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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！」

5月12日(木) 第798回

「ロータリー米山

記念奨学会」

青木 幹丸 会員

会長時間

お客様、ようこそおいでくださいました。米山奨

学生のグェン・リン・ティゴック様ようこそおい

で下さいました。広島安佐ＲＣは親しみやすいク

ラブです。ゆっくりしていってください。

皆さん、よくご存知だと思いますが、

今日は先日、広島に来られ、平和公園を訪れられ

ました「世界でいちばん貧しい大統領」 ホセ・

ムヒカさん(80)が東京外国語大で講演された内容

や、広島で話された事を一部分、取り上げてお話

したいと思います。

ホセ・ムヒカさんは大統領になる前は軍政下のゲ

リラ戦士として戦い、銃弾を6発も受けたり、13

年間も投獄される経験を持たれています。

2010年から昨年まで大統領を務め、給料の大半を

貧しい人々に寄付し、自身は農場で質素に暮らさ

れています。

＜ロータリー米山記念奨学会＞

ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本と

の懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生

を奨学することを目的としています。優秀とは

「（1）学業」に対する熱意や優秀性はもちろんの

こと、「（2）異文化理解（3）コミュニケーション

能力」への意欲や能力に優れている点が含まれま

す。

ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通

して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会

貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国

際平和の創造と維持に貢献する人となることが期待

されます。

(1) 学業 学問に対する研究の目的・目標

を明確にし、研鑚（けんさん）を重ねてそ

の成果をあげる努力をする。

(2) 異文化理解 異なる言語･文化･習慣な

どを理解する努力をする。

(3) コミュニケーション能力 人間関係に

おける円滑なコミュニケーションを築き、

自己の確立と共に他者を受入れる柔軟な姿

勢をもつ。

＜世話クラブとカウンセラー＞

グェン，リンティゴックさん（ベトナム）

広島ＹＭＣＡ専門学校 日本語専攻

米山奨学生は世話クラブの例会に月に一度出席

し、ロータリー会員と積極的に交流して国際交流・

相互理解を深めるとともに、ロータリーの奉仕の心

を学びます。奨学生1人に対し、世話クラブのロー

タリアンの中から1人がカウンセラーとなります。

カウンセラーは、奨学生の個人的ケアにあたるアド

バイザーです。

様々な職業、世代で構成されるロータリークラ

ブでの交流は、奨学生が日本文化に接し、将来

や奉仕について考える機会となります。米山奨

学生とロータリアンの交流は、相互理解のみな

らず、双方にとって財産となるものです。

＜奨学事業＞

民間最大。採用枠 720名。事業費 12.4億円

（2013～14年度）。支援奨学生 18,648名。出身

国 123の国と地域。

＜奨学金の種類＞

ＹＵ 10万円 ＹＭ・ＹＤ 14万円 地区

奨励 7万円 クラブ支援

＜表彰制度＞

特別寄付金の累計額に応じた表彰制度があ

る。準米山、米山功労者、米山功労者マルチプ

ル、米山功労者メジャードナー
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幸せとは人生を愛し、憎まない事です。人々から慕

