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＜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”」

11月10日(木) 第820回

「ジャズとエロス」

ヴァイオリニスト 牧山 純子様

ピアニスト 折重 由美子様

牧山さんがお喋りをして、折重さんのキーボ

ードとセッションする30分でした。

牧山さんは東京生まれ、3歳からピアノ、ヴァ

イオリンを習い武蔵野音大卒業後フランスへ。

帰国後、ソリストとして活動、2002年にバーク

リー音楽学院で本格的にジャズヴァイオリンを

学ぶ。2008年にメジャーデビューし、その後ラ

イブ、テレビ、ラジオ、コンサートでジャズ、

ポップス、クラッシックなどジャンルを問わ

ず、精力的に活動しています。折重さんも広島

を拠点に全国的に活動し、今年メジャーデビュ

ーしています。

最初に牧山さんの代表曲「アンダルシアの

風」、そのダイナミックな演奏スタイルに会員

皆、聞き惚れました！

まずはこのロータリークラブの空気にまだ馴

染んでいません。元来、私は一人っ子のためこ

んなに早くご飯を食べることはありません。今

日はカープに因んで赤のワンピースで来まし

た。

今日のタイトル「ジャズとエロス」は今年2月

に本を題しました。その題です。ある方から

「エロスという言葉は素晴らしいよね。エロ本

出したの」と言われたことがありますが、「エ

ロス」は「生きる」という意味もあります。ジ

ャズは即興の音楽です。その場でつないでい

く、呼吸を表しています。

私の母はピアノ教師でしたので３歳の時から

ピアノを習いました。ただ、母は実の子には厳

しいため、4歳の時ヴァイオリンを習いに行かさ

れました。その最初の時、私はヴァイオリンを

投げつけたそうです。その記憶は私にはないの

ですが…。父の高校の同級生がＮ響の海野義雄

さんでしたので親が相談すると「この子は耳が

良いから続けさせたら…」ということでこの道

に入ることになりました。最初クラシックだったので

すが、私がジャズをやろうと思ったのはイツァーク・

パールマンのＣＤを聴いて、体が揺れる感覚に襲われ

ました。これをやろうと決心、ボストンのバークリー

のジャズ科に入学しました。私自身クラシックをやっ

ていたので、アドリブという考えがなかったのです。

ところが皆、Ａ4一枚で15分演奏しています。そこに書

いてあるのは暗号のようなもの、コードネーム、記

号、〇や△…、私はゴミがついているから換えてく

れ、といったくらいです。

しかし、段々と呼吸が合ったときの素晴らしさを体

感するようになりました。

ボストンでは小澤征爾さんがボストン響の主任指揮

者だった時で、小沢さんの息子さんと同い年というこ

ともあり、クラシック関係の方にもたくさん紹介して

頂きました。

何も知らないで飛び込んだ世界､それがかえってスー

と入ってくる。ジャズメンは知らない人ばかりでした

が体と音で会話することを学ばさせてもらいました。

帰国したのは病気の父の傍にいてあげたいとの思い

からでした。2011年3月11日、丁度あの時、ライブが予

定されていて、自宅を出ようとしたときに地震が起き

ました。当然ライブも中止、ボランティア活動といっ

ても私に力仕事ができるわけはない…、音楽家に何が

できる…？楽器を担いで演奏することだろう、そこで

作ったのが「心の光」です。

みやねやの番組にコメンテーターで出ているとき、

広島の土砂災害を映像で見ました。是非広島にもとの

思いがありました。

先日、ＮＨＫのラジオ深夜便の録音取りをしまし

た。マイクに向かって一人しゃべり、12月12日から4夜

連続です。起きておられましたらお聞きいただければ

と思います。

これからも音楽を通じて世界平和に貢献できればと

思います



2016年11月10日(木）第820回

3階｢安芸の間」

会長時間

本日は、四つのご報告ご案内をさせて頂きま

す。

今月は特別月間として、国際ロータリーの重点

分野である「ロータリー財団月間」であり、本

年度は「財団創立100周年」という記念すべき年

