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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”」

2月2日(木) 第830回

「金のまめ知識」

広島東ロータリークラブ

会長 堤田 英治 様

皆様、今日は、只今ご紹介頂きました、広島

東ロータリークラブ第58代会長を務めます堤田

英治です。

本日は、広島安佐ロータリークラブ岡本会長様

より、例会卓話にお招き頂きまして、誠に有難

うございます。

初に、昨年RCCテレビで、ひな壇団が弊社を取

材したビデオを約15分ご覧下さい。

それでは、これから「金のまめ知識」につい

て、お話させて頂きます。

世界で、一番多く金（ゴールド）を保有してい

るのは、米国で約8,000トン、2番がドイツで約

3,200トン、約1,000トン以上が、イタリア、フ

ランス、中国、ロシア、スイスです。日本は、

約760トンです。

次に、金の価格について、ご説明します。国際

的には、1トロイオンス（31.1035ｇ）のドル表

示です。

本日は、1,250ドルで日本国内価格は、1,250ド

ル×為替レート（115円）÷1トロイオンス＋手

数料で4,650円／ｇ（税抜き）となります。過去

の金価格は、 高は1980年広島カープが優勝し

た年の1月850ドル（6,495円／ｇ）、 低が1999

年9月17日260ドル(917円／ｇ)と大きく変動しま

した。この様に、金価格を大きく動かすのは、

戦争や保有金の売却や投機資金の流入出などで

す。

今後、金価格は上がるのか、下がるのかを皆様

から一番多く質問をされます。

現在は、スーパーコンピューター（京(ｹｲ)）な

どで、過去の価格や為替や株価やドル相場や原

油相場などを入力した答が、上がると出ていま

す。（○円／ｇ）になるのは予想外です。で

は、何故、上がると計算したのでしょうか。そ

れは、近年はドル価格や為替や株価などが大き

く動いて、過去とは別の動きをしています。（例え

ば、為替は90円台から120円台）それと、金を保有する

国が増えました。中国は、短期間で1,000トン保有しま

した。日本は、過去に金で大儲けした事があります。

皆様もお持ちかと思います。昭和天皇陛下御在位60年

記念20ｇ金貨です。1枚10万円ですが、当時の金価格は

約2,500円ですから、5万円が10万円になりました。現

在は、4,500円／ｇ（税抜き）ですから儲かりません。

この様に、金は儲かるとは限りません。40年前は、金

は安く買って高くなって売ると利益が出ると言われま

したが、近年は、金は儲ける対象とは考えず、自分の

財産の一部を金にして保有する（現金、土地、家、

株、金で分散する）事が主になってきました。購入方

法は、現物の金と現金取引でなく、一番安定したドル

コスト平均法が増えています。大手地金商や商社など

が行っています。毎月一定の金額（3,000円～）で購入

します。保管は、地金商や商社がします。盗難など

は、心配要りません。

本日は、ゴールドセミナーなどで、皆様方から一番多

い質問をまとめました。以上です。ご清聴有難うござ

いました。



2017年2月2日(木）第830回

3階｢安芸の間」

会長時間

先ず、先週の第22回天皇杯全国男子駅伝の応

援お疲れ様でした。浮田会員の肝煎りで始まっ

た「広島県」の応援も、今回初めて“崇徳イン

ターアクトクラブ”、“ＮＰＯ法人ひゅーるぽ

ん”と三位一体となった応援が達成され、新た

に作成した幟旗が多くはためき、その拡がりが

より一層深まっていく予感がしております。大

変寒い中、応援ありがとうございました。そし

て、25日の広島北ロータリークラブ、広島陵北

ロータリークラブと私共親子関係の3ロータリー

合同夜間例会にご参加頂きまして、誠にありが

とうございました。来年は私共広島安佐ロータ

リークラブがホストですので、次年度担当の

方、宜しくお願い致します