われる名誉です。

貧しい人とは少ししか、物を持っていない人ではな

く、もっともっとと、いくらあっても満足しない人

のことだ。

人生で最も重要なことは勝利することではなく、歩

くこと。転ぶたびに起き上がることです。そして自

分の意思を持って生きることです。

生きる私達自身の人生を操縦することで世界を変え

る事は出来ない、自分は変わる事が出来るが、人生

の年月は変える事は出来ない。

いろいろな出会いがあり、チャンスがある。人間は

自分の人生を方向付けることが出来る。

大儀のために生きる ～それは私達の意志にかかっ

ている。世界が今後どうなっていくのか、世界をよ

り良いものにしようという意志を持ちましょう。

人類がこれほど大きな力を持ったことはなかった。

莫大な軍事費を使いながら、これを止めることがで

きない。海の汚染を知りながら、なすすべがない。

何と恥ずべきことか。多くのものを浪費しながら、

大切なことに目を向けてこなかった。

日本の若者は高齢者達よりも幸せなのか？

何が重要なのかを、自分の頭で考えてほしい。

日本では希望を持ちにくくなっていると聞いた。人

生を信じられるようにしてください。生きるために

は希望が必要なのです。

広島に来られたとき

広島は絶対に行かなければならぬ所ですと言われて

います。

オバマ大統領も27日に広島に来られるそうです。

良心なき科学者はとてつもない悪の道具になってし

まうことを私達は知っておかなければならない。

人間は同じ過ちをする唯一の動物なのだから。

人間は完璧な存在ではない。間違いを犯すし、矛盾

も抱えている。

以上が、ホセ・ムヒカ元大統領が日本で話されまし

た講演と広島で語られましたお話の一部です。

以上で会長時間を終わります。

本日のプログラム

「ロータリー米山記念奨学会

について」

広報･会報委員長

青木 幹丸会員

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナ月信・ロータリーの友を配布。

・本日の卓話資料を配布。

・5月15日（日）に国際会議場であります地区協

議会のプログラムを参加される方には配布。

都合が悪いようでしたら、代理の方を探され

て、事務局まで申し出て下さい。

２.お知らせ

・来週は、5月分被選理事会を予定しておりま

す。理事の方はお忘れのないように参加して下

さい。宜しくお願い致します。

☆ ニコニコ箱

￥60,000 累計￥648,000

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいでくださいました。本日は

米山奨学生でベトナム出身のグェン・リン テ

ィ ゴックさんが例会に来られておられます。

米山記念奨学生担当 青木会員宜しくお願い致

します。4月29日の14RC合同ゴルフ親善大会と
翌日の懇親会、本当にお疲れ様でした。無事に

滞りなく終わりました。有難うございました。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。米山奨学

生 リン・グェンさんようこそ。広島安佐RC
はみんなよい人ですよ？

☆ 奥芝 隆 様

比治山清掃、そして会員の皆さん14RCゴルフ
大会といろいろお疲れ様でした。松岡さん、谷

実行委員長、本当にありがとうございました。

実行力に敬服です。

☆ 谷 勝美 様

先日の14RC合同懇親ゴルフ大会開催に際し、
ホストクラブとして皆様の大変なご協力をいた

だき、何とか終えることができました。皆様の

ご尽力、ご協力に重ねて感謝、感謝です。

☆ 三宅 恭次 様

先日の14ロータリーゴルフ大会、懇親パーティ
ー、成功裡、盛会裡に終えることが出来まし

た。これも谷実行委員長、長神会長、道垣内幹

事、奥芝、青木委員長の事前の綿密な準備の賜

物です。ほとんどお手伝いしなかったものとし

て皆様のご苦労に感謝致します。

会員記念日（５月）
☆誕生日おめでとうございます。

・長神 憲一会員（S27.5.1）



☆ ニコニコ箱

この連休日に64歳になりました。子どもや孫
達にむさしにおいて、誕生日の食事会をして

もらいました。10日には大阪に一磨という名
前の孫が一人増え、ステキな5月になり、あ
とは体調管理だけです。

・遠藤 暢彦会員（S52.5.17）
無事に一年を積み重ねました。大台40に向け
て、また一年重ねていきたいと思います。

・山口 洋充会員（S54.5.29）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・谷 勝美会員（谷 澄子 様：16日）
元気で頑張ってくれています。

☆創業日おめでとうございます。

・青木 幹丸会員（浄土真宗本願寺派専教寺

1594.5.21(422年目）
面白くない卓話を聞かせる御無礼をお許し下

さい。会員の皆様、そしてご先祖の方々。

・道垣内 文夫会員（㈱ドーゴーチ H1.5.8）
・石丸 博昭会員（㈱GOOD･FRIEND

H19.5.27）
・谷口 泰富会員（㈱丸泰 S47.5.15）
皆様のお陰様で､まだ何とか続いております

来年も創業日を迎えられる様､頑張ります｡

・岡本 忠文会員（合同会社 ジャオ(桜下亭)

