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＜本年度会長テーマ＞ 「子供たちにプレゼントをしよう！奉仕を楽しもう！」

1月7日(木) 第783回

「年頭挨拶」

長神 憲一 会長

会長時間に引き続きまして、再度の登場とな

ります。

昨年、被選理事会を含め1年間 本当にありが

とうございました。今年度も6月末までの任期6

ヶ月間ご支援の程、宜しくお願い致します。

上半期 7月～12月は、

1.広島修道院 乳児院 児童養護施設に紙オムツ

とおもちゃを寄贈するのに、平成27年9月25日

に贈呈式を行なうことが出来ました。内容は

2015－16年度地区補助金 180,000円とクラブ

奉仕会計資金 195,127円 (内訳 紙オムツ

213,127円 おもちゃ 157,000円) を贈呈する

事が出来、11月5日には乳児院院長 横山慶子

様に卓話をしていただき、感謝状を拝領いたし

ました。

贈呈式の様子は本日、皆様にお届けいたして

おります、ロータリー1月号表から53ページ、

裏からは24ページに載っております。

青木広報・会報委員長 ありがとうございま

した。

2.職場訪問例会

平成27年9月27日～28日に東京の参議院議員

会館と国会議事堂・森本参議院事務所にお伺

い致しました。さすがに議事堂の内部は素晴

らしいですね。国の舵をきっている場所だと

感嘆いたしました。

27日の夜は東京湾で屋形船に乗ってのナイト

クルージングを楽しみました。海から見える

東京の夜景・・満月もひときわ絵になってい

ました。翌日は大下会員のはからいで、スイ

ーツの世界大会・素晴らしいスイーツの数々

と世界最高峰のパテシェの技術を拝見させて

頂きました。

本日は国会の会議中で欠席ではありますが、

森本会員には日本の舵取りを宜しくお願い致し

たいと思います。

3.昨年は豪雨災害のため中止になりました、安佐

北区女性剣士剣道親善大会が平成27年10月18日

に 主催広島安佐ロータリークラブ 主管安佐

北区剣道連盟 後援広島市安佐北区役所で行な

われ、参加者は小学校一年生から中学生・高校

生・一般の方々・お手伝いの父兄・審判をして

頂きました安佐北区剣道連盟の方々に安佐ロー

タリークラブの会員、約140名の素晴らしい大

会が催されたと思います。

子供達とお昼を輪になって食べる事は本当に

いいなって思いました。こんな活動を15回大会

まで続けている事とお手伝いされてい らっし

ゃる方々に頭が下がります。

本当にありがたい事です。16年間に渡って実行

委員長をして頂いております佐藤会員、これか

らも宜しくお願い致します。

4.広島市児童相談センター内 広島市こども療育

センター育成園の生涯施設の子供達に平成27年

12月24日に絵本を３０冊寄贈いたしました。育

成園の岡田園長先生に園内を案内して頂き、子

供達がご父兄や先生達と遊んでいる場面を見る

ことが出来ました。砂場で砂遊びをしている

子、トランポリンで跳んだり跳ねたりしている

子、滑り台で滑っている子、ジャングルジムで

遊んでいる子、私達に気がついて手を振ってい

る子、本当にこの子供たちに不都合な所がある

のかと疑うくらいに素晴らしい笑顔で遊んでい

ました。

その後、クリスマス会をする部屋に案内して

頂きまして、子供達の邪魔をしてはいけないの

で、先にクラブ会員と園長先生、副園長の大政

里美先生を交えて贈呈式をさせて頂きました。

クリスマス会にも参加させて頂き、ご父兄のサ

ンタさんに先生方のハンドベルと子供達一人一

人にその子にあったプレゼントを全員にお渡し

され、年長のお子さん達がライオンさん、キリ

ンさん、ゾウさん、ウサギさんになってサンタ

さんにプレゼントの劇をされました。素晴らし
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い子供達です。