さて、今月は、平和と紛争予防／紛争解決月間

です

Peace and Conflict Prevention/Resolution

Month

世界では、18歳未満の子ども30万人が 少年兵と

して紛争に巻き込まれているといわれていま

す。2014年10月RI理事会は、重点分野である

「平和と紛争予防／紛争解決月間」である2月を

Ⅰ紛争予防と仲裁に関する、若者（将来にリー

ダーとなることが望まれる人）を対象とした研

修の実施Ⅱ紛争地域における平和構築の支援Ⅲ

平和と紛争予防／紛争解決に関連した仕事に従

事することを目指す専門職業人のための奨学金

支援を強調する月間としています。

具体的には

①現地の学校、孤児院、職場、市民センターな

どと協力して 紛争解決や仲裁に 取り組む

②ロータリー 平和フェローシップの 候補者を

探す （毎年 高100名に提供）

③紛争の要因 （貧困、不平等、 民族間の緊

張、 教育の欠如など）の 解消に取り組む

④プロジェクトを計画し、積極的に理解と平和

を 推進するため 海外のロータリークラブと 友

好を築き奉仕活動で協力する

⑤活動を成功させるヒントとして、 ロールプレ

イやスポーツを通じて、争いを平和的に解決す

る方法を 青少年に教える

⑥地域のリーダーを対象に、紛争予防や仲裁の

方法（対話の促進など）に関する研修

⑦ロータリー平和フェローや、紛争予防の専門

家・団体と協力する

という視点で財団もグローバル補助金の中で積

極的に支援しております。

また、「世界理解と平和週間（2月23日～3月1

日）」（World Understanding and Peace

Week） 1905年2月23日は、ロータリーの創始者

・ポール・ハリスが、友人3人と 初に会合をも

った日です。この2月23日を祝う創立記念日は、

「 世 界 理 解 と 平 和 の 日 」 （ W o r l d

Understanding and Peace Day）として遵守され

ます。この日、各クラブは、国際理解、友情、

平和へのロータリーの献身を特に認め、強調し

なければなりません。

ＲＩ理事会は、この2月23日に始まる1週間を

「世界理解と平和週間」と呼び、ロータリーの

奉仕活動を強調することを決議していることを

本日は思い起こして頂ければ幸です。

本日のプログラム

「金のまめ知識」

広島東ロータリークラブ

会長 堤田 英治 様

１.BOX配布物

・ロータリーの友・ガバナー月信･クマヒラ抜粋

のつづりその七十六を配布。

・公益財団法人 ロータリー日本財団・公益財団

法人ロータリー米山記念奨学会の確定申告寄付

金領収証を配布。

・創立18周年記念夜間例会のご案内を配布。出欠

の回答は回覧にてお願い致します。

・がん講話会のご案内を配布。ご出欠は回覧にて

お願い致します。

・崇徳高校での職業人による講話会のご案内を配

布。ご出欠は回覧にてお願い致します。

２.例会変更

・広島廿日市RC 「職場訪問例会」

2月13日(月)12：30～（広島ガス㈱廿日市工場)

幹事報告



☆ ニコニコ箱

☆ 広島東ＲＣ会長 堤田 英治様 ￥10,000

本日は、広島安佐RC例会にお招き頂きありがと

うございます。また「卓話」時間に、弊社の紹

介や広島東RCの歴史などお話させていただく機

会を頂き、重ねてお礼申し上げます。これか

ら、広島安佐RCの益々の発展と会員の皆様のご

多幸とご健勝を祈念して、大枚を寄贈させて頂

きます。

☆ 岡本 忠文様

広島RC高舛啓次様、曽川祐治様、広島東南RC日

域大陸様ようこそいらっしゃいました。本日卓

話を頂きます、広島東RC堤田英治様、卓話楽し

みにしています。今年の文字、正に金について

のお話、当クラブメンバーも興味津々です。よ

ろしくお願い致します。

会員記念日（２月）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・山口 洋充会員（山口ゆり様 ：8日 ）