H22.5.21）
☆入会月おめでとうございます。

・奥芝 隆会員（1999年5月27日ご入会）
いよいよ17年か。皆様のお陰で続けさせてい
ただいております。謙虚に謙虚に。

・清家 俊一会員（1999年5月27日ご入会）

米山奨学生

H28.4～H29.3月

グェン・リン ティ ゴック様

ベトナム出身

4月29日・30日

広島１４ＲＣ合同懇親ゴルフ大会

＆

懇親会

お礼の挨拶



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。

広島RC 吉貴康二様 いつもありがとうございまし

た。広島陵北RC 久保井邦宏様ごゆっくりしていっ

て下さい。

先日は父のお通夜・葬儀にとたくさんの会員の方々

にご出席して頂きまして、ありがとうございまし

た。香典返しとしてはおかしいかも知れませんが、

ニコニコボックスに100,000円とロータリー財団ポリ

オプラス基金に1,000ドルを出宝させて頂きたいと思

います。

本当にありがとうございました。

今日は父を思い出し仕事について、話をしてみたい

と思います。

父は田中角栄元内閣総理大臣と松下電器産業株式会

社.の創業者 松下幸之助さんをこよなく敬愛してお

りました。それは父が小学校しか出ていないからで

す。最終学歴は長束尋常高等小学校卒です。

口癖は角栄さんも小学校だけだ、志だけはっきりし

ておれば、何も迷う事などはない・ウソを言わない

・義理を欠かない・困っている人がいれば自分が出

来る事をして、手助けしてあげれば良いと言ってい

ました。

本人は戦後、かつぎ屋をしていて、大阪で鍋や釜を

仕入れてきて、神社の境内で露天をひらき、販売し

たらその日のうちに飛ぶように売れて、またそのお

金を持って大阪に仕入れに行く。それを繰り返して

横川に店をかまえる資金にしたそうです。店自体も

地主さんから日掛けで購入していました。

私が小学生の頃、商店街の中を日掛けのボックスケ

ースを持って夕方よく歩いていました。一日100円～

300円だったのは覚えています。今では100円・300円

は本当に小銭だと思いますが50数年前ではある程度

大きなお金で毎日となると大変で集まらない日もあ

った事を記憶しています。

でも、商店街の中は活気にあふれ、親も子供も仲が

よかったです。いまだに横川を歩くと懐かしく思い

ます。

商店街は当時お休みがなく、年中無休で正月三が

日、お盆は15日だけだったのを記憶しており、途中

私が中学校に上がった時に商店街で毎月、21日が

休みになったのを覚えています。そして、休みにど

こかに連れて行ってもらえる事がすごく嬉しかった

想い出があります。

2016年5月19日(木）第799回

3階「安芸の間」

会長時間

5月19日(木) 第799回

「新旧引継例会」

会長エレクト理事

岡本 忠文 会員

会長理事

長神 憲一 会員

財団理事

遠藤 暢彦 会員

副幹事理事

石丸 博昭 会員

幹事理事

道垣内 文夫 会員

会員増強理事

浮田 収 会員

副幹事理事

奥芝 隆 会員

奉仕理事

松岡 與吉 会員

会計理事

西丸 洋平 会員



本日のプログラム

「新旧引継例会」

幹事報告

今考えれば一年361日仕事、朝は8時頃から夜は10時

過ぎまで店が開いていて、今頃の商店街と違い、活

気に溢れていました。当然、収入も人の3倍あったの

ではと思います。

私も松下商学院を出た後、店を任され家電販売の社

長として独立してやりましたが、本当に正月三が日

とお盆は14日15日の二日間で朝は八時半頃から夜は

十時過ぎまでお客様の家にいてよく晩ご飯をよばれ

ていました

本当に人の三倍以上稼げました。卒業後二・三年し

た時に大学で同じ研究室にいて一流企業に就職した

者が400万もらっていると自慢げに言った時、大人気

ないですが（まだ今思えば子供ですが・・）ワシは

600万を超えているよと言った事を覚えています。

いま、人の三倍働いたからといって、三倍収入があ

るとは思いません。せいぜい、五割増しぐらいかな

とは思います。

良い時代を過ごしたとは思いますが、お客様の為に

なるように義理を欠かず・一生懸命にウソは言わず

に働く、今もこれが商売の基本かと思っています。

そして足るを知っていれば・・・

母が書いてくれた短冊が私の部屋に掛かっていま

す。

「誠の道にかないなば 祈らずとても神や守らむ」

とあります。

こんな生き方がロータリーの四つのテストにも合っ

ていたので、私がロータリーが好きになった元だと

思います。

以上で会長時間を終わります。

ありがとうございました。

☆ ニコニコ箱

☆ 長神 憲一 様 ￥100,000

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。

先日父の葬儀の際には、お忙しい中、おいで下

さり、また心温まる弔電を頂きまして本当にあ

りがとうございます。ニコニコ箱に出宝させて

いただきます。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。長神会長

のご尊父がお亡くなりになったそうで、

お悔やみ申し上げます。

☆ 三宅 恭次 様

先日の地区研修協議会、久しぶりに「出席して

良かった」と思いました。それは高野孫左衛門

パストガバナーの基調講演が素晴らしかったか

らです。高野さんは「敵に塩を送る」の故事の

塩屋孫左衛門から18代目の方です。パワーポイ

ントを使いながらも、自分の言葉で「ロータリ

ー」分かりやすく、今何をすべきかを話して下

さいました。

会員記念日（５月）
☆誕生日おめでとうございます。

・森本 真治会員（S48.5.2）

￥107,000 累計￥755,000

１.BOX配布物

・正副会長・幹事・理事・委員長の方に｢退任挨

拶｣依頼を配布｡案内にある日程でご都合がつか

ない方は､八條プログラム委員長までご連絡下

さい。

・次年度地区大会のご案内とプログラムを配布。

ご出欠の回答は回覧にてお願い致します。

・最終夜間例会のご案内を配布。ご出欠の回答は

回覧にてお願い致します。

2016年6月23日（木）18：30～（むさし）

・休会のご案内を配布。（2016年6月30日（木）)