子供達二人に一人の先生がつき、育成園の定員

は30名ですが、療育センター全体では約150名

の子供達がおられるそうです。大変なお仕事で

す。やはり、子供達の笑顔があるから続けられ

るのだと思いました。

子供達の写真は子供達のプライバシーの都合

上撮れませんでした。ご想像してみて下さい。

子供達が絵本を先生や父兄の方に読んで頂いて

いる笑顔が目に浮かびませんか・・。このお話

をクラブに持ってきて頂いた道垣内幹事に感謝

です。

5.国際奉仕でタイ女子就学支援を平成27年９月に

行ないました。自分達の目では見えない奉仕活

動です。青木会員に最初にお話を持ってきて頂

きました事業でお寺さんとコラボしております

活動です。少しでも日・タイ間のお役に立てれ

ばと思います。

6番目以降はまだ終了しておらない事業です。

平成28年1月24日にあります 天皇盃第21回全

国都道府県対抗男子駅伝競走会 広島県チーム

への応援です。

参加選手達へのブース設置・応援の中高校生達

への支援・競技の応援・競技終了後の選手・コ

ーチ・応援団の慰労。

世羅高校 男女アベック優勝「神の領域」と言

われた大会記録の更新、世羅高校時代が来たよ

うに思われますね。それと応援させて頂いた方

々が東京オリンピックでマラソン等、陸上競技

に出場されて金メダルを獲得と言う夢が実現し

ていると素晴らしいですね。担当は浮田会員で

す。本当に毎年、ご苦労様です。今年も宜しく

お願い致します。

7は職業人による講話会 ～見つめよう未来を

～(年1回：中学校または高等学校)において行

なっています。昨年度は熊野中学校で中学三年

生の三クラスで職業に対するお話を致しまし

た。

本年度はまだ決まっておりませんが、大北職

業業奉仕委員長 宜しくお願い致します。子供

達に少しでもお役に立てることが出来ればと思

います。

8は4月の中頃になるとは思いますが、比治山公

園清掃・トイレットペーパーの配布活動です。

段原中学校の生徒さん達と父兄・先生方、約

100名でお花見シーズン後にトイレと公園の清

掃をしております。

特にトイレの清掃をされているチームの子供

達は、始めはたわしで便器に便座を磨く事に戸

惑いを見せておられますが、終わりの頃には当

たり前のようにキレイにされている事に嬉しく

なってまいります。

それにもまして、松岡会員のトイレットペー

パー一年間に約1920ロール一日にすると約5個

強です。この配布の行動力には脱帽です。感謝

の念に堪えません。今年も松岡奉仕委員長宜し

くお願い致します。

9.それと全国の高等学校に配布させて頂きました

「語り継ぐ～高校生による被爆者証言取材プロ

ジェクト～」の残っておりましたＤＶＤを2015

年9月3日に卓話においで頂きました広島市教育

委員会 学校教育部第一課の島筒篤様のはから

いで平和教育に使用したいとの申し出があり広

島市内の小学校・中学校に配布して頂きまし

た。この事業は2012年から3年間に渡って行な

われたもので、今年度、国際ロータリー2710地

区の意義ある業績賞の申請をしております。

東ガバナーが公式訪問に来られた時に少し根

回しさせて頂いておりますが・・いかがでしょ

うか？

取り敢えず全ての条件は.クリア致しています。
受賞出来ると良いのですが・・。

ただ、これだけは他の人の考えが入りますの

で、いかがかとは思います。でも、取りたいも

のですね。2710地区に一つだけですから。

最後になりましたが4月29日に安佐ロータリー

クラブがホストクラブとなり催します、14ＲＣ

合同ゴルフ親善大会です。これは今、谷実行委

員長･八條副実行委員長に道垣内幹事を中心に

動いて貰っております。今月中に案内の発送と

忙しくなって参ります。ＳＡＡ・親睦・奉仕委

員会に会報・広報委員会とお願いいたす事が多

々あると思います。宜しくお願い致します。

それと30日の懇親会もございます。

29日の大会当日もですが、安佐ＲＣの会員全員

参加で宜しくお願い致します。今ここで、スケ

ジュール帳に記入していただき、是非とも大会

を成功させて下さい。宜しくお願い致します。

お願い事ばかりでしたが会長年頭の挨拶です

ので、本年度も会長賞を取らせて頂きたいと思

っております。

それと、今、申請しております事項はクラブ

対象の意義ある業績賞、個人部門では奉仕部門

功労者賞に佐藤会員・ロータリアン配偶者パー

トナー奉仕功労賞に松岡かずえ様と、5月以降

に申請願いを出します超我の奉仕賞に松岡会員

と少々、欲張りとは思いますが、五部門全部を

頂くつもりでございます。
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岡本会長エレクト次年度地区大会を楽しみに

