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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！」

3月3日(木) 第790回

「創立１７周年夜間例会」

長神会長挨拶

広島陵北RC

川中敬三会長挨拶

広島陵北RC

高野幹事乾杯

創立17周年

おめでとう！

只今ご紹介のありました広島陵北RCの

川中です、スポンサークラブを代表し

て一言お祝いの挨拶をさせて頂きま

す。

本日は広島安佐RC創立17周年大変おめ

でとうございます、一言に17年と申し

ましても大変なご苦労があったものと

拝察いたします。

顧みますに、陵北ＲＣ内に新クラブ

設立の為に二宮義人特別代表を中心

に、佐藤孜さん、愛谷さん、濱崎さん

などがご尽力されていたのを思い起こ

します

創立時23名でスタートされ､初代会長

を佐藤恭子さん､幹事を青木幹丸さん以

来ロータリーの奉仕活動を真摯に取り

組まれ、素晴らしい成果をあげておら

れることに敬服する次第です。

近年では崇徳高校へインターアクト

クラブを創られ､社会奉仕の実践に取り

組んでおられる事､都道府県対抗男子駅

伝での支援､女性剣道交流大会への支援

など数えれば枚挙にとどまりません､こ

のことは我々陵北RC内でいつも大変高

い評価をし､模範としようとしている所

です。

去年9月陵北RCの25周年記念式典､祝

賀会には長神憲一会長はじめ大勢のメ

ンバーに参加して頂きありがとうござ

いました。遅ればせながら高い席から

ではありますが御礼申し上げます｡

こういった周年記念にあたりいつも

思うことですが､創る苦しみは並々なら

ぬものがあったはずだと思います｡二宮

初代会長もよくスピーチ言っておられ

ました､きっと佐藤初代会長も同じだと

推察いたします｡その思いを心して､今

から更なる奉仕の実践に努められ､益々

輝かしいクラブになられますことをご

祈念申し上げお祝いの挨拶とさせて頂

きます｡

広島陵北ロータリークラブ

会長 川中 敬三



2016年3月3日(木）第787回

32階「ダイヤモンドルーム」

会長時間

今晩は 本日は広島安佐ロータリークラブの創

立17周年記念夜間例会です。
お客様と致しまして、親クラブであります広島

陵北ロータリークラブから会長の川中敬三様に幹

事の高野憲一郎様におこし頂いております。本当

にお忙しい中をおいで頂きまして誠にありがとう

ございます。これからもご指導、ご鞭撻の程、宜

しくお願い致します。

我が広島安佐ロータリークラブは1999年3月4日

にスポンサークラブを広島陵北ロータリークラブ

とし、特別代表には今は亡くなられました二宮義

人様をお迎えいたしまして、会員23名で創立いた

しました。

今、現在チャーターメンバーは6名です。17年

はチャーターメンバーの方々にとって長かったで

しょうか？それとも、あっと言う間の短い17年だ

ったのでしょうか？