２.お知らせ

・5月26日（木）18時からリーガロイヤルホテル

広島4階「ロイヤルホール」でございます、

在広・大竹RC新旧正副会長幹事会に参加される

方は、お忘れのないようにご確認宜しくお願い

致します。



5月26日(木) 第800回

「デザインと社会貢献

について」

中村 和人 会員



2016年5月26日(木）第800回

32階「エメラルドルーム」

会長時間

今日は、美容師と言う職業について卓話をさせてい

ただきます。

私は男性美容師として28年間現場で仕事をさせて

頂いていますが、ただ作業として髪を切るのが美容

師の仕事では、ありません。

最近良く耳にするトータルビューティーの名の

下、如何に女性のお客様を美しく見せるか？が、美

容師の本当の仕事だと思っています。そして、男性

美容師は、とにかく女性を心から尊敬していないと

勤まらない仕事です。

お客様である女性の方が、楽しく日々の生活を楽

しんで仕事、家庭の中で活躍して毎日が明るく幸せ

な気持ちで生き生きと人生を送るお手伝いをさせて

頂くのが私達、男性美容師の本望だとも思います。

顔の輪郭、頭の大きさ、身長、又、何時もどの様

な洋服を選んで着られているのか？全てを考慮し、

尚且つお客様の今一番やって見たいヘアースタイ

ル、メイクを、どの様にお客様の生活スタイルにマ

ッチさせるのか？を常に考えながら仕事をしていま

す。

又、美容師と言う職業は、接客業の中でも特殊な業

種で、お客様の頭の上でハサミを振り回す、薬品を

直接掛ける等の為、信頼関係は絶対のものが必要で

す。そして、施術中の約一、二時間の間、ほぼお客

様との会話を途切れさせない様に配慮しながらの仕

事になる為に、技術の信頼関係のみならず人間とし

ての信頼関係が出来上がる仕事です。その様な事か

らお客様の個人的な相談事など、常連様になればな

るほど家族、兄弟、親友の様な関係性が生まれる、

とても素敵な職業だと、思っています。

又、美容室での話の中で拡がって行く口コミのチカ

ラも、テレビなどの影響以上の効果があります。例

えば、ある商品がヒットするキッカケが美容室での

口コミで拡がって行くのは、良くある事で、中々企

業の方々にはイメージしにくいとは思いますが、美

容室の口コミの宣伝効果は絶大です。

最後になりますが、今年の7月に広島市で全国青年

美容師交流会が開催されます。全国の若手美容師が

広島に集まり、今後の美容業界の事等、交流を深め

て業界全体の活性化、他業種様とのコラボレーショ

ン、等を話し合う大会です。もし、興味のある方が

いらっしゃれば、是非ご連絡おまちしております。

「美容師と言う職業」

山本 拓治 会員

お客様 ようこそおいで下さいました。ごゆっく

りとしていって下さい。

今日は5月28日～6月1日に韓国・ソウルでありま

す、ロータリー国際大会についてお話をしたいと思

います。

国際大会に参加する５つの理由

１.リーダーと出会う
K.R.ラビンドンＲＩ会長をはじめとするロータリ

ーのシニアリーダーやその他のゲストスピーカー

による素晴らしい講演を聴くことが出来ます。

２.新しいアイデアを学ぶ
世界各地のロータリー会員、国際ロータリー職

員、各分野の専門家が企画・運営する分科会に出

席し、プロジェクトの立案方法、ファンドレイジ

ング(寄付推進)、ソーシャルメディアなどロータ

リーの隅々まで学べます。

３.新しい友人と出会う
友愛の家で、同じ趣味や職業・関心を持つ人たち