になっております。財団の歴史は「世界でよい

こと」をしてきた100年です。1917年当時のRI会

長アーチ・クランフが「世界でよいことをす

る」ための基金をつくるというビジョンを発

表。26ドル50セントの寄附でスタートした財団

は世界有数の財団に成長し、何百万という人の

ために人道的支援を行っています。

特に、1979年からスタートした「ポリオ撲滅活

動」は37年の歳月を懸け、本年度はアフガニス

タンとパキスタンの二カ国、11例を残すのみと

なり、ポリオゼロのカウントダウンになりそう

です。私共「広島安佐ロータリークラブ」も当

クラブだけでなく「安佐北区女性剣士剣道交流

大会」や崇徳ンターアクトクラブを通じての募

金活動でより広い方々のご協力とご理解を頂く

事ができております。

さて、次のテーマですが、先日10月30日の国際

ロータリー第2710地区大会ご出席の皆様お疲れ

様でした。

記念講演はロータリークラブの基本理念“四つ

のテスト”の日常化を映画の中から考えるとい

う斬新なテーマで、進められました。メインゲ

ストの女優“小雪”さんが、登場され銀幕の中

での「想い」を語られる姿に皆様、その美しさ

と、信念に心奪われた様でした。

然し乍ら、ご報告すべきは大会前日に行われ

た、会長・幹事会のプログラム「クラブ表彰」

です。本年度は“長神前年度会長”のご尽力も

あり、正に「広島安佐ロータリークラブ」の表

彰式と言っても過言のない展開でした。頂きま

した賞は①RI会長賞 金賞です。パーフェクト

クラブは当クラブだけでした。②ロータリー財

団年次基金人頭額賞1位、$404.09断トツでし

た。③インターアクトクラブＲＩ会長賞“崇徳

中学・高等学校ＩＡＣ”が頂くことができまし

た。11月3日の崇徳祭においても、ポリオ基金に

協力頂いたことは先に述べた通りです。

④会員増強賞で過去3年間の会員の維持率が地区



で最も高かった賞を頂きました。

最後これは、表彰史上初めてと言っていいかもしれ

ませんが、ガバナー特別賞を2015-2016年度ガバナ

ー東 良輝様より頂きました。この栄えある賞は、

三宅会長年度に取り組まれたプロジェクト“高校生

による語り部被爆体験ＤＶＤの製作支援及び全国の

高等学校への配布”が見事に評価されました。以上

が栄えある表彰式でございました事、皆様と喜びを

共にしたいと思います。

さて、次は少々耳の痛いお願いですが“奥芝次期ガ

バナー補佐”の強い要望もありますが、

最近、当クラブの出席率が低下しております。今年

度はＨＰも立ち上げ、メーキャップのスケジュール

も解りやすくなっていると思います。皆様大変お忙

しいと思いますが、次年度他クラブにて要請する立

場になりますので、男気を出して頂いた奥芝会員を

是非皆様で盛り立てて頂きたいと思います。

最後に、本日の卓話ゲストを紹介し会長時間とさせ

て頂きたいと思います。

詳細につきましては、ご本人が喋ると思いますので

エキスのみを紹介させて頂きます。

牧山純子さんは2002年米国バークリー音楽院入学後

から国際的なジャズヴァイオリニストとして活躍し

ておられます。現在は全国で自身のライブ、テレ

ビ、ラジオ、レコーディング、コンサート等多忙な

日々を過ごされ、ジャズ、ポップス、クラッシック

とジャンルを問わず活躍されています。また、もう

一方折重由美子さんです。彼女は「クラビオーラ」

の世界で唯一の奏者であり、今年9月11日にユニバ

ーサルミュージックよりメジャーデビューをされま

した。本日は、伴奏も含め牧山純子さんとの音の語

り合いも聴き応えがあるかもしれません。聞くとこ

ろによれば本日夜は「桜下亭」でディナーライブが

開催されるそうです。

では皆様本日のスペシャリテを御案内し会長時間と

致します。

本日のプログラム

「ジャズとエロス」

ヴァイオリニスト 牧山 純子様

ピアニスト 折重 由美子様

☆ ニコニコ箱

☆ 岡本 忠文 様
皆様、例会出席ありがとうございます。本日は
卓話を頂きます折重由美子様、牧山純子様、よ
うこそ。いつも以上に例会が明るく素敵な会場
の雰囲気です。皆様と共に楽しみたいと思いま
す。ありがとうございます。