広島安佐ロータリークラブは今までに地区に一つ

だけのロータリーの意義ある業績賞の表彰が一

回、ガバナー賞3回、RI会長賞11回、ロータリー

財団年次寄付人頭額賞7回、ロータリー財団地区

奉仕賞二回、米山功労クラブ賞二回、小規模クラ

ブ会員活動の表彰一回や諸先輩方々の奉仕活動の

功績に対する感謝状拝受や、個人では谷勝美会員

の職業奉仕リーダーシップ賞の表彰・佐藤恭子会

員の奉仕部門功労者賞の表彰を受けました。それ

とクラブで取り組みました特別事業が今現在継続

中の事業を含め21あります。国際ロータリー第

2710地区内においても、胸を張っておられます活

動力のある最高のクラブだと思っております。

会員の皆様は良くご存知ではあるとは思います

が、今一度、事業計画書を読んでご確認下さい。

広島安佐ロータリークラブのシンボルマークは

平和・ヒロシマのシンボルの鳩が三羽折り重な

って飛ぶ姿をデザインしてあります。それは奉仕

の理想の下メンバーが共に手を携え、はるか時空

を超えて宙(おおぞら)へ、そして遠く高く飛翔で

きるようにとの切なる願いが込められています。

このシンボルマークの元､広島安佐ロータリー

クラブの理想を掲げ､20周年･50周年･100周年と奉

仕の活動をつむいで行こうではないですか・・。

幹事報告

広島安佐ロータリークラブが今以上に輝きを増す

事とここにお集まり頂きました皆様のご健勝と私達

を取り巻く全ての方々の幸せをご祈念致しまして、

創立17周年記念例会の挨拶とさせて頂きます。今日

の良き日をお時間の許す限り、ゆっくりとお楽しみ

下さい。

ＳＡＡ･親睦･副幹事･幹事の皆様、夜間記念例会の

準備、本当にありがとうございました。滞りなく笑

顔のまま終われますよう、宜しくお願い致します。

１.BOX配布物

・ロータリーの友・ガバナー月信を配布。

・3月28日にございましたI.Mにご欠席された方

は、プログラムを配布。

２.お知らせ

・来週､3月分定例理事会を13：50～アクア9階会

議室で開催。

本日のプログラム

「創立17周年夜間例会」

☆ ニコニコ箱

￥45,000 累計￥498,000
会員記念日（３月）

☆誕生日おめでとうございます。

・松岡 與吉会員（S21.3.30）
・大下 秀明会員（S25.3.14）
今年もきました。トリプルスリー(誕生月･結

婚記念月･入会月)で頑張ろう!!
・佐藤 恭子会員（S20.3.2）

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・大下 秀明会員（大下 智子様：24日）
☆結婚記念日おめでとうございます。

・奥芝 隆会員（S49.3.10）
42年長く続いたもんだなぁ｡ありがたいこと

です。これからも共に歩んでいきます。

☆入会月おめでとうございます。

・八條 範彦会員（1999年3月4日ご入会）
・大下 秀明会員（1999年3月4日ご入会）
・佐藤 恭子会員（1999年3月4日ご入会）
・谷 勝美会員（1999年3月4日ご入会）



