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例会日／毎週木曜日 例会場／リーガロイヤルホテル広島

会 長／岡本 忠文 幹 事／石丸 博昭 Vol.540

＜本年度会長テーマ＞ 「“よいこと”の推進力になろう、幸せと平和を奏でる“ＡＡＡ”」

9月1日(木) 第812回

「2016ＲＩ規定審議会」

国際ロータリー第2710地区パストガバナー

2016 RI規定審議会代表議員 諏訪 昭登 様



2016年9月1日(木）第812回

3階｢安芸の間」

会長時間

本日は、国際ロータリー第2710地区 パストガ

バナー 諏訪 昭登様をお迎えしての例会とな

ります。 諏訪様には卓話時間に、地区代表議

員で出席された先の「規定審議会」の決定事項

とその見解について解りやすくご説明頂くこと

と思います。その為にも会長時間手短にしたい

と思います。また、グループ６のガバナー補佐

静川様が本日特別ゲストとしてお越し頂いてお

ります。お忙しい中ありがとうございます。

さて、今月はロータリー特別月間「基本的教育

と識字率向上月間」になっております。ロータ

リーでは、グローバル補助金をはじめとするリ

ソースを提供し、すべての子供達の教育を改善

し、子供と成人の識字率を高めるための活動と

研修を支援しています。

今でも、全世界の子供達が初等教育を受けられる

ようにするには、あと170万人の教師が必用とさ

れ、5700万人の子供達が学校に通っていません。更

に、16才以上の人口のうち7億8100万人は読み書き

ができない現実があります。私たちは、この機会に

「インターアクトクラブ」と協業し、世界の子供達

への支援システムの仲間入りが果たせたらと考えて

おります。長くなりますのでアクションプログラム

は別の機会にさせて頂きたいと思います。



本日のプログラム

崇徳学園ＩＡＣ募金
９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 18,000円

「2016ＲＩ規定審議会」

国際ロータリー第2710地区

パストガバナー

2016 RI規定審議会代表議員

諏訪 昭登 様

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友を配布。

２.例会変更

・広島廿日市RC 「職場訪問例会」

日 時：9月12日（月）12：30～ ※同日変更

場 所：株式会社ウッドワン

・広島南RC 「新会員歓迎夜間例会」

日 時：9月16日（金）18：00～ ※同日変更

場 所：リーガロイヤルホテル4F

３.休会のお知らせ

・9月20日（火） 広島RC・広島西南RC

☆ ニコニコ箱

☆ 岡本 忠文 様

お客様ようこそいらっしゃいました。本日は、

国際ロータリー第2710地区パストガバナー 諏

訪昭登様をお迎えし、ご無理なお願いをさせて

頂きました。卓話よろしくお願い致します。ま

たグループ6ガバナー補佐 静川周様、ご参加頂

く中での例会が開催できます事、感謝いたして

おります。

☆ 奥芝 隆 様

一昨日、RCCTV、元就のアンガールズ田中氏が

取材に来て、息子が応対しておりました。10月

の放映らしいです。ありがたいことです。これ

からもカープ優勝で忙しくなりそうです。

☆ 長神 憲一 様

いつもお世話になっております｡本日卓話をし

ていただきます国際ロータリー第2710地区パス

トガバナー2016年度RI規定審議会代表議員 諏

訪昭登様、｢2016 RI規定審議会｣についてのお