昨日2月1日は長女の2才の誕生日でした。早

いもので2才になり、5月から幼稚園プレスク

ールに通います。

☆結婚記念日おめでとうございます。

・石丸 博昭会員（H11.2.14）

いつも有難う！感謝しています。

・浮田 収会員（S62.2.14）

先ずは駅伝応援ご用命ありがとうございまし

た。あれから30年～良く続いたもんだ。感謝

です。日南でカープ応援して記念ゴルフ番で

妻の接待して来ます。

・三宅 恭次会員（S58.2.10）

・森本 真治会員（H16.2.4）

☆創業日おめでとうございます。

・谷 勝美会員（㈱谷組 S21.2.1）

お陰様で創業71年を迎えることが出来まし

た。今後共よろしくお願い致します。

・山口 洋充会員（山口公認会計士・税理士事

務所 H23.2.1）

￥46,000 累計￥435,000

2月9日(木) 第831回

「エジプトで学んだ大事なこと」

（株）あじかん

取締役副社長 足利 恵一 様

足利さんは株式会社味の素から家業である

「株式会社あじかん」 に戻り40歳前まで、とに

かく格好つけて仕事をしていて何もわかっていな

かった頃、社長から東京に研修に行かされ自分を

律する厳しさを学びました。そこで、「中庸」を

理解することで自分の幅が拡がっていったとのこ

と。 近エジプト視察旅行に行きましたが街は汚

く早く帰国したかったのですが現地の人々の親し

みやすさと寛容さに驚き大好きになりました。多

くの経験を踏まえ、海外で事業をするのであれば

唯一付加価値のついたもの、似て非なるものを造

れば絶対に世界の日本のモノづくりが伝わり受け

入れられる、通用するんだと強く感じられたとい

う貴重なお話をいただきました。



2017年2月9日(木）第831回

3階「安芸の間」

会長時間

先ず、昨日行われました、職業人による講話会

が広島安佐ロータリーのインターアクトクラブ

である“崇徳学園”で実施されました。本年度

は準備期間も短かった為、高校2年生の二クラス

を対象に授業をさせて頂きました。講師は、山

本会員と田久保会員が積極的に受けて頂き感謝

しております。授業内容の速報ですが、お二人

のこれまでの人生の中で“挫折と希望”の遍歴

を踏まえた人生観を縦糸に、目標設定の軸足を

横糸にお二人ともまるで違う環境ですがベクト

ルは全く一緒で織りなすお話は、青少年ならず

とも私も大変感銘を受けました。大変有意義な

40分間でした。次年度は更に、この仕組みを進

化させて行こうと、顧問の先生方との協議で、

お互いコンセンサスを得られた事は大変意義深

いものとなりました。

更に、来週は15日に”ＲＩ2710地区がん予防推

進委員会委員長 ”の藤村欣吾様に今度は ”崇徳

学園”の方で高校１年生約400名を対象に”がん

予防推進の講演”をして頂くことになっており

ます。田原ガバナーのがん予防推進3カ年計画の

柱の一つ「青少年への理解と推進」に対して共

に活動を進めて行くことができる礎が築けるも

のと思っております。お手すきの方、是非崇徳

学園の方にお集まり下さいませ。

さて、先週は時間の関係で出来なかった、新会