しておいて下さい。取れる賞は全て取る予定

にしております。

以上で年頭の挨拶は終わりますが会員皆様が

あっての広島安佐ロータリークラブです。ロー

タリーを楽しみましょう。我がクラブは他クラ

ブには無い自由で、活動の活発なクラブです。

それと最後になりますが、本当に差し迫って

大切な事なのですが、一般会計が窮地に陥って

おります。

会員増強委員会の浮田委員長・大北会員・三宅

会員・河井会員の皆様、先日、大北会員へお渡

しを致しましたライオンズクラブの新入会員勧

誘の入会の栞を原姿に次年度のクラブが資金の

心配をしないための会員の増員の安佐ロータリ

ークラブのご案内を作成していただきまして、

それがあれば、会員の誰もが新入会員の勧誘が

でき、今年度30名の会員達成が出来ますよう入

会の手引きの作成を宜しくお願い致します。

会員増強委員の方だけではなく会員の皆様、

新入会員のご推薦を宜しくお願いいたします。

後、半年です全力で走り抜けたいと思いますの

で、後押しを宜しくお願い致します。

年頭の挨拶がお願い事ばかりにはなりました

が、重ね重ねも宜しくお願いの儀、お聞き届け

戴きたく思いまして、年頭の挨拶とさせていた

だきます。

2016年1月7日(木）第783回

3階「安芸の間」

会長時間

皆様、あけましておめでとうございます。昨年

一年間を振り返ってみてどうでしたか？素晴らし

い一年でしたでしょうか？

その昔、お釈迦様は、新年に挨拶に来た順から

その年を守ってもらい、干支にすると言いまし

た。猫は日にちを忘れてしまい、ねずみに聞くと

ねずみは1月2日だよとウソをつきました。だまさ

れた猫は13番目にゴールしたので、干支には猫が

いないそうです。それからというもの、猫はねず

みを見ると追いかけるそうです。

今年は平成28年、西暦2016年申年です。「十二

支」と「十干（じっかん）」で言うと、丙申（ひ

のえさる）となります。「申」は一年ですと７

月、時間ですと、15時～17時頃をさし、方角とし

ては北よりの南西を指します。

また占いの一つである「五行」では「金」の属

性を持ち、陰陽では「陽」の属性を持ちます。更

に「申」という字は「樹木の果物が熟して固まっ

ていく様子」を表したもの。本来で言うと動物の

さる自体には特に意味がありませんが、さるは木

と関係の深い生き物ですし、申の字の由来とも相

性抜群ですね。

次週から年男の弁をお聞きいたします。

申年生まれの人はこんな人

○超ポジティブ盛り上げ担当

人付き合いの上で困っている人を助けたり、盛

り上げるのが大好きで、一人いると場が明るく

なる。悪い空気を変えられるポジティブ思考の

人。

○頭の回転が早い

内面で考えを巡らせ、人より早く答えに辿り着

ける要素を持ち、そして考えがまとまれば、一

気に行動を起こして世間をあっと言わせる天才

肌の側面も。

○クセモノ

ただし、人より頭の回転が早いと言う事は、そ

の結果にいち早く気付けるという事。もしダメ

だったと判明した時点で、すっぱりと切り捨て

られる潔さも持ち合わせています。この切り替

えの早さが外から見ると「飽きっぽい」「冷

徹」と取られる事も。楽しいけれど抜け目のな

い、油断してはいけない「クセモノ」と思う人

もいるようです。
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豊臣秀吉は申年の申し子と言われています。サ

ルと言われて出世した時代、「盛り上げ要因」

一夜城からみえる回転の速さと行動力、そして

天下人になった抜け目無さと冷徹さ、さらに言

えば、死後も徳川家にずっと敵視されてきた

「クセモノ」の素質。一部こじつけもあります

が、これ程申年の特徴が出る人も珍しいのでは

ないですか。

来週14日は八條会員ですが変わるみたいです。

21日は青木会員に三宅会員と、年男の弁をお聞

き致します。楽しみにしております。

今年も一年の暦もめくり始めて一週間が経ちま

した。あと会長の時間も半年になりました。

気を引き締めて事にあたって行きたいと思い

ます。

本日のプログラム

「会長年頭挨拶」

長神 憲一 会長

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナーズレター・ロータリーの友配布。

・新会員歓迎夜間例会のご案内を配布。ご出

欠は回覧にてお願い致します。

2月4日(木)18：30～（リーガホテル広島）

２.例会変更

・広島中央RC 「施設訪問例会」

と き：1月25日（月）12：30～14：30

ところ：広島市手をつなぐ育成会多機能型

事業所 広島作業所

☆ ニコニコ箱

￥48,000 累計￥393,000
☆ 長神 憲一 様

明けましておめでとうございます。皆様良い年

を迎えられましたでしょうか。きっと昨年以上

に今年はステキな年になると思います。今日は

会長の年頭挨拶となっております。本年もあと

半年宜しくお願い致します。

☆ 佐藤 恭子 様

あけおめで～す♪本年もどうぞ宜しくお願い致

します。良い年でありますように。

お年賀♪ロータリーの友53ページに長神会長の

写真が～！

☆ ニコニコ箱

☆ 三宅 恭次 様

明けましておめでとうございます。今年も宜し

くお願い致します。崇徳の多留君のボランティア

スピリット賞、文部科学大臣賞誠におめでとうご

ざいます。レポートを読むと、彼の素晴らしさが

ひしひしと伝わってきます！崇徳インターアクト

クラブの支援、引き続き頑張って行きましょう！

会員記念日（1月）

☆誕生日おめでとうございます。

・河井 宏雄会員（S9.1.31） ￥10,000
82歳を迎え、85歳を目標に生活習慣に留意し
て元気で日々を過ごしたいと思います。なお

体調の関係から行事の不参加に対しお詫びい

たします。そのため、別途5,000円を添えま
すので宜しくお願いします。

・谷 勝美会員（S17.1.28）
今年も元気で頑張るつもりです。皆様宜しく

お願いします。又、4月29日14RCゴルフ懇親
大会のホストクラブです。皆様のご協力をお

願いします。

・中村 和人会員（S40.1.15）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・奥芝 隆会員（奥芝 博子様：28日）
家内博子67歳。そして谷先輩と同じ日です。
だから、ドシッと落ち着いているのか。何は

ともあれ、ありがとう。

・浮田 収会員（浮田 麻美様：22日）
☆結婚記念日おめでとうございます。

・大下 秀明会員（S52.1.16）
結婚39年目となり、充実した日々を過ごす？
予定。

☆創業日おめでとうございます。

・長神 憲一会員（長神金物(有) S23.1.30）
今年で68周年をむかえます。代も3代目に変
わっていますが、今年は変革の年になりそう

です。とりあえず出だしの3ヶ月順調に行け
ば問題は起こらずにスムーズに乗り切れるの

ではないでしょうか。70周年は無事に迎えた
いと思います。

☆入会月おめでとうございます。

・山口 洋充会員（2013年1月10日ご入会）
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1月14日(木) 第784回 今年度も､出来ればやりたいと思っています｡