☆ 長神 憲一 様
30日の地区大会ご出席の皆様、お疲れ様でし
た。ガバナー特別賞にRI会長賞(金賞)、ロータ
リー財団年次基金人頭額賞1位、会員増強賞過
去3年間の会員の維持率が地区で最も高かった
クラブ、個人表彰でロータリアン配偶者パート
ナー奉仕功労賞、松岡 かずえ様(松岡與吉夫
人)、インターアクトクラブ崇徳中学・高等学
校、マルチプルポールハリスフェロー長神憲
一､河井宏雄､松岡與吉､浮田収､青木幹丸､奥芝
隆､大下秀明､清家俊一､谷勝美様、ポールハリ
スフェロー 八條範彦､森本真治､大北茂人､谷口
泰富様、米山功労者(マルチプル)谷勝美様(3回
目)本当に広島安佐RCの応援ありがとうござい
ました。

☆ 石丸 博昭 様
本日、ご来客の皆様ありがとうございます。米
山奨学生グェン リン ティ ゴック さんようこ
そ。本日のプログラム折重様、牧山様、ありが
とうございます。楽しみにしています。11月度
第1例会です。日々寒くなっていますが、風邪
を引かない様にしたいと思います。

☆ 三宅 恭次 様
文化の日、今年も広島国際平和マラソン、10キ
ロを走りました。昨年前半飛ばし過ぎ、7キロ
付近で両ふくらはぎを痙攣、あと歩いた苦い経
験を踏まえ、完走第一にタイムはともかく5年
連続完走となりました。

会員記念日（11月）
☆誕生日おめでとうございます。

・奥芝 隆会員（S22.11.4）
69歳になりました。これからどんな人生が待
ち受けているか楽しみです。

￥24,000 累計￥252,000

１.BOX配布物

・ロータリーの友・ガバナー月信を配布。

・地区大会に欠席された方は、プログラムキット

を配布。

２.例会変更

・広島中央RC 「創立３８周年記念夜間例会」

11月28日（月）18：00～（リーガ広島）

・広島陵北RC 「新会員歓迎夜間例会」

11月30日（水）18：30～（リーガ広島）

幹事報告

・谷口 泰富会員（S36.11.17）

もう55歳。頑張ります！ゴーゴー

☆結婚記念日おめでとうございます。

・岡本 忠文会員（S58.11.3）

永遠に感謝

☆創業日おめでとうございます。

・佐藤 恭子会員



★ 表 彰 ★

★広島県民会議感謝状 ★ 会員増強賞過去3年間の会員維持率が最も

高かったクラブ

★2015-16年度インターアクトクラブ ★2015-16年度会長賞金賞

RI会長賞 崇徳中学･高等学校IAC

★R財団年次基金人頭額賞第1位 ★ガバナー特別賞

（高校生による語り部被爆体験DVDの製作

支援及び全国の高等学校へ配布）

★ロータリアン配偶者

パートナー奉仕功労賞

松岡 かずえ様(松岡與吉夫人)