員に成られましたペンギングラフィックスの

「中村富子」様をご紹介させて頂きたいと思い

ます。富子さんとも大変古いお付き合いをさせ

て頂いておりますが、広島を代表するクリエイ

ティブディレクターの一人であり、言わずと知

れた前会員中村和人氏の奥様です。彼女の特性

は、タスクに対して“下支え”を大変得意とし

ており、ペンギングラフィックスのクリエータ

ー兼秘書役を担っており、彼女無しでは語れな

いタスクも数々ありました。

恐らく広島安佐ロータリークラブをも支えて頂

けるものと信じております。これで女性会員も2

名となり、比率バランスが一気に良くなると思

います。

また、本日は株式会社あじかんの副社長「足

利恵一」様をお迎えしての卓話となっておりま

す。氏とは５年前ぐらいからのお付き合いをさ



本日のプログラム

「エジプトで学んだ大事なこと」
（株）あじかん

取締役副社長 足利 恵一 様

幹事報告

１.BOX配布物

・2017-18年度版 ロータリー手帳のご案内を

配布しております。ご注文される方は、回

覧にてご注文宜しくお願い致します。

・ひゅーるぽんの市電中吊り広告のポスター

を配布。

・2月度理事会議事録を配布。

せて頂いておりますが、足利氏は昭和39年12月

26日のお生まれで、安田小学校、広島城北学園

のご出身ですので関わりのある会員の方もいら

っしゃると思いますので後ほど情報交換等して

下さいませ。ここからが重要です。足利氏は、

昭和63年4月から約8年間「味の素」に在籍され

ており、その当時の仲間と今でもお付き合いが

深く、そのネットワークでここ2～3年、世界各

地、特に紛争の多い国での「事業戦略」を学び

に出向いておられます。本日はその中でも「エ

ジプト」についてと伺っております。今月は、

ご案内の様に平和と紛争予防／紛争解決月間で

す （ P e a c e a n d C o n f l i c t

Prevention/Resolution Month）月間に相応し

い話題を提供して頂けると思っておりますので

是非宜しくお願い致します。

☆ ニコニコ箱

☆ （株）あじかん 取締役副社長 足利 恵一様

￥20,000

☆ 広島陵北RC 川中 敬三 様 ￥1,000

先日､徳山でふぐを食べ､次の日に中須ゴルフ

クラブでの3RC（広島北RC､広島陵北RC､そして

広島安佐RC）合同ゴルフコンペに、長神さん､

大北さん､道垣内さんに参加して頂き､村上幹事

に成りかわり御礼申し上げます。

☆ 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（株）あじかんの足利副社長、宜しく

お願い致します。本日は「エジプト」の体験

談、大変楽しみにしております。

￥23,000 累計￥458,000

☆ 青木 幹丸様

昨日、崇徳高校に於ける職業人の講話会、担当

の山本会員、田久保会員、御苦労さまでした。

盛り上がったようで、御同慶です。

崇徳学園ＩＡＣ募金
２月分
遠藤 暢彦･石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 6,000円