又､職場訪問では､参議院議員の森本会員のご厚

意での国会議事堂見学をさせていただき､普段で

はできない体験をさせていただきました｡

皆さんこんにちは｡今日は職業奉仕について卓話を

させて頂きます｡

職業奉仕担当委員になって､半年が過ぎたのですが

職業奉仕について真剣に考えたのが､今回が初めての

様な気がします｡

あまり説得力が無い卓話になるかもわかりません

が､宜しくお願いします。

ロータリーの四大奉仕は､クラブ奉仕･職業奉仕･社

会奉仕･国際奉仕があり､ロータリークラブの基本理

念と呼ばれていたものに職業奉仕があります｡

ロータリー章典の中から職業奉仕に関する声明を

ピックアップしてみました｡

職業奉仕に関する声明

職業奉仕とは､あらゆる職業に携わる中で､奉仕

の理想を生かしていくことをロータリーが育成､支

援する方法である｡職業奉仕の本来込められている

ものは次のものがある｡

１）あらゆる職業において最も高度の道徳的水準

を守り､推進する事｡その中には､雇用､従業員､

同僚への誠実､忠実さ､また､この人達同業者､

一般の人々､職業上の知己すべての公正な取扱

いも含まれる｡

２）自己の職業またはロータリアンの職業のみな

らず､あらゆる有用な職業の社会に対する価値

を認めること。

３）自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに

役立てること｡

職業奉仕は､ロータリークラブとクラブ会員両

方の責務である｡クラブの役割は､模範となる

実例を示すことによって､また､クラブ会員

が自己の職業上の手腕を発揮できるようなプ

ロジェクトを開発することによって､目標を実

践､奨励することである｡クラブ会員の役割は､

ロータリーの原則に沿って､自らと自分の職業

を律し､併せてクラブ･プロジェクトに応える

ことである｡

このように謳ってありました｡

広島安佐ロータリーでは､今年度はまだしていません

が､去年の6月18日に職業奉仕の一つとして熊野中学で
の職業人卓話をさせて頂きました｡

生徒さんの反響も良かったように聞いています。

またこちらも､生徒さんに教えられる事もあったよ

うです｡

「職業奉仕月間」

職業奉仕担当長

大北 茂人 会員 「エネルギーの側面から推測

できる”私流”今後の経済

予測」

会長エレクト

岡本 忠文 会員

丙申年を迎え、原油市場の急落、株式市場の年

初大発会以来の続落というマクロでは、世界的に

大変厳しい情勢が予想されるスタートとなりまし

た。

先ず原油市場ですが、石油指標の一つWTIが1バ

レル30$台へ急落、12年振り安値 となり、2008

年に囁かれた「第3次石油ショック」に始まり、

2012年と100$原油(2012.1～2014.8)であったのが

嘘のような状況を呈しています。

原因は、中国経済の破綻と産油国の供給過剰であ

り、そこに水素エネルギーを主軸にしたハイブリ

ッド技術やソーラー技術等が加わり、原油市場失

速のスパイラルが始まったと思えます。

「石器時代は石がなくなったから終わったのでは

ない」という有名な言葉を当時サウジのヤマニ石

油相が残しているように、石油市場の混迷は人が

作り出しています。

昨今の、ジェットコースター的急落は、米国主導

の「シェール革命」がその端を発しておりサウジ

産油国と対峙してしまいました。

一方で、シェール革命は長続きしないとも言わ

れ、20年代には頭打ちになるかもしれないと

（IEA）国際エネルギー機関は警告しています。

石油価格の急落は、オイルシェール開発投資の停

滞と回収の遅延により、急激にシェール各社が経

営危機に陥ると予測され、将来的には中東依存度

がオイルショック以前になる（70年代）とも言わ

れています。逆に価格高騰を産み出すことになっ

ていくことが容易に想定できそうです。

現状では、エクソンモービル・シェブロン・ロイ

ヤルダッチシェル・BP等オイルメジャー各社とも

株式市場では3ヶ月ぶり安値となっており、シェ

ール開発に携わっている日本企業の軒並み安値更

新と並行し、イギリスのBPでは、２０１７年末５

％（約4000人の削減）を表明しております。
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さて、次に株式市場ですが、年初以来大発会以