11月17日(木) 第821回

安西さんは1959年、北九州市八幡区生まれ。東筑

高校→早稲田大学。日本経済新聞社では新人時代の

札幌と大阪勤務以外は東京本社で企業取材を主に行

う。編集委員から地方支局勤務は珍しいが、内示を

貰った時すぐに「行きます」と応えた。そして、在

勤1年半の間に、「広島はすごい」を上梓、オバマ

の広島訪問、カープ女子に代表されるように広島東

洋カープ人気が全国区になる中での出版だったこと

もあり他メディアも注目。久米宏のＢＳ日テレ「久

米書店」、文化放送の二時間番組の広島特集コーナ

ーに出演している。カープの高ヘッドコーチは高校

の後輩ということで毎年同窓で激励会をしていると

のこと。

日本シリーズの6戦を落として敗退、日本一を逃

した時点以降暫く、立ち直れない状態だった。広島

はこれまで実家へ帰る通過点で降りたことはなかっ

た。しかし、私にとって広島は身近な存在。まず、

叔父がロータリーエンジン搭載のカペラを買ったこ

と。それから兄が吉田拓郎レコードをよく聴いてお

り、なかでもライブ盤の「人間なんて」、…故郷は

愛すべき広島、…好きさ、好きさあの広島が…、こ

の郷土愛は何だ、広島への想像が膨らんでいった。

それから西鉄ライオンズを知る最後の世代だが、父

が野球が好きで、西鉄がない時はＲＣＣラジオに合

わせて、波打つような音ですが、カープを聴いたも

のです。特に解説の長谷川良平さんの声が今でも耳

に残っています。産業部では自動車は中心の取材先

で、東京にあってもマツダの動向は注視しており、

リーマンでフォードが撤退した後どうなるか…？や

はり生き残るのはトヨタ、日産、ホンダの三社かと

言われていたが、スカイアクティブで見事に独自技

術で復活、生き残っている。

広島東洋カープは2013､14年にＣＳに残ってい

る。この頃から広島になにかが起こっている感じを

もった。

広島は気候温暖、天変地異が少ない、豊かな漁場

がある…、特に安芸になるが、楽天的で簡単に靡か

ない。それは昔から食べるものにも困らない、豊か

な独特な気質を持っている。

それがマツダだろう。マツダの生き方は自分たち

の道を貫く、例えばエンジンで他社を凌駕するよう

に…。今、広島は注目を集めているエリアである。

「広島はすごい」
日本経済新聞
広島支局長 安西 巧 様

2016年11月17日(木）第821回

32階「エメラルドルーム」

会長時間

今月は特別月間として、国際ロータリーの重点

分野である「ロータリー財団月間」であり、本

年度は「財団創立100周年」という記念すべき年

になっている事は、皆様ご案内の通りです。そ

の記念すべき年度の特別月間に「ロータリー財

団100周年記念シンポジウム」が11月27日に東京

で開催されます。

プログラムはRI会長 ジョン・ジャーム氏の挨

拶に始まり「ロータリー財団100周年学友世界人

道奉仕賞」が発表されます。受賞者は、国際

RC2580地区・東京RCの緖方貞子氏です。氏は日

本人女性として、初の国連公使、特命全権公

使、国連人権委員会日本政府代表、91年より第8

代国連難民高等弁務官として2000年12月まで難

民支援活動に取り組む。その間湾岸戦争時のク

ルド難民保護・ボスニア紛争時の人道的支援の

政治利用の回避・ルワンダ難民キャンプの治安

維持等枚挙に暇がありません。

03年に独立行政法人国際協力機構（JICA）理事

長に就任。12年退任時まで国際協力分野を牽引

してこられました。

本日は、これからのロータリー活動の参考に

なればと、緖方さんの名言集をご紹介しておき

たいと思います。

①文化、宗教、信念が異なろうと

大切なのは苦しむ人々の命を救うこと。

自分の国だけの平和はありえない。

世界は繋がっているのだから。

②日本のあらゆる若い世代に

何でもみてやろう』『何でもしてやろう』と

いう姿勢を意識的に持ってもらいたい。

③忍耐と哲学をかければ物事は動いていく。

④曖昧で不透明な問題などというものはない。

曖昧で不透明と考えるのであれば、それを個

々の問題に落とし込み