3月10日(木) 第791回

「青少年奉仕月間について」

（IACについて）

インターアクト委員長

岡本 忠文 会員

きましたが、その活動内容が第19回ボランティア

・スピリット賞（プルデンシャル生命・ジブラル

タル生命主催）において11月15日地区予選を通過

した選ばれし40名の中から12月23日の全国表彰の

場で、見事文部科学大臣賞（他1名）に輝きまし

た。これは、発想力・実行力・リーダーシップ等

の基準で審査された結果です。特に多留君は眼に

障害がありながら「障碍者への見方を変えたい」

と見事な行動力が称賛されていました。この快挙

は、新聞各紙、全国高校生新聞にも掲載され話題

となりました。

崇徳学園IACの本年度活動状況ですが、8月の日

テレ「愛は地球を救う」の街頭募金活動を皮切り

に、毎年恒例の“もみじ作業所まつり”お手伝い

・あしなが学生街頭募金活動・学園祭食品バザー

・学園外の清掃活動・学園内エコキャップ回収運

動・広島別院清掃活動・広島土砂災害 被災者サ

ポート支援(土砂災害時からの継続事業)･“ひゅ
ーるぽん”との交流と､これまでの事業を継続発

展しつつ､安佐RCの奉仕活動の一翼を担って頂く

と共に､国際ロータリーIAC活動では､顧問教師打

ち合わせ会議､IA韓国研修旅行への参加､地区IAC

との交流と行動の幅が着実に拡がっています。

これからも“volunteer Spirits”は確実に醸成

され“Service Spirits”へと社会性は育まれる
と信じております。いみじくも、16－17年度のRI

会長ジョン・ジャーム氏の方針は「Rotary

serving humanity,人類に奉仕するロータリー」

となっています。

地域の「よいこと」から世界の「よいこと」への

推進力にIACはなっていくでしょう。

最後にロータリーセントラルで“崇徳学園

IAC”はActiveと記され世界は発信されているこ

とをご報告しておきます。

ご案内の様に「青少年月間」は、5月ですが、前

倒しで少しお話をさせて頂きます。

旧来、新世代プログラムは（インターアクト･ロ

ーターアクト･青少年指導育成プログラム[RYLA]
青少年交換)で構成され、さらに地区奉仕活動に
積極的に参加している若者も含まれます。

“｢新世代｣という言葉は、ジアイRI元会長が1996

年のカルガリーRI国際大会で初めて使用し｢成功

と失敗を分かつ要素は､未来へのビジョンです｡こ

れは､かつてないほど真実となってきました｡新世

代は未来への投資です｡今日から未来を築き始め

ようではありませんか｣”と宣言した後､2010年

｢新世代奉仕｣はロータリーの第五の奉仕部門とな

りました｡その後2013年青少年奉仕へと名称も代

わり青少年育成への力の傾注が伺えます｡

定義 奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指

導養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際

奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化

の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青

少年ならびに若者によって､好ましい変化がも

たらされることを認識するものである｡そして

この土台には｢すべてのロータリアンには､若い

人々が抱える様々なニーズを認識し､彼らの人

間的・職業的成長を支援する責務がある｣とい

う考え方があります。

さて、昨年度6月22日に認証伝達式を終え「崇

徳学園インターアクトクラブ」が安佐ロータリー

クラブを提唱ロータリーとしてRIに正式に認めら

れたのはご案内のとおりです。

そもそも、インターアクトの誕生は1962年トーマ

スRI会長時、RI理事会にてインターアクトプログ

ラムが宣言され、その年アメリカフロリダ州メル

ボルンRCの提唱により、メルボルン高校が最初の

クラブとして発足しました。日本最初のIACは

1963年結成の仙台育英学園高校ですが､以来2015

年で594クラブ 会員約13600人となっております｡

2710地区にて19番目に発足した「崇徳学園インタ

ーアクトクラブ」ですが、私共安佐ロータリーク

ラブとしても素晴らしき出会いとなりました。

本年度（初年度）特にご報告すべきことは、9

月の例会にて“会長 多留 陽葉 君”に、これ

までの活動内容と今後の取り組みをお話しいただ

崇徳学園ＩＡＣ募金

３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

3月10日 青木 幹丸会員 (￥1,000)