と知り合いクラブの枠を超えたネットワークを築

く。生涯の友人との出会いがここにあります。友

愛の家では、韓国料理を味わえるだけでなく、韓

国の伝統文化に触れたり、韓国ロータリアンや地

元企業が出展するブースで最新テクノロジーを体

験することもできます。

４.旧友との再会を楽しむ
研究グループ交換で知り合った旧友、以前に世話

をした青少年交換留学生・姉妹クラブのロータリ

アンとの再会を楽しむ。懐かしい顔にぱったり会

うことも、国際大会の醍醐味の一つです。

５.異文化に触れる
地元ロータリアンから成るホスト組織委員会が企

画したツアーに参加してソウルだけでなく韓国内

のさまざまな見所を見学しませんか。ホストホス

ピタリティーの夕べでは地元ロータリアンのほ

か、世界中から集まった仲間たちとの交流が楽し

めます。お隣の国、韓国で世界中の文化に触れる

国際大会はロータリーならでは体験です。

フィリス・ジェーン・ナズ 第5220地区(米国カリ

フォルニア州)パストガバナーが次のように言われ

ています。

「世界中から集まった人たちと出会えるのは、本当

に素晴らしい経験です。私たちは話す言葉も、着

るものも、食べるものも、違いますが、ロータリ

ーに対する熱い思いを分かちあっています



本日のプログラム

「新会員卓話」

中村 和人 会員

山本 拓治 会員

☆ ニコニコ箱

￥7,000 累計￥762,000

☆ 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。

本日は32階で800回例会です。広島RC角廣

勲様、加藤永史様、広島西南RC水谷耕平

様、広島陵北RC久保弘睦様、山本新太郎

様、松田幸久様、いつもメーキャップあり

がとうございます。

☆ 佐藤 恭子 様

お客様ようこそいらっしゃいました。今日

は32階エメラルド、明日のオバマ大統領の

訪問を控えた平和公園がよく見えます♪

今日の卓話は先日のゴルフ大会実行委員長

谷会員、副実行委員長 奥芝会員、道垣内

幹事と共に大活躍された中村･山本会員で

す。同じく新人桂会員は、比治山お掃除で

大活躍でした。メークアップレギュラー広

島RC角廣様ようこそ。

会員記念日（５月）
☆誕生日おめでとうございます。

・八條 範彦会員（S31.5.11）

幹事報告

国際大会で初めて出会った大勢の人と、今も友人

として付き合

いがあります。」

分科会はセミナー・ワークショップ・円卓討論な

ど、さまざまな形式を通じて、各種トピックスを掘

り下げて考えることのできる機会です。基調講演

者、ロータリーの会員、ロータリー職員による親交

の下、100以上の分科会が開催され、日本語による

分科会も複数開かれます。

分科会は情報やアイデアにあふれています。

・リーダーシップのスキルを磨く方法

・活発なクラブづくりのアイデア

・承認される補助金申請書を書くためのベスト

プラクティス

・募金のアイデア 等です。

来年度は2017年6月10日～14日 米国・アトランタ

で開催されます。

これが国際大会の直前の情報です。

１.BOX配布物

・5月分理事会議事録を配布。

・5月分被選理事会議事録を配布。

・4月分出席一覧表を配布。ご確認下さい。

崇徳学園ＩＡＣ募金
５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

合計 7,000円

総合計 90,000円