話と伺っております。宜しくお願い致します。

☆ 八條 範彦 様

諏訪様､本日は宜しくお願い致します。又､今後

ともご指導いただきますようお願い致します。

☆ 佐藤 恭子 様

本日はお忙しい中、国際ロータリー第2710地区

代表議員、RI規定審議会議員の諏訪昭登様が卓

話のためにお越し下さいました。静川ガバナー

補佐も御臨席です。ありがとうございます。ゲ

ストのベトナム留学生リンさんようこそ。

☆ 石丸 博昭 様

本日お越しいただきました皆様、有難うござい

ます。ようこそ。規定審議会代表議員、諏訪パ

ストガバナー、ご指導ありがとうございます。

会員記念日（９月）
☆結婚記念日おめでとうございます。

・長神 憲一会員（S51.9.5）

結婚してから40年です。あっと言うまでし

た。これからもお互いに元気でやって行きた

いと思っております。

☆創業日おめでとうございます。

・松岡 與吉会員（株式会社 兼正冷熱工業

S51.9.1）

お陰様で感謝です。

☆入会月おめでとうございます。

・中村 和人会員（2015年9月10日 ご入会）

・岡本 忠文会員（2011年9月1日 ご入会）

￥25,000 累計￥128,000



9月8日(木) 第813回

「不動産を活用した相続税対策」

新会員

田久保 普三 様



私たちに身近な「贈与税」「相続税」と今年から始まった「マイナンバー制度」について、分かりや

すく説明して頂きました。パソコン画面を使いながらの話、セミナーなどで場数を踏んでおられるよう

で、手慣れた解説振りでした。

富裕層への課税強化、国際競争力強化の観点からの法人税引き下げなど税制改正から説き起こし、勘

違いし易いケースが多い贈与税と相続税について、贈与税については早め早めに生前贈与を、相続税は

配偶者、子供への分割後に税が掛かってくることなどを具体的なケースに沿って解説して頂きました。

特に骨肉の争いが起きやすい、“争続”とまで言われる相続税について、円滑に行うためのアドバイ

スとして①遺言、手紙、ＶＴＲレター、エンディングノートなど手続きを事前に行うこと、ただ日本人

は遺言を書くケース１０％にすぎないようです。②納税資金（現金化しやすい資産）を生前から確保し

ておくこと。③節税対策として贈与税を払ってでも財産を減らす、生命保険や不動産を活用して評価額

を下げることなどを挙げておられました。

マイナンバー制度は野田民主党政権時代の法案を安倍内閣がほぼ丸呑みする形で成立したもの。目的

は公正、公平な社会実現のため国民の資産、収入、所得の把握をするとしているが、行政の効率化が大

きな目的ではないか…と。ただ、社会保険料を払っていない法人が３０％くらいあることや諸制度を悪

用した不正受給が後を絶たないことも事実です。



2016年9月8日(木）第813回

3階「音戸の間」

会長時間

本日の卓話時間は、新入会員の田久保氏にお願

いしております。

恐らくとても新鮮な話が聞けるものと期待して

おります。

今月は、前回申し上げた通り、ロータリー特別

月間「基本的教育と識字率向上月間」になって

おります。ロータリーでは、グローバル補助金

をはじめとするリソースを提供し、すべての子

供達の教育を改善し、子供と成人の識字率を高

めるための活動と研修を支援していますが、本

日は、カメラのファインダーを通して“子供た

ちの未来”を育んで来られた「田沼 武能」さ

んの、エピソードを紹介致します。

先日、お話ししました「黒柳 徹子」さん、か

ら思わぬ申し入れがありました。「私の写真を

撮って頂く方は、田沼先生以外は受け付けませ