総合計51,000円３RC合同ゴルフ大会



職業人による講話会

２０１７年２月８日 崇徳高校

山本 拓治会員

広島県美容業生活衛生同業組合

副理事長

田久保 普三会員

税理士法人あおぞら会計事務所

「心の持ち方を変えれば人生は

変えられる」

「美容師という仕事について」

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。

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。



がん講話会

2017年２月１５日 崇徳高校

「高校生を対象にした「がん予防講話会」

開かれる」

２月１５日、崇徳学園にて藤村欣吾さん(ＲＩ

２７１０地区がん予防推進委員会 広島中央ロー

タリークラブ所属 安田女子大学看護学部長)に

よる「がん予防とたばこの有害性について」の講

演が朝のホームルームの時間を利用して一年生全

員(４２６人)が講堂に集まり、行われました。

この講演は安佐クラブが崇徳高校のインターア

クトクラブの提唱クラブであることから学校側に

働きかけ実現したものです。

第２７１０地区の２０１６－１７年度の田原榮

一ガバナーは重点方針として「がん予防の普及推

進」(３年間戦略計画)を掲げており、藤村さんを

はじめ各委員が各クラブ、職域、学校などで講演

を行っているものです。

講演ではパソコン画面を使いながら、高校生に

分かりやすいよう、かみ砕いて説明されました。

冒頭はまず男子校ということで自らのことから

「私は小学校から高校まで男女共学、大学の医学

部は女子もＯＫですが、当時は女子医学生がまだ

少なく、私のクラスは男子だけでした。今は医学

部の３割が女子ですよ」「みんなを見ているとバ

ンカラで良いですね」「バンカラ分かる？男らし

く元気がある、ということです」と生徒をリラッ

クスさせてから本題に…。

人間の誕生、その 初は一つの細胞からです。

それが分裂を繰り返し、皆さんくらいですと６０

兆個と言われています。それ以上は増えません。

なぜかというと増殖機能のアクセルと抑制するブ

レーキによって成人になると一定数が保たれるの

です。けがをすると傷口が出来ます、すぐに治療

によって再生します。しかし傷口のところが、決

して盛り上がったりなどしません。これが細胞数

が一定に保たれていることを示しています。

がんは細胞組織が壊れることです。早期に発

見、治療しないと転移が起こります。他の部位に

飛び火するのです。するとブレーキも効かなくな

るのです。

初に簡単なメカニズムを説明されたと、たば

ことがんの因果関係をデータを示しながらわかり

やすく説明されました。

特に副流煙によるがん発症率が高いことにつ

いては詳しくはなされ、「もしお父さんやお母

さんがタバコを吸われるようでしたら、決して

家族のいるところでは吸わないようにとお願い

してください。それより、なにより禁煙するよ

うに言ってください」。

たばこは多くの有害物質を含んでいるが、問

題なのは「タール」「ニコチン」「一酸化炭

素」、特にニコチンは「たばこ依存症になる＝

やめられない」の物質です。だから禁煙が難し

いのです。

双子の娘さんの喫煙者と禁煙者の比較写真を

見せたり、「私は18から吸い始め40でやめまし

た。私の若い頃はたばこを吸うことがカッコい

いと思ったのです」と自らの喫煙経験を告白す

るとともに現在は…とデータを示し「若い女性

がたばこを吸う男性をかっこいいと思う人はほ

とんどいないのです」。

「みなさん、将来にわたって絶対に吸わない

こと、ここにはいらっしゃらないと思います

が、吸っている人が居たらすぐに止めてくださ

い」と話を結ばれました。



2月16日(木) 第832回

社会福祉法人 広島修道院

院長 中島 達夫 様

広島修道院は様々な事情により家庭で養育が受け

られない0歳～18歳までの子どもたち約120名が生

活し、学校に行っています。

乳幼児ホーム(広島乳児院)、児童ホーム(児童

養護施設広島修道院)は「きずなの家」と呼ばれ

恵まれない子供たちにとっての「家」になってい

ます。

安佐クラブでは紙おむつ、文房具、自転車など

を寄贈、わずかながら修道院の運営に寄与してい

ます。

この度はご寄贈有難うございました。もう少し

早くお礼に伺うべきところでありましたが…。新

品の自転車は中高校生の子どもたちにとって“取

り合い”になるほどです。

本日の話、このような席で適当かどうか、いろ

いろ考えたのですが…、昨年一年間で修道院を巣

立って行った3人が亡くなりました。

今日お話しするのはその中の一人、27歳で亡く

なった女の子です。