降6営業日連続安は史上初です。

2016年の世界の株式市場も波乱の幕開けとなって

おり、先週末8日のNYダウは3日続落となり、週間

の下げ幅は1078ドルの6.2％安とリーマン・ショ

ック後の2008年10月以来、7年3カ月ぶりの大きさ

に達しました。年初の下げとしては過去最大を記

録してしまいました。発信源の中国上海株総合指

数が10.0％と最も下げが大きく、中国ウェイトが

高いとされるドイツのDAX指数の下げが8.3％安と

それに続いています。

日経平均株価は、7.0％安。米ダウの6.2％安を上

回る下げ幅となってしまいました。

米国の金利引き上げと株価の相関図には特に注意

が必要かもしれません。

では、先に述べた「シェール革命」とは？

シェール企業は、エクソンやシェブロンが掘り尽

くした石油・ガス田をミッチェルエナジーやチェ

サピークのような零細企業が買い取り、自社の持

つテクノロジーで頁岩層（オイルシェール層）へ

の掘削を始めたのです。地下5000Ｍの掘削深度、

3000Ｍ水平掘りに成功し、砂岩層を掘り尽くした

各油田の買い占めが始まりました。

ご案内のように砂岩層の原油は5～600Mと深度が

浅い上に、大量の原油が染みこんでいます。とこ

ろが、頁岩層は掘れば間違いなく産出しますが、

量は一定量にしかなりません。砂岩層の油田は特

大ホームランですが当たる確率は極めて低く、シ

ェール層はバントヒットの様に必ず当たるが量は

望めないという特質があります。且つシェール層

は北米を中心に世界中に埋蔵されておりますが、

米国は掘削術により石油輸入国から一気に「輸出

国」になってしまいました。

例えば、チェサピーク社はマクレンダンとラルフ

三世（デューク大学）によって運営され、かつて

のアップル社のような進化をしたようです。

最初はシェールガスで天然ガス市場の様子を一変

させましたが、今は生産過剰でプライスダウンと

なりシェールオイルにシフトしています。尚シェ

ールガスは「天然ガス」として今春初めて日本に

輸入されるそうです。日本としては輸入国の多様

化と安価なエネルギーとしてメリットがありそう

ですが「安定供給」の観点では少し疑問符が付く

かもしれません。

この様に、ポイント、ポイントでは、安価とい

うメリットを享受できると思われがちですが、

WTI指標は先物取引でありシェール企業群は「ジ

ャンク債」と言われておりハイリスク物と言われ

ています。

これは、先の「リーマン・ショック」の引き金にな

った、サブプライムローンの債券にとてもよく似て

おり、住宅価格の下落と共に「不良債権化」し、悪

い事に証券化された不良債権は世界中に売り捌かれ

健全な市場を駆逐してしまいました。

そこで私は、今年の経済予測のキーワードに「シェ

ール革命」を挙げたいと思います。是非この動きを

皆様注意深く検証していって頂きたいと思っており

ます。

最後に、ロータリー会員はエネルギーの掘削屋で

はなくテクノロジー側ではなくエネルギーそのもの

だと思っております。

個々人が磨かれたエネルギーで輝きを増せば一層ミ

ラクルな光を放つ事が可能であり

「ロータリーにダイナミズムと次世代への

メッセージをプロデュース」

を実現させる“フォース”になるでしょう。

崇徳学園ＩＡＣ募金

1月分
遠藤 暢彦･石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美･谷口 泰富 会員

1月7日 長神 憲一会員 (￥1,000)

道垣内文夫会員（￥1,000)

1月21日 佐藤 恭子会員（￥1,000）

合計14,000円
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お客様、ようこそおいで下さいました。ごゆ