ん」と言われ、それでは田沼先生にお願いしな

ければとリサーチ致しますと当時“日本写真家

協会会長”で90年に紫綬褒章を受章され2003年

に文化功労者に成られた方と知り得ましたが、

臆することなく「黒柳徹子」さん、の依頼だか

らと、押しかけ更に、千載一遇のチャンスでし

たので、対談をお願いし、受けて頂く事に成功

しました。勿論、No Guaranteeでのお願いで

す。

田沼先生は世界117か国以上を歴訪され、19年に

亘り、ユニセフ親善大使の「黒柳徹子」さん、

に同行し世界中の“子供たち”を撮影し続け“

菊池 寛賞”はじめ多数の賞を受賞されていま

す。その対談の一端ですが、田沼先生が言われ

たとても印象的なフレーズがります。「子供は

一番直接的で、自分の喜怒哀楽がパット出てく

るでしょ。それに、特に途上国の子供たちは、

社会の荒波をもろに受けて生活していますか

ら、子供を撮ることでその国の社会背景が見え

てくる。国を映し出す。そう考えています」と

田沼先生の撮られた写真を見つめると、胸が熱

くなり、涙がこぼれそうになった事を覚えてい

ます。子供達の教育の大切さと、子供達を育む

眼も先生の写真観“惚れて、燃える”事で、初

めて相手に伝わる事の大切さを学ばせて頂いた

瞬間でした。

本日のプログラム

「不動産を活用した相続税対策」
新会員
田久保 普三 様

幹事報告

１.BOX配布物

・9月分理事会議事録を配布。

２.例会変更

・広島安芸RC 「新会員歓迎夜間例会」

と き：9月27日(火)18：30～※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

・広島陵北RC 「職場訪問例会」

と き：9月28日（水）12：30～＊同日変更

ところ：浄土真宗本願寺派龍池山｢専念寺」

・広島城南RC 「新会員歓迎夜間例会」

と き：9月30日（金）18：30～※同日変更

ところ：メルパルク広島６Ｆ「平成」

３.休会のお知らせ

・9月23日（金） 広島南RC・広島城南RC

４.お知らせ

・ロータリーの友英語版の注文のご案内が届

いております。回覧いたしますので、必要

な方は、記入宜しくお願い致します。

・来週の例会は、職場訪問例会（カルビー広

島工場）となっております。当日は、リー

ガ1階に花屋の横にマイクロバスがとまって

おります。時間は12：30出発ですので、お

間違えのないようにお願い致します。



☆ ニコニコ箱

￥13,000 累計￥141,000
☆ 岡本 忠文 様

お客様ようこそいらっしゃいました。藤井様い

つもありがとうございます。

さて、今日は田久保新会員の卓話、デビュー戦

に大いに期待しております。

☆ 石丸 博昭 様

広島ロータリークラブ藤井様、ようこそいらっ

しゃいました。大歓迎です。本日卓話の田久保

様、どうぞ宜しくお願い致します。

☆ 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

て下さる田久保新会員お話を楽しみにしており

ます。9月11日2時から東区区民文化センターで

のピアノコスモスコンサートが開かれます。皆

様にご協力いただいております。ありがとうご

ざいます。タイの女子中学生支援をいたしま

す。是非お越し下さい。ご招待ですぞ。

☆ 浮田 収 様

先日のコンペ、台風で中止すみません。

会員記念日（９月）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・三宅 恭次会員（三宅 文枝様：27日）