この子は母親が精神疾患で、ほとんど面倒を見

れないということで、当院に来ていました。普通

の「良い子」に育ち、小学校に上がると問題のあ

る同級生の男の子の面倒を見させた。ところが学

校の先生は問題のある子ばかり面倒を見て、自分

は構ってくれない、声を掛けてくれない…という

ようなことが度重なり、6年の時、「学校に行き

たくない」と不登校に。中学になっても不登校は

続き、院を出て家に帰るも母親が受け入れてくれ

ない…、ということで徘徊、家出を繰り返し問題

を起こすようになった。それでも一応中学を卒業

して、素行問題はあったものの江田島のホテルが

住み込みで雇ってくれました。しかし、2ヵ月で

リタイア、3ヵ月の措置停止という制度があり、

また院に帰ってきました。その後、就職をするも

どこも長続きがしない、母親に会いに行くがつれ

なくされる…の繰り返し。生活は段々荒んでい

き、結婚していたのですが昨年8月、亡くなりま

した。修道院のＯＢなど20人くらい集まり、見送

ってやることが出来ました。

27年間、「悪い子」ではないのに、何もしてや

れなかったとの悔いが残ります。

施設に来ている子は皆、親から見捨てられてい

る子です。この院では18歳までは責任は持てるの

ですが、卒院後、子どもたちにどのような形で関

わっていくのが良いのか…、難しい問題です。

このような施設への入所は親の了解が必要で

す。入所相談は多いのですが、 終的に入所まで

至るケースが少なく、県内に13の施設があります

が半分は空いています。

何故入所に至らないのか？⇒親に虐待の認識が

ないし、子どもも虐待されていると中々言わな

い。里子なども 初は親がＯＫを出しても 終的

にＮＯで話が破談になるケースが多い。

警察に補導されたりした場合の方が受け入れや

すい。

乳児の場合は強制的に介入しやすい。

親の体罰、これはまだ子どもを何とかしようと

いう意思が少しはあるが、子どもに無関心、例え

ば食事を与えないとか…、こういうケースが も

厄介。27歳で亡くなった女の子も度々母親に会い

に行ってもつれなくされて、愛情に飢える形で荒

んでいったのではないでしょうか。

今回の卓話、非常に重い話、テーマでした。制

度上の壁、家庭に入り込めないもどかしさ等々、

長年この仕事に携わってこられた中島院長です

ら、「解」のない世界で悩んでおられます。



☆ ニコニコ箱

☆ 岡本 忠文様

本日は、多くのメーキャップを頂き誠に有難う

ございます。ますますのにぎやかさ、大歓迎で

す。本日の卓話話を頂きます、広島修道院 院

長 中島達夫様、楽しみにしています。

☆ 石丸 博昭様

先日、崇徳高校へ職業奉仕としてがんについて

の卓話を頂きました。学生の感想は、改めてご

報告頂けるとの事でした。当日御参加頂きまし

た方、有難うございました。

会員記念日（２月）
☆ 誕生日おめでとうございます。

・西丸 洋平会員（S54.2.27）

￥7,000 累計￥465,000

2017年2月16日(木）第832回

3階「安芸の間」

会長時間

先ず、昨日行われました、“ＲＩ2710地区がん予

防推進委員会委員長”の藤村欣吾様に今度は“崇

徳学園”の方で高校1年生462名を対象に“がん予

防推進の講演”をして頂きました。約40分間の時

間でしたが田原ガバナーのがん予防推進3カ年計

画の柱の一つ「青少年への理解と推進」に対して

共に活動を進めて行くことができる礎が築けたと

考えております。崇徳学園には今後3年間のロー

リングが出来るように申し入れておりますので、

今後の取り組みに期待が持てます。また、ご参加

頂きました会員の方々、朝早くからご苦労様さま

でした。

今年に入り、インターアクトのメンバー達との

交流も、“ひゅーるぽん”の餅つき大会、第22回

天皇杯全国男子駅伝の応援、職業人の講話会、日

韓ホームステイの協力要請MT、韓国研修旅行への

参加促進（今年は2名）、そして本日の“がん予

防推進の講演会”とかなり、インターアクトクラ

ブとのコミュニケーションが活発化したと思って

おります。これからも、皆様方インターアクト行

事に時間が許される限りご参加頂ければ幸です。

さて、ご案内の様に今年度の私の方針はRI会長

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。昨年11月に、「社会福祉法人 広島修道院へ

の寄贈式」を行ったことは記憶に新しいと思いま

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～高校）学校へ通学しています。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ない