合計 10,000円

総合計 75,000円



CIE（民間情報教育局）日本の教育水準の高さ

に感嘆し、「日本人の識字率の高さが証明され

た」との判断が大勢を占めた。CIEの教育・宗教

課長だったハロルド・ヘンダーソンは日本の禅や

詩歌を愛する知日家で、ローマ字化推進論者のホ

ール少佐の意見を抑えた。日本語のローマ字化の

企みは潰れた。「アメリカ教育使節団報告書」

は、教育勅語の廃止、六三製義務教育、PTA導

入、教育組合の組織の自由などを勧告した。

戦後の日本の教育はこの勧告に基づいて行われ

ていったが、唯一、実現されなかったのが、「日

本語のローマ字化」だった。圧倒的な識字率の高

さが母国語の存続をまもったのである。<『国語

施策百年史』（文化庁）より>

識字率向上は昨年の9月に長神会長より、会長時

間で詳しく説明がありました。

繰り返しになりますが。また長神会長のようにい

きませんが、お聞き下さい。

2001年国連は2003～2012年を「国際識字10年」と

宣言し、RIはこれに賛同し参加を決定。

2006～07年識字率向上月間を7月から3月に変更し

｢国際識字デー｣(9月8日)とともに強調している。
RI会長強調事項が近年「水、保健と飢餓、識字率

向上」と同じように続く中で、識字率向上は1989

年ヒュー・アーチャーＲ１会長から始まり最も早

く登場している。

RIは主として国際読書協会と協力関係で運動を推

進していて､ユニセフ､ユネスコも協力関係にあ

る｡

内容は子供たちに本を贈ったりの奉仕活動をして

いる。

話しは変わりますが、日本では1946（昭和21）年

3月マッカーサーの要請により、アメリカ教育使

節団が来日した。

使節団はアメリカの教育制度の専門家27人だっ

たが、日本の歴史文化に精通していたわけではな

かった。25日ほどで日本を視察し、報告書で「日

本語は漢字やかなを使わず、ローマ字にせよと勧

告した。「ローマ字による表記は、識字率を高め

るので、民主主義を増進できる」というのが、彼

らの考えだった。

1948年8月、CIEは「日本語はローマ字化」を実

行するにあたり、日本人がどれくらい漢字の読み

書きができるか調査を行った。調査地点は270ヶ

所の全国の市町村で、15歳～64歳の1万7千百人が

調査対象になった。調査対象となれば、炭焼きの

お婆さんでもジープで連れ出して日本語のテスト

をさせたという。

調査の結果、テストの平均点は78.3点で、日本

人は97.9％という高い識字率を誇っていることが

判明した。テストで満点を取った者は4.4％で、

ケアレスミスで間違えたのではないかという者で

満点と認めてもよいという者が1.8％いた。合計

すると6.2％（約500万人）が満点という好成績だ

った。

「識字率向上月間

について」

奉仕理事

松岡 與吉 会員

2016年3月10日(木）第791回

3階「安芸の間」

会長時間

皆様こんにちは。 元RI田中作次会長とRI第2710

地区パストガバナー諏訪昭登様よりIMの後からお送

り致しました記念品のお礼状が届いております。

会員の皆様のお手元に本日お届け致しております

広島安佐ロータリークラブのクラブ概況ですが、ご

一読して頂き、新入会員勧誘の資料として頂ければ

と思います。是非とも、30名体制としていただき、

クラブ運営が次年度からも支障なく行なえますよ

う、宜しくお願い致します。

3月は水と衛生月間です。

3月22日は「世界水の日」です。世界各地のロータリ

ークラブが水と衛生についての活動に取り組む中、

今年は人々に安全な飲料水、適切な衛生環境、十分

な食料、エネルギーサービスを提供するために活動

しようと国連が呼びかけています。

英国の2つのロータリークラブはマダガスカルのク

ラブと協力し、ロータリーの補助金を申請して、ア

ナラマンガ地域の村にきれいな水を提供するプロジ

ェクトを行なっています。地元の人とも協力し浄水

施設を設置・維持するための研修も実施しました。

ニカラグアで水を介して伝染する病気を減らすた

め、米国のオレゴン州のロータリアンがニカラグア

のロータリアンと手を組み浄水フィルターを設置し

ました。さらに各家庭を対象に衛生トレーニングを

行い、浄水を使うことの重要性や衛生習慣について

説明しました。

・エジプトのヘリオポリスロータリークラブはアル

ドレー村の住民3000人に浄水設備を提供するた

め、ロータリー補助金を一緒に申請する協同提唱

者を探しています。



本日のプログラム

「識字率向上月間について」

奉仕理事 松岡 與吉 会員

「新世代月間について」

ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長 岡本 忠文 会員

幹事報告

・比治山公園清掃のご案内を配布。ご出欠は回覧

にてお願い致します。

4月23日（土）10：00～12：00 比治山公園

・会員増強資料を配布。

２.例会変更

・広島安芸RC 「お花見夜間例会」

3月29日(火)18：30～20：30(ゾーナ イタリア)