っくりしていって下さい。本日卓話をして下さい

ます職業奉仕担当委員長の大北会員、今月は職業

奉仕月間です。宜しくお願い致します。それと岡

本会長エレクト、どのようなお話か楽しみにして

おります。

今年も先日､上田宗箇流の初釜にお伺いしてま

いりました｡いつもながらにピーンと張ったお茶

会の席は良いものですね。

上田宗箇流とは40数年前、先代のお家元の時代

に大学で上田宗箇流の茶道部の部長をしていた関

係で、今でもお付き合いさせて頂いております。

和風堂はいつ行っても心が落ち着ける素敵な空間

ですね。

お茶会はまずは待ち合いで一時の時間を過ご

し、濃茶のお席にご案内して頂きます。打ち水を

して、お客様をお出迎えしている小路を通り、に

じり口をくぐりまして、床に飾ってある茶杓、掛

軸、しゅんしゅんと湯の沸いている釜に御棚にお

正月ならではのお花を拝見し、亭主の上田宗冏お

家元のお手前を拝見させて頂きます。

若宗匠がおしまいをされている間に亭主と正客

様との会話を楽しみます。

その頃にはだんだんと重くなっている体の重みが

足のしびれを招きはじめておりますが、それにも

なんとか耐え、茶席で主菓子と美味しいお茶を頂

き、お席で使われました主茶碗、二客茶碗、茶

入、仕服、茶杓と拝見させていただきます。

その後、お席を替えて、鎖の間にてお薄の黒豆

と梅干に山椒の入りました大福茶を頂きます。

最後に書院屋敷で祝膳を頂きます。これが本当

に素晴らしいお席で、おいしいお肴に舌鼓を打ち

ながらお屠蘇を頂きます。お屠蘇はいいものです

ね。

ただ残念な事に今の私はお酒をたしなめない事

が残念でありますが、その食事の最中に福引があ

ります。

昨年までに私はお家元の書や金城一国斎作の香

合など当たりまして、書は表装してもらい、我が

家の宝物にしております。たまには家でお茶でも

立てるといいのですが、なかなかその時を楽しむ

機会に恵まれていません。

会長の職が解かれましたら、たまには妻と二人

でお茶を楽しみたいものだと思っております。

本日のプログラム

「職業奉仕月間について」

職業奉仕担当長 大北 茂人 会員

「エネルギーの側面から推測

できる”私流”今後の経済

予測」

会長エレクト 岡本 忠文 会員

幹事報告

１.BOX配布物

・14RC合同懇親ゴルフ大会のご案内を配布。

回答は、2月29日（月)までにご回答下さい。。

4月29日(金)8時スタート

(広島カンツリー倶楽部西条コース）

☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆ

っくりしていって下さい。職業奉仕担当委

員長大北会員、会長エレクトの岡本会員お

話を楽しみにしております。大北会員ポー

ルハリスフェローありがとうございます。

松岡会員、2回目ですね。後程バッジの贈呈

式を行います。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。メー

クアップレギュラー広島RC角廣様、ようこ

そ。お待ちしておりました。今年もどうぞ

よろしく。

￥2,000 累計￥395,000

2016年1月14日(木）第784回

3階「安芸の間」

会長時間

大北 茂人 会員

ポールハリスフェロー

松岡 與吉 会員

ポールハリスフェロー+２
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1月21日(木) 第785回

「年男について」

三宅 恭次 会員

「年男について」

青木 幹丸 会員

ついこの前、還暦を迎えたと思っていました

が、早くも干支ひと巡り、申年、私の“当たり年

”です。火野正平ではありませんが「人生下り坂

最高！！」とまではいわないが、この間、40年勤

めた会社を退職、新たにお声がけを頂き、新しい

仕事に就き、趣味の世界の交わり、小中高同期の

集まりの幹事、異業種交流、そして何よりも広島

安佐ロータリークラブに「ご縁」を頂き、楽しく

充実した日々を過ごすことができました。

現役サラリーマン時代にも多くの知己を得まし

たが、それは仕事上の、いわゆる“ギョウカイ人

”とのお付き合いでした。しかし、この10年間は

私の全く知らない世界の方々など、お付き合いさ

せていただいている方々の幅が広がってきまし

た。それから、このところ何十年振りの出会いが

あり、「縁の不思議」を感じています。

「縁」：縁結び、縁切り、縁起を担ぐ、縁起物

…等々、謂わば「関わり合い」「関係」というこ

とでしょうか、それがこの歳になって途絶えてい

た縁が突然、偶然の重なり合いで復活することが

起きております。紙数の関係で列挙できません

が、2,3挙げますと、小学校の同期で母子家庭で

決して豊かではないＮ君が居ました。彼は小学校

高学年から新聞配達をしており、当然自転車もな

く歩きで配っていました。我が家から先は橋を渡

って、農家が点在する、子供心に「とおーい」と

ころでした。私の父親がそのこと知り、毎朝、5

時過ぎに、「自転車を使うように」と、玄関の鍵

を開けておいてやりました。そのことを私は知っ

ていましたが、決して話題にすることはありませ

んでした。それから半世紀、東京にいることだけ

で詳しい消息は知りませんでした。ところが、昨

年末、彼が広島に帰り、友人に「恭ちゃんに会い

たい」と、丁度その日が小学校の同期が月一回集

まる日と重なり、それこそ50数年振りに再会を果

たしました。お互い幼いころの顔立ちと変わって

おり、「街であったら絶対わからんな」「お父さ

ん、お母さんは…？」すでに亡き事を告げると、

今度広島へ来るときは是非仏壇参りをしたいと言

ってくれました。そして、正月、彼から賀状が届

きました。今度会ったらゆっくり、ゆっくり昔話

をしよう、と添え書きがしてありました。

もう一人も小学校の同級生です。のちに知るこ

とですが、彼は中学を卒業すると東京に出て、寿

司屋に奉公、親方に認められ、30代で東京自由が

丘に店を出して現在、隆々とやっています。これ

も一昨年、故郷であった古希の会で、私は出てい

ないのですが…、女性陣が「Ｉ君、今一番誰に会

いたい？」と聞いたところ「三宅の恭ちゃんじゃ

ね」、これを伝え聞いた私は昨年２月、上京して

再会を果たしました。お互い多くは語りませんで

したが通じ合うものがあり、それ以後幼馴染と訪

れたり、家族と行ったりしております。私は東京

勤務時代、同じ目黒区に住んでおり、彼の店まで

電車で20分～30分のところ、もっと早く知ってい

れば…と思いつつ、「いやいや､人生終盤で出会

ったことこそ再会の喜びが強い」と思っていま

す。

アップルコンピュータの創業者スティーブ・ジ

ョブスはスタンフォード大学の卒業式で有名なス

ピーチをしています。彼が最初に挙げたのが、

「点と点は繋がる」ということです。

その点と点は先回りしてみることはできないが

…、だから今ばらばらな点でも将来、何らかの形

でつながることを信じなさい､と｡それは自分の信

条､運命､人生など､なんでもいいから。私なりの

解釈ですが、半世紀の時を経て、私という点と彼

らが見事に繋がったのだと信じたいと思います。

三宅さんに「ご縁」というお題をいただきまし

たので、その文脈でお話をします。

4年前に三宅さんのお母さまが亡くなられ、そ

の時、菩提寺が三次の、やはりわたしと同じ浄土

真宗本願寺派の専法寺さんであることを知り、そ

れから後も、折に触れて法要の話や住職さんを始

め寺族の方の話を聞いておりました。

そのお寺は、姓を梵(そよぎ)といい､カープの6
番、前選手会長、梵英心選手の生家になります。

その梵選手の4歳違いのお兄さんが、副住職の

大英師で、以前から、三次の街興しに色々ユニー

クな活動をされていることを耳にしておりました

ので、ではこのご縁に、一度拙寺にもお出でいた

だいてお話をしてもらおうと思い立ちました。依

頼したところ、先方も、わたしが三宅さんと同じ

ロータリーということで、親しみを持たれたよう

ですし、快く出講を承諾して下さいました。
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お客様、ようこそおいで下さいました。入会御