ました。「幼児にとっては適切なオムツ交換によ

り快適に生活がおくれる。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」であろうとの狙いで実施い

たしました。

本日は、その修道院の院長“中島達夫”様にお越

し頂き、卓話をして頂く事になっております。

「よいことをする」財団のポリシーの輪が少しで

も拡がっていれば幸です。そのあたりもお話頂け

るものと期待しております。中島様宜しくお願い

致します。

本日のプログラム

社会福祉法人 広島修道院
院長 中島 達夫 様

幹事報告

1.BOX配布物

・2/8職業人による講話会、生徒からの感想文

を配布。

・IM出席者の方へ当日のプログラムを配布。

欠席に変更される方は事務局までご連絡をお

願い致します。

2.例会変更

広島安芸RC 「新会員歓迎夜間例会」

と き 3月7日(火)18：30～(同日変更)

ところ ホテルグランヴィア広島



2月23日(木) 第833回

「古事記に学ぶ くじけない生き方」

～イザナギとイザナミの国生みからのヒント～

広島経済大学

教授 北野 尚人 様

本日は、イザナギとイザナミ二柱のエピソード

をもとに「くじけない生き方」というテーマでお

話をしたいと思います。

まず、第一の「くじけないエピソード」は、国

生みの 初のシーンです。 初に女神のイザナミ

が男神のイザナギに声を掛けて神や国を生んだと

ころ、失敗作ができてしまいます。この失敗にく

じけなかった二柱は、男神から声を掛けて、再

度、国生み・神生みにチャレンジされます。

さて、次は第二のエピソードです。イザナミ

は、 後に火の神を生み、その時の大火傷がもと

で亡くなってしまいます。イザナギは嘆き悲しみ

ますが、くじけずに妻が眠る黄泉（よみ）の国を

訪問し、連れ戻そうとされます。

第三のエピソードは、イサナギの黄泉の国から

の脱出です。黄泉の国でイザナミとの再会を果た

したイザナギでしたが、黄泉の国の軍勢に追われ

ながら、命からがら脱出をすることになります。

第四のエピソードは、黄泉の国の出口でのイザ

ナギとイザナミの別離のお話です。イザナギはイ

ザナミとの別れを決心し、夫婦別離の呪文を唱え

ます。それに対し、怒ったイザナミは「これから

はイザナギの国の人々を一日に1000人を殺す」と

言い、イザナギは「ならば1500の産屋を立てる」

と言って決別します。イザナギは呪いにくじけず

に、国の繁栄を誓った訳です。

第五のエピソードは、イザナギの禊（みそぎ）

による「三貴子」の誕生です。この禊によって、

左目からアマテラス、右目からツクヨミ、鼻から

スサノオが生まれます。この禊が無ければ、天皇

家の始祖と言われるアマテラスが生まれていない

訳です。

後に、イザナギとイザナミを祀っている神社

をご紹介いたします。松江の「神魂（かもす）神

社」は、イザナギとイザナミの二柱が主祭神とな

っています。また、淡路島の多賀には、淡路国一

宮である伊弉諾神宮（いざなぎじんぐう）があり

ます。

本日は、イザナギとイザナミをテーマにして、

お話させて頂きました。

2017年2月23日(木）第833回

3階「安芸の間」

会長時間

先ず、先週の土曜「広島市ピースアートプログラ

ム アートルネッサンス2017」のオープニングセ

レモニーが袋町の“ひと・まちプラザ”にて行わ

れました。

「障がいのある人たちの表現活動」を「文化芸術

活動」の一環として捉えている、広島市・NPO法

人ひゅーるぽん・アートサポーターによる主催で

実施されているものです。広島市は昨年に引き続

きの主催となっており、松井広島市長列席の中、

優秀賞の発表、2月18～26日の間展示会のテープ

カットが行われました。

私共、広島安佐ロータリークラブも、NPO法人ひ

ゅーるぽんを支援していく中で、今年から特別協

賛を始めております。特別協賛企業は他に13社あ