３.休会のお知らせ

・3月22日(火) 広島西南RC・広島安芸RC

・ウガンダのカビヒ・ロータリクラブはビショップ

・コーンポニ大学に浄水システムを導入するた

め、ロータリー補助金の協同提唱者となるクラブ

や地区を探しています。

ユニセフにおいても、汚れた水を主な原因とする

下痢性の病気で年間34万人以上の幼い子供達が生

きていく上で水と衛生は大きな問題としてより多

くの子供たちに清潔な水が届けられるよう井戸な

ど給水設備を作ったり、衛生的な生活が送れるよ

うトイレを設置したり学校教育や保健所を通じて

住民に衛生習慣を広めるといった活動をすすめて

います。「水と衛生募金」に寄せられた募金によ

りマダガスカル農村部の小学校やコミュニティで

の給水設備やトイレの設置、子供たちや周辺住民

への衛生習慣を普及する活動に使われています。

マダガスカルの農村部で安全な水が使えるのはわ

ずか3人にひとりで４９％の子どもが慢性的な栄養

不良の状態にあり、その間接的な理由のひとつが

不衛生環境が起因する下痢や寄生虫病です。完成

した井戸やトイレは住民の暮らしを守り、子ども

達の病気を減らし、また、学校に通う機会を増や

すといった成果がうまれ確実に子ども達の生活を

変えています。

YAHOOネット基金においても水の確保と衛生改善プ

ロジェクト・ラオスを行なっています。寄付総額

590,234円 寄付人数981人です。

支援策は

・維持管理費が低い重力式給水設備の新規建設（1

村）と修繕（3村）

・地域住民による水管理委員会の立ち上げと維持管

理トレーニング

・学校を拠点とした子ども達による衛生クラブの立

ち上げ

・水管理委員会や衛生クラブを中心に正しい衛生知

識を普及（4村）

このプロジェクトへの募金受付は2016年5月末とな

っています。それ以降はプランが実施する教育支

援対象プロジェクトに充当いたしますとなってい

ます。

世界中で奉仕活動に係わられている方がたくさん

いらっしゃいます。水保全として我がクラブも河

川の清掃活動をした年もありました。

☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様 ￥1,000
お客様ようこそおいでくださいました。ごゆっ

くりしていって下さい。本日入会していただき

ます山本拓治様、入会おめでとうございます。

宜しくお願い致します。

☆ 佐藤 恭子 様 ￥1,000
今日は新入会員山本拓治様の入学式です。おめ

でとうございます。卓話の松岡様、岡本様、お

話を楽しみにしております。

会員記念日（３月）
☆誕生日おめでとうございます。

・青木 幹丸会員（S31.3.9）
昨日めでたく還暦を迎えました。リセットは

出来ませんが､生涯現役です｡これからです。

・清家 俊一会員（S26.3.30）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・青木 幹丸会員（青木 信恵様：21日）
もうすぐ誕生日を迎えます。3歳違いです。
何を贈りましょうか？

☆結婚記念日おめでとうございます。

・大北 茂人会員（S48.3.3）
43年目になります。今年は引越しで何もして
やってません。

・中村 和人会員（H3.3.12）
☆入会月おめでとうございます。

・青木 幹丸会員（1999年3月4日ご入会）
3連発の最後ですが、18年目に向けて新しい
一歩を踏み出しました。

￥32,000 累計￥530,000

１.BOX配布物

・お花見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。

4月7日（木）18：30～(三瀧茶屋)