予定のお客様、広島県美容業生活衛生同業組合理

事・副理事長 山本拓治様、ゆっくりと安佐ＲＣ

をみて下さい。楽しいクラブです。御入会をお待

ちしております。宜しくお願い致します。

本日の卓話時間は年男の三宅会員、還暦を迎え

られます青木会員による年男の弁です。お話を楽

しみにしております。

今日は大寒(だいかん)二十四節期の第24。小寒か

ら立春までの30日間を寒の内といい、大寒はその

真ん中にあたります。一年でもっとも寒い時期と

いう意味です。小寒から数えて15日後とされてい

ます。

その寒い中、1月24日天皇盃全国都道府県対抗

男子駅伝競走大会が行なわれます。その大会は国

内の男子陸上競技 中・長距離選手の強化育成と

駅伝競技の普及を目的に創設されました。それま

で、日本3大駅伝のひとつとして62回を数えた

「中国駅伝」を発展的に解消。1996年国際平和文

化都市広島を舞台に第1回大会が7区間47,0㎞のコ

ースで開催されました。その47㎞は都道府県の47

にちなんで設定されました。

第5回大会(2000年)から平和記念公園前を発着

点にユネスコの世界文化遺産である原爆ドームと

廿日市市宮島の厳島神社を結ぶ、現在の7区間

48,0㎞のコースになりました。この距離は各区間

の距離の見直しに高校生区間17,3㎞から20,5㎞

社会人・大学生区間を23,7㎞から21,5㎞にして1

区でたすき渡しが1分30秒でしないといけない5,0

㎞を7,0㎞に延長し比較的スムーズにたすき渡し

が出来るようになりました。さらに、第15回大会

(2000年)からは、優勝チームに天皇盃が授与され

ています。

チーム編成の最大の特徴とされているのは、1

・4・5区を「高校生」2・6区を「中学生」3・7区

を「社会人・大学生」が走る、世代を超えた、た

すきリレーです。中・高生にとってオリンピック

など世界で活躍するトップアスリートである郷土

の先輩とチームを組み、間近に接することは陸上

選手として大きな刺激であり、また、自分の将来

への大きな励みになっています。

それとふるさと制度があります。「社会人・大

学生」の選手は出身の中学校・高校のある都道府

県からも出場できる「ふるさと制度」が設けられ

2016年1月21日(木）第785回

3階「安芸の間」

会長時間

昨年11月に2日間、来寺していただきお話を聴

きました。もちろんお話の根幹をなすのは、生活

の中での仏教、浄土真宗の教えなのですが、随所

に野球の話や弟英心さんとのエピソードなどを交

えた大変興味深い内容で、大勢の門信徒に好評を

博しました。

中でも､とりわけわたし自身印象深かったのは､

英心選手がカープ入団時､お父さん(専法寺住職)
から贈られた「言葉」にまつわるお話でした。

厳しい競争にさらされるプロ選手は、どなたも

拠りどころとする大切な言葉をいろいろとお持ち

なのではないでしょうか。梵選手は､お父さんか

ら､浄土真宗の開祖､親鸞聖人の正信念仏偈にある

｢邪見驕慢悪衆生｣という言葉を､いつも意に留め

ていて欲しいと､親の願いを託されたといいます｡

そして梵選手はそれをグローブに書いて、常にそ

の言葉を意識しながら練習に励まれたそうです。

特に驕慢とは、おごり、たかぶり、あなどりと

いう意味です。その中に、周囲からちやほやされ

ることがあっても天狗になるな、常に謙虚に周囲

からの忠告、助言に耳を傾けよ、そしていつも自

分の原点に立ち返り基本に忠実にあれ、などとい

うような、わたしたちがややもするとはまりやす

い陥穽に対しての戒めを読み取るのです。

いまし、プロ選手としてスタートラインに立っ

た息子さんに、親鸞さまもこんなことを教えてお

られるよと、戒めとともに精進を促された親心を

思います。そしてもっと深読みをするならば、そ

の厳しさの奥底には、駄目なら帰ってくるところ

はあるよとの、精妙なセイフティーネットまでも

感じ取れるのです。

そんなお話に大きな感銘を受け、色々なことを

考えさせられました。これも尊いご縁です。

さて､年男の本年､わたしも原点回帰をこころに

刻み、生業に、またロータリーに勤しみたいと、

志を新たにしている、三日坊主ではありません

が、三週間坊主です。偉そうなことを言いまして

も、まっ、そんなもんです。皆さまのお導きだけ

が頼りです。どうか本年も宜しくお願いします。
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本日のプログラム

