。 

もし、これを読んでいらっしゃる方の中に思い当たる人

がいれば、自分が寝るお部屋を替えてからどれくらい経

ったか思い出してみてください。早い人で１ヵ月、長い

人は９年で、そういうことが徐々に徐々に起こり始める

のです。（差があるのは、ご自身の持っている運氣のバ

イオリズムによるものです）。風水とは「風」と「水」。

どちらも動いて流れるもので、自分の背中を押してくれ

るものなのです。私の好きな言葉に「風はすべて追い風、

自分がどこを向くかだ」という言葉がありますが、すべ

ての風を追い風にできるよう、皆さんが、運をつかみに

いく風水についてのお話をこれから毎月お伝えしてき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

小桜恵子 

広島市西区己斐の自宅サロン 5to6（コトロク）で、占

い師、インテリア風水師として鑑定や講座などで活動

中。世界 高の風水師と言われ、ペニンシュラホテルな

どの顧問風水師でもある香港のレイモンド・ロー師をは

じめ、日本でも有数の師たちに数々の流派の風水を学

ぶ。中国新聞 CUE に毎月コラム連載中。 

5to6 で検索。 

■出席報告 出席委員会 

２０１８年８月２日（木） 会員数 ９７名 

出席 ８２名  欠席  １５名  来客  １名 

７月１９日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

村竹 正樹 様(広島陵北) 

■次回例会案内  ２０１８年８月２３日（木） 

【オープン例会】 

会場  ホテルグランヴィア広島４Ｆ悠久の間 

卓話  野球解説者 野村 謙二郎 氏 

 『カープから学ぶ強い組織の作り方』 

食事  洋食 

※次週８月１６日（木）は休会です。 
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青少年奉仕委員会では今年度も引き続き「小さな祈りの影絵展」

を支援しています。 

この影絵展は広島の高校生・大学生が中心となり運営しています。 

日常の幸せを影絵で描き展示し、平和について考えようとする趣旨

で、今年のテーマは「未来への手紙」でした。 

先日８月５日(日)と本日6 日(月)１６時から２２時頃まで元安橋の袂

で開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、制 作 現 場 にも伺 い、一 生 懸 命 に影 絵 を制 作 されて

いる所 を見 学 させて頂 きました。 

 

 

小さな祈りの影絵展２０１８ 