14RC合同懇親ゴルフ大会について

実行委員長 谷 勝美 会員

山本拓治会員の入会式
3月17(木) 第792回

ネクストライの前川でございます。

弊社グループ法人は、認可保育園、英語保育園、

保険薬局、介護保険による居宅支援、福祉用具貸

与事業所、訪問介護、ショートステイを含む小規

模多機能型施設、認知対応型施設等、老若男女を

対象とする「ゆりかごから墓場直前まで」を対象

とする事業に携わさせていただいており、事業全

般におちて税金に深く係わっております。

今回、保健社会に深く携わる事により私の想いを

述べさせて頂きます。尚、ここで言う保健とは健

康を保つという意味です。

日本の現状として、少子高齢化問題が色々取り

上げられていますが、日本の統計調査では高齢者

とは65歳以上、WHOでも65歳以上、国連では60歳

以上、また前期高齢者とは65歳以上、後期高齢者

とは75歳以上と定められています。

医療費抑制策の方針で、大学病院への受診制限の

為のかかりつけ医療機関、かかりつけ薬剤師、在

宅への方向、後発品(ジェネリック)使用促進と医
療用医薬品のスイッチOTC(一般薬への転換)等々､

方向は絞られつつあるように感じております｡

長寿社会日本を語らずして保健社会は語れませ

ん。

男性平均寿命80.5歳世界第3位、女性平均寿命

86.8歳世界第1位、男女共に80歳代の寿命を迎え

る前に、今まであまり多くを語られることはあり

ませんでしたが、約10年間「一般的な健康維持で

きていない、介護(介助)を必要とする」期間があ

ります。それらを必要としない、つまり健康寿命

と言われていますが、平成23年データによると、

健康寿命の男性平均70歳、女性平均74歳との事で

す。これらの保健社会はセルフメディケーショ

ン、つまり「健康の維持は自己責任」とのことと

感じます。

特に整形外科の先生方は、ロコモティブシンド

ローム対策という運動器官の疾患による機能低下

対策の必要性を呼び掛けておられます。例えば片

足立ちで靴下を履けるか（他に7項目チェックが

あるようです）たまたま今年の1/4仕事始めの

朝、足の痺れと腰痛の為、座っても靴下を履けな

い状態でしたので、整形や内科にて検査をしまし

（有）ネクストライ

代表取締役社長

前川 恒策様



たが、主たる原因は不明で現在は一時の痛みについ

ては代謝機能低下と筋肉の減少、動脈硬化との事で

したので、現在は週に1～2回トレーニングジムに通

っています。健康などは、天から降って来ている程

度と深く考えていませんでしたが（重篤な疾患も入

院経験もありません）考えを改めております。

ジムに行きますと曜日によっては、ご高齢な方も

スポーツジムに通っている様子には正直びっくりし

ています。運動習慣がある人は、ない人に比べ10歳

若いとの事です。

①C型肝炎治療に代表されるように特効薬は日々開発

中であるが、自身の身は自身で

守れ(セルフメディケーションと言われるように)
②早めの検査と予防こそ大事

③健康の考え方は、時代の流れと共に変化している

ことを自覚する

④寿命と健康寿命の差を縮める事も重要である

以上、保健社会への想いです。

2016年3月17日(木）第792回

3階「安芸の間」

会長時間

の四項目となっています。

河井寛次郎さんの言葉に「仕事のうた」という

のがあります。

仕事が仕事をしてゐます

仕事は毎日元気です

出来ない事のない仕事

どんな事でも仕事はします

いやな事でも進んでします

進む事しか知らない仕事

びっくりする程力出す

知らない事のない仕事

きけば何でも教えます

たのめば何でもはたします

仕事の一番すきなのは

くるしむ事がすきなのだ

苦しい事は仕事にまかせ

さあさ吾等はたのしみましょう

どうでしょうか？ 会員の皆様を詠ったうたです

かね。以上で会長時間を終わります。

お客様ようこそおいで下さいました。国際ロータ

リー2710地区グループ6ガバナー補佐 小川嘉彦様、

補佐付幹事 瀬川信良様、遠来よりお越し頂きました

大阪アーバンＲＣ 中島史雄様、在広ロータリクラブ

広島ＲＣ 高舛啓次様、広島南ＲＣ 杉本豊彦様、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有限会社ネクストライ 代