課題ごとの方策を考えていくことが肝要。

⑤ここは私の一番好きなフレーズです

熱い心と冷たい頭を持て。最後は理論ではな

い。一瞬の勘です。

以上です。また、本日の卓話ゲストは日本経済

新聞社広島支局長の安西巧様です。紹介者の三

宅会員から詳しいご紹介があると思いますが、

世界秩序が混沌としてきた中、安西様の類い希



なるジャーナリストとしての鋭い観察眼と切り

口でお話を頂けるものと大いに期待していると

ころです。本日は宜しくお願い致します。

本日のプログラム

「広島はすごい」
日本経済新聞 広島支局長

安西 巧 様

幹事報告

１.BOX配布物

・クリスマス家族会のご案内を配布。

12月22日(木）18：30～(プリンスホテル）

・休会のご案内を配布。

・ロータリーカレンダーを配布。

・11月分理事会議事録を配布。

☆ ニコニコ箱

￥6,000 累計￥258,000
☆ 岡本 忠文 様

メーキャップレギュラー南條様、ありがとうご

ざいます。本日卓話をいただきます日本経済新

聞社 広島支局長 安西巧様どうぞ宜しくお願い

致します。今日は32階エメラルドルームです。

ありがとうございます。

☆ 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

りとしていってください。先週13日にありまし

た広島安佐ロータリークラブのコンペで優勝さ

せていただきました。これも一緒に回っていた

だきました奥芝さん、青木さん、谷口さんのお

陰です。少ないのですが、優勝賞金1000円を出

宝させていただきます。

☆ 三宅 恭次 様

安西支局長「広島はすごい」すごい話を楽しみ

にしております。

☆ 浮田 収 様

第？会安佐RCコンペご参加ありがとうございま

した。皆様の平素の行いで晴天！翌日は寒い

雨。H29.2月周南カープ応援ツアーも宜しく！

☆ 田久保 普三 様 ￥2,000

先週から5泊7日でハワイに新婚旅行に行ってき

ました。旅行の直前に嫁の妊娠が分かり、大幅

に計画が変わりましたが、1週間ハワイを満喫

してきました。クリスマス家族会2人で参加さ

せていただきます。楽しみにしています。

崇徳学園ＩＡＣ募金
１１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32,000円



11月24日(木) 第822回

「ロータリー財団100周年＆広島
ロータリークラブの歴史」
㈱広重 取締役社長

松井 敏 様

松井敏さんは1952年生まれの64歳。中高と修道、

大学は広島商科大学、本人の弁「10年間、修道学園

にお世話になりました。」卒業後父上が社長の戸田

工業に入社し、2004年、自社ビルの管理会社、㈱広

重へ、ロータリー暦は1991年広島ロータリー入会、

幹事、会長を歴任されています。

今日は、財団の話を、ということですが、私は

2008年のインターシティミーティングで話した「温

故知新」を是非というオファーが奥芝さんからあり

ましたので、そのことを中心に話します。財団の話

は最後5分程度でします。

広島ロータリークラブは満州事変の翌年、昭和8

年、大阪RCをスポンサークラブに全国7番目のクラ

ブとして出来ました。初代会長は井原さんという方

なんですが、経歴等よく分かっていません、がどう

も東京、大阪に人脈をお持ちの方だったようです。

副会長が鈴川貫一(中国電力)、幹事が山本實一（中

国新聞）でした。私の祖父は弁護士だったのです

が、チャーターメンバーとして加わり、5期目の会

長を務めています。戦況厳しくなった昭和15年、ロ

ータリークラブの解散が命じられ、祖父も憲兵隊に

呼び出されたりしたようです。ただ、例会日の曜日

をとって「広島火曜会」として翌年から30名程度で

集まりを持っていました。

昭和20年8月6日、会員の9名が被爆死、祖父も自

宅兼事務所のあった下中町で亡くなりました。そし

て、早くもと云いますか、昭和24年、広島ロータリ

ークラブが国際ロータリーに復帰しました。チャー