何才になりましたか･･･？現在まだフルタイ

ムで働いています。

☆入会月おめでとうございます。

・谷口 泰富会員（2000年9月7日 ご入会）

もう16年、まだ16年、引き続き会に参加でき

ます様、公私共頑張りたいと思います。皆

様、今後とも宜しくご指導お願い致します。

9月15日(木) 第814回

「職場訪問例会」

カルビー広島工場



2016年9月15日(木）第814回

カルビー広島工場

会長時間

本日は職場訪問例会です。

ご案内の様に、これからカルビー広島工場の見

学に参ります。

カルビーは、1949年に初代オーナーの松尾氏が

広島で創業した松尾糧食工業（株）が始まりで

す。そして1955年にカルビー製菓（株）、1973

年に今のカルビー（株）に社名変更しておりま

す。社名カルビーの名前の由来は、カルシウム

の「カル」とビタミンB1の「ビー」を組み合わ

せた造語です。特にカルシウムは主要な栄養素

として商品づくりの根幹となっていた様です。

さて、詳細は工場見学で体験して頂くことし、

実は10月14日に現代表取締役会長兼CEOの松本

晃氏が来広され講演される予定になっておりま

す。これは、商工会議所女性会連合会主催の行

事で、タイミング良く現業の工場サイドの見学

が終わった後、マネイジメントのトップの話が

聞ける機会が広島で実現することは、とてもラ

ッキーだと思っております。

ご興味があれば、是非講演会にもご参加頂きた

いと思います。

タイトルもChange，OR Die!とかなりドラステ

ィックなものになっております。今時代はどの

分野でも「変革」を実践しなければならない時

だと思っております。ご参考になればハッピー

です。それでは広島のお菓子の文化「かっぱえ

びせん」を体感、食感致しましょう！

本日のプログラム

「職場訪問例会」
（カルビー広島工場）



9月29日(木) 第815回

財団法人「多山報恩会」

設立者・多山恒次郎

一般社団法人多山報恩会

理事 多山 順一様

1884(明治17)年、現在の本通で生まれた多山恒

次郎は、江戸時代初期に、紀州和歌山から藩主

・浅野長晟と共に同行を許され商売し、明治に

入り洋反物問屋を営んでいた｢多山本店｣長男で

あったが、家庭の事情で跡を継がず、33歳で独

立。その際、父の千代蔵より相当な財産を譲渡

された。その資金を基に、経済界で別の道を歩

む事を決意し、1920(大正9)年｢広島瓦斯電軌

(株)｣監査役に就任した。本通に縁なくなった訳

ではなく、革屋町(現･本通)総代も引き受け、

1925(大正14)年には、元安橋東側から平田屋町

(現･パルコ)の間に、商店街の照明として全国的

な話題となった｢鈴蘭灯｣を設置するに旗振り役

を担う。この頃から地元社会へ寄付と奉仕活動

に目覚め、1934(昭和9)年11月「広島招魂社」

(現･護国神社)へ伊予産の石造り大鳥居を妻・千

代と寄進したが、原爆でも倒壊せず残り、戦後

に中国放送(RCC)真向かいに移設され現存してい

る。1942(昭和17)年、「広島瓦斯電軌(株)」の

交通事業部門を分離し、｢広島電鉄(株)｣が発足

する直前の、1938(昭和13)～1940(昭和15)年の

間、広島瓦斯電軌(株)の取締役当時、社の創立

30周年記念事業として『広島商業実践女学校』

開校を決定し、恒次郎が深く信心していた浄土

真宗の教え“報恩感謝・実践”を校訓として、

1941(昭和16)年開校し、戦後学生改革により

「鈴峯女子中･高等学校」となる。実子の男･女

二人とも幼児で病死して還暦近く、跡取りな

く、戦局も悪化し、不動産･有価証券を処分し、

1943(昭和18)年(財法)多山報恩会を設立した。

1945(昭和20)年3月に、｢広島電鉄(株)｣社長に就

任していたが、8月6日原爆投下の翌日から、路

線復旧と被災者運搬に、陸軍へ協力を求め、社

長として指揮し、8月9日己斐～西天満町の間を

仮復旧させた。郊外の鈴峯は無傷だったので、

戦時中に男子社員が戦争へ召集された人手不足

を補う為に、皆実町に設立された『広電家政女

学校』、同じ皆実町で全壊した『広島瓦斯』本

社も、『商業実践女学校』へ避難できたのは、

電鉄社長と女学校理事長が同一人物であった幸

運であろう。

かくして原爆被災からの復興と会社再建に尽力

し、1952(昭和27)年5月で社長退任後は、(財)多山

報恩会初代理事長として、地元への寄付を中心とす

る社会奉仕へ専念し、1962(昭和37)年、78歳で逝

去。現在も、健全な財政運営を維持し、災害援助・

教育・文化を中心に地域に貢献している。

2016年9月29日(木）第815回

3階「音戸の間」

会長時間

今月は、ご案内通り、ロータリー特別月間「基

本的教育と識字率向上月間」になっておりま

す。ロータリーでは、グローバル補助金をはじ

めとするリソースを提供し、すべての子供達の

教育を改善し、子供と成人の識字率を高めるた

めの活動と研修を支援しています。