りますが、この輪がより広くなっていく事を願っ

て止みません。

また、同時に昨年に引き続き、2月11日にアート

トレインが発進しております。ご案内の様に、広

島電鉄の電車“グリーンムーバ”を障がい者アー

トでラッピングし、車内は中吊り広告として、様

々な表情の動物達で彼らの世界観を伝えていきま

す。番線は1番線です。



本日のプログラム

一日7～8往復しているそうですので機会があれ

ば、是非乗って眺めてみてください。運が良けれ

ば私共が協賛している中吊り広告を目にすること

ができると思います。“広島安佐ロータリークラ

ブは障がいのある人の表現活動を支援しています

”と絵の下の方に書かれているのを見つけて頂け

れば幸です。

作品は、どれもとても素直で、直感的で、何故か

心安らぐ作品ばかりです。お時間が許される方是

非袋町の方にも、足を運んで頂きたく思います。

尚、今年度の私の方針は、毎回申し上げるよう

ですが、RI会長ジョン・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

開しておりますが、奇しくも、本日はロータリー

の創立記念日です。112周年になります。一方財

団は今年が100周年です。この事業は財団100周年

事業として、次年度の財団補助金対象として申

請、ノミネートしていく予定にしております。

3月までに次年度財団担当と共に作業を進めて参

り、この事業がRIにも認めて頂き、多くのロータ

リアンの賛同を得たいものだと考えておりますの

で皆様のご協力宜しくお願い致します。

さて、後程三宅会員よりご紹介があると思いま

すが、本日のゲスト卓話は“広島経済大学教授

元中国博報堂執行役員マーケッティング部長”北
野 尚人様です。

ご案内の様に、北野氏はマーケティングでは広島

のオーソリティです。今日はどのような視点でお

話が聞けるか大変楽しみにしております。

☆ ニコニコ箱

☆ 東京世田谷RC 北中 彰様 \1,000

東京世田谷RCからまいりました。本日16時より

介護施設向けの外国人実習生受入のセミナーを

やる用事で広島にまいりました。

☆ 広島陵北RC 森川 和彦様 \2,000

遅くなってしまいましたが、先の3RC合同夜間

例会では、ノーザンヒルズのつたない演奏にお

付き合いいただきましてありがとうございまし

た。3年後の合同夜間でも演奏させてもらえる

ように練習に励みたいと思いますので、また、

よろしくお願い致します。

☆ 岡本 忠文様

今日は、遠来(東京)からの御客様を始め多くの

御客様にお越し頂き誠に有難うございます。週

末のIMを控えています。皆様、御出席をお願い

致します。本日、卓話を頂きます、広島経済大

学教授 北野尚人様、どうぞよろしくお願い致

します。

☆ 三宅 恭次様

北野さん、本日の神話の話楽しみにしておりま

す。大学教授へ華麗に転身されて一年、いかが

ですか？

￥5,000 累計￥470,000

幹事報告

１.BOX配布物

・職場訪問例会のご案内を配布しております。

ご出欠の回答は回覧にてお願い致します。

3月23日（木）11：00～（㈱中国放送 RCC）

・休会のお知らせを配布しております。

3月30日（木）

・お花見夜間例会のお知らせを配布しておりま

す。ご出欠の回答は回覧にてお願い致します。

4月6日（木）18：30～ 桜下亭

・比治山公園清掃のお知らせを配布しておりま

す。ご出欠の回答は回覧にてお願い致します。

4月22日（土）10：00～12：00 比治山公園

・2016年手続要覧を配布しております。

２.例会変更

・広島西RC「創立４７周年記念夜間例会」

日 時：3月9日（木）18:00～(同日変更)

場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

「古事記に学ぶ くじけない生き方」

～イザナギとイザナミの国生みからのヒント～

広島経済大学

教授 北野 尚人 様