ターナイトには当時のRI会長が出席、「認証状」を

手渡してくれました。広島への気遣いだったのでは

ないかと思います。昭和26年、父、弱冠30歳の松井

五郎が熊平源蔵氏などの推薦で入会しています。

これから広島市公会堂建設秘話をお話します。

昭和27年11月、その当時は九州、四国、中国が一

つの地区で、福岡のできたばかりの九電ホールで行

われました。それは立派な建物だったそうで･･･、

大会の昼休み、ビルの屋上で当時の田中好一会長

（山根木材防腐社長）が「広島で地区大会と言われ

ているが、大会を開ける会場がない」、あると言え

ば掘っ立て小屋同然の300人程度収容の児童文化会

館くらい･･･、「どうしようか？」、中国醸造の

白井市郎、東洋工業の松田恒次、藤田組の藤田

定一ら幹部が思案投げ首の状態であった。最終

的にロータリーで公会堂を建設しようというこ

とになった。しかし、父が調べるとロータリー

は寄付を強制できないことになっているので、

父が「賛同するものが別組織を作って取組むし

かない」と提案した。

実は、広島の大会は昭和30年で、という調整

がついたため時間的な余裕ができた。昭和28年

に建設委員会立ち上がった。これがのちの財界

11社の二葉会に繋がる。経済界で作って広島市

に寄付することとして資金集めをした結果、3億

6千万円集まった。今の貨幣価値でみると10数倍

から20倍に相当する。このほとんどは数名のロ

ータリアンからのもので中でも、松田恒次さん

はなんと1億円を寄付している。広島東洋カープ

松田元オーナーが沖縄、宮崎のキャンプ地へ、

さらに今月は5億円を広島市へ寄付していること

に繋がっているのではないか、と思う。なお一

般の寄付は総額100万円だった。

公会堂は昭和30年に完成、2000人収容、併設

で今のリーガロイヤルの前身、新広島ホテルも

建てられた。平和公園一帯のレイアウトは丹下

健三氏によるものだが、この公会堂の設計だけ

は広島の建築家、柴田さんの手になるものだっ

た。

公会堂建設に際し、たまたま広島ロータリー

にメーキャップに来られた日本板硝子の中村社

長が「ロータリー公会堂を作ろうと立ち上がっ

ておられることに感動した」と、公会堂のガラ

スすべてを寄付するとの申し出があった。又、

大丸の里美社長からは椅子全てを寄付してくだ

さった。

その年の10月28日、29日、無事地区大会を開

くことがｄけいた。

地区大会の逸話を一つ、田中会長はアトラク

ションで、自分がファンの美空ひばりを是非と

いうことであったが、ギャラがなんどワンステ

ージ50万円ということで断念した。決まったの

は芸者姿の歌手、市丸さんに、ギャラは7万円だ



2016年11月24日(木）第822回

3階「瀬戸の間」

会長時間

幹事報告

１.BOX配布物

・次週例会終了後にありますクラブ協議会のお願い

文書を配布。｢事業計画書｣をご持参いただきます

ようお願い申し上げます。

・10月分個人別出席一覧表を配布。

２.お知らせ

・次週の当クラブはクラブ協議会となっておりま

す。例会終了後、クラブフォーラムがございます

ので、「事業計画・手続要覧」をご持参いただき

ますようお願い申し上げます。なお、クラブフォ

ーラムご出席予定の方で急遽欠席になられた場合

は、石丸幹事までご連絡下さい。

った。私は当時三歳だったが、父などが市丸さんを

案内して宮島へ行ったとき、自分も行っており、覚

えている。

公会堂を作ったのは二葉会ということになってい

るが、実はロータリーという名前を出さずに、実体

的にはロータリーが作ったのだと私の父は書き残し

ている。

その後、二葉会は市民球場などの建設を中心にな

って、寄付してきたことはご存知の通り。ただ、昭

和61年公会堂は老朽化を理由に取り壊された。残念

なことである。

残り5分、松井さんはロータリー財団のビデオを

流し、「世界で良いことをするために」、人頭額ト

ップの安佐クラブには是非これからも寄付をよろし

く、と卓話を締められた。

（記：三宅 恭次）

本日は、「ロータリー財団月間」であり、本年