表取締役 前川恒策様､お話を楽しみにしております｡

今日はロータリーの目的は皆様良くご存知であると

思いますが、「意義ある事業の基礎として奉仕の理

念を奨励し、これを育むことにある。」

具体的には、次の各項を奨励することにあります。

第１、知り合いを広めることによって奉仕の機会と

すること

第２、職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は

すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕す

る機会としてロータリアン各自の職業を高潔

なものにすること

第３、ロータリアン一人ひとりが個人として、また

事業および社会生活において、日々、奉仕の

理念を実践すること

第４、奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネット

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推

進すること

本日のプログラム

（有）ネクストライ

代表取締役 前川 恒策 様

☆ ニコニコ箱

￥1,000 累計￥531,000

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいでくださいました。国

際ロータリー第2710地区ガバナー補佐 小川

嘉彦様、補佐付幹事 瀬川長良様、本日卓話

をしていただきます（有）ネクストライ代

表取締役 前川恒策様、お話を楽しみにして

おります。

遠来よりおいで下さいました大阪アーバン

RC中島央雄様、広島南RC杉本豊彦様、広島

RC高舛啓次様、ごゆっくりして下さい。

国際ロータリー第2710地区G-6

ガバナー補佐 小川 嘉彦 様

「ＩＭのお礼」

国際ロータリー第2710地区G-6

ガバナー補佐付幹事 瀬川 長良様



3月24日(木) 第793回

｢産学金官民連携と離島
高専･･･地（知）の拠点

をめざして･･･｣

広島商船高等専門学校
特命教授地域連携
コーディネーター
長谷川 尚道様

1.自己紹介

(1)私は高校卒業まで竹原市の沖合いにある大崎上島

に生まれ、高校まで島で暮らしました。高校卒業

後東京の大学に入り、卒業後昭和42年東京都に入

りました。当時も今もだと思いますが、上級職は

高い倍率でした。

(2)東京都に13年勤務しました。その間上司の嫌疑で

一度、警視庁で取り調べられる羽目になったこと

もあり、そこでロッキード事件で捕まった田中角

栄元首相と一緒になったことを思い出します。

(3)ふるさと離れて13年、縁あって地元に帰ることに

なりました。県庁にも出向し、地元役場で35歳か

ら総務課長に就き15年間最年少の管理職を務めま

した。今思えば多くの人々と出会い、真剣に町を

思う気持ちが伝われば国・県を問わずとことん付

き合って頂いたことが、貴重な財産となりました｡

2.広島商船高等専門学校のこと

(1)“広島”と名前が付いていますが、学校は大崎上

島にあります。学生数650人、教職員数(事務職含

む)150人、人口8,000人の島に学校関係者が1割い

ます。商船学科、電子制御工学科、流通情報工学

科の三学科、寮は450人収容できます。就職率100

％が16年以上続いています。

(2)大学COC事業のこと

大学が地域を志向し、教育、研究、地域貢献を柱

として取り組み、成果として大学が地(知)の拠点

として地域(地方)の再生を図り、地域の振興活性

化を図ることが目指す事業。

広島商船高専は、この大学COC事業を全国52高専あ

る中で一校だけが平成25年度採択を受けました。

3.産学連携のこと

平成28年度総務省予算概要要求の次官通達が、10

月15日省内に伝達されました。それには地方経済

好循環拡大に向けて、自治体が核となって地方が

GDPの押し上げを図れとしている。それには「しご

と」をつくる＝GDP押し上げ。その中核は産･学･金

･官のラウンドテーブルにより地域の経済構造改革

によって進めることとしている。

2016年3月24日(木）第793回

3階「安芸の間」

会長時間

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広島商船専門学校

特命教授 地域連携コーディネーター 長谷川尚

道様お話を楽しみにしております。比治山大学子

ども発達教育学科 教授鹿江宏明様・税理士法人

おおぞら会計事務所 副所長 田久保晋三様

岡本副会長のご紹介とのこと、ご入会をお待ちし