「年男について」

三宅 恭次 会員

青木 幹丸 会員

幹事報告

１.BOX配布物

・1月分理事会議事録・被選理事会議事録と

12月分個人別出席一覧表を配布。

２.例会変更

・広島廿日市RC 「職場訪問例会」

日 時：2月8日（月） 12：30～13：30

場 所：中国醸造株式会社

☆ ニコニコ箱

￥5,000 累計￥400,000
☆ 長神 憲一 様 ￥2,000

お客様ようこそおいで下さいました。ごゆっく

りしていって下さい。本日卓話をして下さいま

す青木会員に三宅会員、楽しみにしておりま

す。入会予定の山本拓治様、お待ちしていま

す。来週は、第21回天皇盃男子駅伝です。皆様

応援の程宜しくお願いいたします。優勝を祈念

して出宝を倍にします。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。新入会

員！山本様ようこそ、ようこそ！

☆ 浮田 収 様

21回男子駅伝広島県応援よろしくお願い致しま

す。暖かくしてお越し下さい。天候心配です

が、優勝祝賀会になります事、祈念です。山本

拓治様ようこそ！あとお仲間数人とお話もさ

れ、複数でも大歓迎です。

☆ 三宅 恭次 様

先週末、広島市立大学に昨年3月まで米山奨学

生だったウーチンフンさんの博士課程、卒業作

品展を観に行きました。和紙を使った造形物は

見事の一言でした。論文を審査した先生も大変

ほめておられました。

ています。各チーム1区間限定ですが実業団チー

ムや有力大学のあるなしで、各チームの力の差が

大きくならないように均等化され、毎年、接戦が

繰り広げられています。

また、進学や就職で故郷を離れた選手たちが、

ふるさとの代表として出身地の名前を胸に走るこ

とは誇りであり自らの成長を故郷の人たちに見せ

る絶好の機会となっています。

参加選手は

一般は昨年の世界選手権１万ｍ代表 鎧坂哲哉

(旭化成)選手、元日全日本実業団駅伝1区2位の北

魁道(中国電力)選手、１万ｍ 28分27秒14の持ち

時計の藤川哲哉(中国電力)選手。

高校生は全国高校駅伝1区3位の中島大就(世羅

高校)選手、持ち時計 5千ｍ 14分04秒13の新迫

志希(世羅高校)選手、14分16秒97の植村拓夫(世

羅高校)選手、13分50秒67の吉田圭太(世羅高校)

選手。

中学生は全国中学校駅伝 1区1位の梶山林太郎

(坂中学校)選手、3千ｍの持ち時計 8分42秒37の

前垣内皓太(三原五中学校)選手、8分53秒36の岩

本二千翔(坂中学校)選手達の総勢10名です。

オーダー提出は23日午後3時ですが、オーダー

の確定は駅伝当日の24日午前9時となっておりま

す。当日まで選手達は体調管理が大変だと思いま

す。

今現在は1区中島選手、2区前垣内選手、3区北選

手、4区新迫選手、5区吉田選手、6区梶山選手、7

区鎧坂選手と言われております。

総合予想(持ちタイム合計)は2位埼玉を30秒近

く離しての堂々の１位です。この大会を応援する

広島安佐ロータリークラブは広島で唯一つのロー

タリークラブです。是非とも、当日の応援には20

年ぶりに待ち焦がれた優勝の瞬間の後押しため

に、ご参加下さい。宜しくお願い致します。
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第21回 都道府県対抗男子広島駅伝大会

２位
準優勝

2016.1.24
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1月28日(木) 第786回

広島北･広島陵北･広島安佐
３ＲＣ合同夜間例会
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呉 青峰君(元米山記念奨学生)の

広島市大大学院卒業作品展

2015年3月までの2年間、谷口会員がカウンセラー

になり、安佐クラブとしてアシストした広島市立大

学大学院で総合造形芸術専攻している呉青峰君(中国

・内モンゴル出身)の卒業作品展が1月11日～15日ま

で、市大芸術資料館の展示室でありました。

作品はいずれも和紙を素材にした大作で､｢立体造

形の素材としての和紙の可能性｣と題した展示物は、

鯉の群泳、トンボ、雲…、約200平方メートルはある

展示スペース一杯を使った迫力あるものでした。

呉君は西洋紙と和紙の用途としての違いに着目、

つまり洋紙は原則として記録するものとしてしか使

われていないが、和紙は古来から多様に使われてい

る…そこから造形物としての可能性を探ったのだそ

うです。鯉の群泳は5種類の型を作り、そこに半身ご

とに原料を流し込み、乾いた後貼り合わせて60匹の

鯉を作り、写真のように群れて泳ぐさまを表現して

います。雲はすべての雲がひもで繋がれ一点に集め

られ大小の歯車を回すことで上下する、中々の優れ

ものでした。

私が観に行ったとき、論文指導をされた城市真理

子准教がおられ、話をしました、先生から「2年間奨

学生として援助頂きありがとうございました。奨学

生に決まったとき、呉君の顔がぱっと明るくなった

ことを覚えています」と。さらに論文について「外

国人留学生はほとんどが母国語で書き、それを日本

語に翻訳してもらっています。呉君はすべて日本語

で書き上げました」「私は“てにをは"を直す程度で
した」と大変褒めておられました。

教授会の最終審査が残っていますが、それをパス

すれば晴れて大学院卒業になります。

今後について呉君は「出来れば研究生として大学

に残りたい」そうです。

最後に呉君から「安佐クラブの皆さんへの感謝の

気持ちを持ち続けており、本当にありがとうござい

ました」との伝言を預かりました。

私たちとしても彼が造形作家として成長、成功す

ることを願うものです。

三宅恭次記