本日の卓話時間は、実は広島の高校生対象の奨

学金や留学生受け入れや奨学金事業を展開さ

れ、広島の基本的教育の草分けとして、多くの

教育事業に関わってこられた「一班財団法人多

山報恩会」の理事多山順一様にお願いしており

ます。

紹介者の三宅会員より詳しい紹介があろうかと

思いますが、私も少なからず、報恩会様とは、

関わりがございますので若干触れさせて頂きた

いと思います。

全ての私財を投じて多山報恩会を創設された、

多山恒治郎氏は広島ガス8代目社長[1933～38

年］（当時は広島瓦斯電軌株式会社【1917～

1942】）であり、創立30周年事業に「私立広島

商業実践女学校」（後の鈴峯学園・今は広島修

道大学付属）の設置を計画。1941年に開校とな

りました。



また、留学生受け入れや奨学金等の国際事

業では、私が広島ガスを会長会社とし「広島

インドネシア協会」を立ち上げた時、インド

ネシア留学生を支援する事も事業計画の柱の

一つにし、協会事業のファンドを固めていく

上で、「多山報恩会」様に、留学生支援金と

してお願いに上がり、ご承諾頂く事になり、

協会運営が大変助かった事を思い出します。

先日”大学基準協会”の方とお話する機会が

ありましたが、今広島大学の留学生は、イン

ドネシアが最も多いと言っておられました。

私も”広大留学生会館”を訪れインドネシア

留学生と様々な事業計画をプランニングして

いた事を思い出しております。

当時、[多山報恩会」様には大変お世話にな

った事、改めてお礼を言わせて頂きたく思い

ます「ありがとうございました」

幹事報告

１.BOX配布物

・第16回女性剣士親善剣道大会のご案内を配布。

ご出欠は、回覧にてお願いいたします。

10月16日(日)8：00～(安佐北区スポーツセンター)

２.例会変更

・広島北RC 「秋の懇親例会＆広島ベイクルーズ」

10月13日(木)18：00～(広島港宇品旅客ターミナル)

・広島西南RC 「職場訪問例会」

10月18日（火）12：30～(㈱山豊)

・広島安芸RC

｢広島東RC・広島安芸RC 合同夜間例会・懇親会」

10月18日(火)18：00～(ホテルグランヴィア広島）

本日のプログラム

財団法人｢多山報恩会｣ 設立者・多山恒次郎

一般社団法人多山報恩会

理事 多山 順一様

☆ ニコニコ箱

￥28,000 累計￥169,000
☆ 一般社団法人 多山報恩会 ￥10,000

☆ 岡本 忠文 様

お客様ようこそいらっしゃいました。本日

は、多山報恩会の多山順一様に卓話をお願いし

ております。広島の「基本教育事業」の革分け

です。国際交流も含め、多いに期待しておりま

す。

☆ 石丸 博昭 様

本日卓話を頂きます多山報恩会理事 多山順一

様、事務担当 山下恭子様ようこそ！宜しくお

願い致します。

☆ 三宅 恭次 様

多山順一様、本日の卓話楽しみにしていま

す。お話したいことは沢山お有りでしょうが、

卓話時間は30分ですョ！

会員記念日（９月）
☆結婚記念日おめでとうございます。

・山本 拓治会員（H3.9.16）

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・大北 茂人会員（大北 妙子様：12日）

☆創業日おめでとうございます。

・大北 茂人会員

（株式会社チョーミ S22.9.22）

来年で70周年になります。もう少しガンバ

ッテみようと思っています。

岡本 忠文会長



生年月日

ゴルフ

氏 名 山本 拓治 1966年7月10日

むさし浮田社長宅のバーベキューパーティーで、安佐ロータリー

クラブメンバーと知り合い、入会を勧められた事。

広島市中区吉島町生まれ。長束小学校から崇徳中学、崇徳高校を卒業。

美容学校石井学園卒業後、美容師免許を取得し、現在に至る。

美容室経営：広島県美容業生活衛生同業組合 副理事長

入会前にロータリークラブ

のことを知っていましたか

生い立ち

趣 味

職業・役職

和気あいあいとしており、皆さんとても良い人ばかり。

妻が、むさし浮田社長の奥様と親友の為、妻からの勧めもあり。入会の動機・きっかけ

入会を知った家族の反応

敷居が高く、とても自分が入れるクラブとは思えなかった。

ロータリー活動への提言

ロータリークラブで積極的に

取り組みたい活動

自分の中でのロータリーの

位置づけ

現在の安佐クラブの印象

入会当初の安佐クラブの印象

お金では買えない心の豊かさ､本当の幸せとは？を様々な活動を

通じて少しでも世の為､人の為に尽力して行くリーダーを養成

できる組織になればと思います。

職業の繋がりは元より、社会の為に自分自身が何が出来るのか？

をチャレンジしていく活動。

人脈作り。

一人息子が小学校から野球を始め、中学生で硬式野球のシニアリーグに

入り、一生懸命頑張って、３年生の時に掴んだ全国大会出場の時の新聞

掲載された時の切り抜きを収めた私に取って心に残る思い出深い大切な

写真です。