ております。

先程、道垣内幹事と子供療育センターでの今年

の卒園生4名の卒園式に出席いたして参りまし

た。これから親御さんも子ども達も大変ではある

と思いますが、明るく前を向いて進んでいって貰

いたいものです。 本当に素晴らしい門出の卒園

式でした。

それと、先日、3月20日に道垣内幹事と太子ロ

ータリークラブ二十五周年記念式典に出席致して

参りました。1991年3月7日に36名のチャーターメ

ンバーにより創立総会を開催、仮クラブとして発

足され、1991年7月1日より第2640地区所属クラブ

となられました。ただ今、チャーターメンバーは

2名、総員15名で運営されておられます。25周年

とはいえ、ご家族を含め100数名の参加者で盛大

に催されました｡地区にもよるのでしょうが､和気

あいあいとした素晴らしい式典でした｡私達のク

ラブも八年後には25周年を迎えます｡広島安佐ロ

ータリークラブもこのように在りたいものです｡

本日の会長時間は先日ＩＭに来られました､元

国際ロータリー会長で広島安佐ロータリークラブ

の名誉会員でも在らせられます田中作次様の2013

年5月17日に世界平和フォーラムに広島に来られ

ました際に､広島安佐ロータリーで卓話いただき

ました卓話原稿を遠藤会員に朗読して頂きます。

遠藤会員 宜しくお願い致します。

本日のプログラム

｢産学金官民連携と離島高専･･･

地（知）の拠点をめざして･･･｣

広島商船高等専門学校

特命教授地域連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

長谷川 尚道様



幹事報告

１.BOX配布物

・米山学友会会報を配布。

２.例会変更

・広島西南RC 「花見家族例会」

4月5日(火)12：00～※4月3日変更(ホテルJAL)

・広島陵北RC 「パートナー同伴花見夜間例会」

4月6日（水）18：30～ (半べえ)

・広島東RC 「新会員歓迎夜間例会・懇親会」

4月20日(水）18：30～20：30(グランヴィア)

・広島北RC

「創立47周年記念例会並びに夫人同伴懇親会」

2016年4月24日(日)18：00 ＊4月28日(木)変更

ホテルグランヴィア広島

３.休会のお知らせ

・3月29日（火） 広島RC

・3月30日（水) 広島東RC・広島陵北RC

・3月31日（木） 広島北RC・広島西RC

☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいでくださいました。本

日卓話をしていただきます広島商船専門学

校特命教授 長谷川尚道様、お話を楽しみに

しております。宜しくお願い致します。

21日に太子ロータリークラブ創立25周年記

念式典と先ほど、広島市子ども療育センタ

ーの卒園式に道垣内幹事と一緒に行って参

りました。素晴らしい式でした。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。卓話

をして下さいます長谷川尚道様、お話を楽

しみにしております。新会員確定!!!の比治

山大学鹿江先生、あおぞら会計事務所 副所

長田久保様、大歓迎です。もう逃れられま

せん。

☆ 青木 幹丸 様

長谷川様ようこそ。お話を楽しみにしてい

ます。ゲストのお二人、長身のイケメンで

お隣の佐藤さんがうれしそうです。

￥3,000 累計￥534,000

平成28年3月20日、国際ロータリークラブ第2640

地区、太子ロータリークラブ創立25周年記念式典・

祝宴に長神会長と2名で出席してきました。太子RC

は会勢15名と小さなクラブですが年齢層が60代から

50、40、30代と全世代が揃い家族的な雰囲気を大い

に感じました。チャーターメンバーの葉山茂俊様が

絶えず会員に気遣い、会員も葉山氏を尊敬している

のを強く感じることができました。まず記念式典で

は淺岡会長の河内弁による（すべての方も関西弁）

挨拶が面白く、まるで例会なのに寄席に来たような

・・・祝宴での太子RC25年の軌跡紹介ではポールハ

ヤマ（葉山さんのニックネーム？）さん、独演会で

予定時間を完全にオーバーしましたがみなさん、い

つものことかというように温かい目で愉しんでおら

れました。もちろん安佐RCの紹介も入り長神会長、

道垣内両名挨拶をさせていただきました。最後に葉

山さんが、「太子RCは100周年を目指し今後も活動

を続ける！」と表明されました。その時、全会員の

目が一斉に輝きを増しました。

「太子RC25周年に出席して」

幹事 道垣内 文夫 会員