度は「財団100周年」という記念すべき年に、財

団の申し子と言っても過言ではない、広島ロー

タリークラブの松尾敏様をゲスト卓話にお迎え

しております。松井様は、ロータリークラブで

の活躍はもとより、御尊父様も広島の歴史の1ペ

ージを築かれて来られました。今日のお話期待

しております。宜しくお願い致します。

さて、本日は財団月間に相応しく2016-17年度

地区補助金申請が認可された「社会福祉法人広

島修道院への寄贈」セレモニーを今朝ほど行っ

て参りました。

昨年度は地区補助金の認定によい、広島修道院

の広島乳児院に支援を致しましたが、今年度

は、隣接する“児童養護施設”を対象に地区補

助金申請し授与されてものです。

これは今年度の財団理事道垣内会員と副幹事遠

藤会員の労によるものです。

本日の寄贈式では藤賀広島修道院理事長より、

私共に深い感謝の気持ちを伝えて頂き、「よい

ことをする」財団のポリシーがまた一つ輪が拡

がった瞬間でもあったと思います。また、ご案

内の様に今年度の私の方針はRI会長がジョン･ジ

ャーム氏のテーマ「人類に奉仕するロータリ

ー」、RI2710地区ガバナー田原榮一氏のガバナ

ー信条「奉仕の中にこそ幸福と平和がある」と

いうガバナー信条を受け、「よいことをする推

進力になろう、幸せと平和を奏でるAAA」という

テーマでコンセプトポリシーを展開しておりま

す。

その中の一つの「よいこと」を本日実践でき

たことをご報告しておきたいと思います。

広島修道院の児童達は、様々な事情により家

庭で養育を受けることが出来ない子どもが家庭

により近い雰囲気の中で生活し、年齢に応じた

（幼稚園から高校）学校で通学しています。集

団でしっかりと生活をしている彼らですが、生

活用品、文房具などの消耗品の不足は否めず、

また、交通手段の不足に逼迫している状況にも

ありました。

そんな状況の中、支援として、幼稚園生には

紙オムツ、小学生には絵本、小中高生には文房

具と共有の自転車の寄贈を行うことに致しまし

た。

今回の支援の狙いは、幼児にとっては適切なオ

ムツ交換により快適に生活が送れる。新たな絵

本により情操教育が進む。小学校以上の世代に

は、新たに個人用文房具を得ることが、教育の

一層の励みになる。自転車供与は、無料の交通

手段を与えることで、将来の自立に繋がる行動

範囲の広がりと生活環境の向上を与える。

幼児･児童･生徒が安心して就寝し、学び、社会

と触れながら、幸福で平和な時を過ごせる環境

づくりに協力することで、彼らの輝かしい未来

への礎を築くとともに、そんな地域づくりに貢

献できることです。

更に、今年度は、広島修道院との交流を密に

し、理事長、施設長を例会へお招きし、より一

層現状の理解を深めると共に今後の方向性を定

めて参りますので、皆様のご協力を宜しくお願

い致しまして、会長時間を終わります。



☆ ニコニコ箱

￥3,000 累計￥261,000
☆ 岡本 忠文 様

お客様ようこそいらっしゃいました。本日の卓

話ゲスト松井敏様、ご無理なお願いお聞きいた

だきありがとうございました。今日は財団の話

はもとよりロータリーの歴史をお聞かせ頂けれ

ばと思います。期待しております。

☆ 奥芝 隆 様

松井様、本日はありがとうございます。13年前

あの場所での一言で私はどれだけすくわれたか

わかりません。あたたかい友情にいつまでも感

謝です。今日は楽しみです。

☆ 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

て下さいます広島RC松井敏様、首を長くしてお

待ちしておりました。お話を楽しみにしており

ます。

ピアノコスモスコンサート、皆様のご協力のお

陰でタイの女子中学生支援金30,000円を広島安

佐RCに寄付することができました。ありがとう

ございました。

本日のプログラム

「ロータリー財団100周年＆広島
ロータリークラブの歴史」
㈱広重 取締役社長

松井 敏 様

広島修道院への
寄贈セレモニー


