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2018年9月6日(木）第901回

3階｢安芸の間」

会長時間

創立20周年

9月はロータリー月間として、基本的教育と識

字率向上月間です。この識字率について少し調

べてみましたのでご紹介させて頂きます。

もし文字を知らなかったら…
もし計算の仕方が分からなかったら…
想像してみてください。文字がわからず、計

算できない自分を。

私たちは本や漫画を読むことも、正しく買い物

することもできません。

普段の生活から、読み書きや計算することを切

り離すのは、とても難しいことだと思いません

か？日常生活で必要な文章を理解して読み書き

できる能力のことを「識字」と言います。文字

の読み書きや計算ができない人々を「非識字

者」と呼び、世界には約7億8100万人(*)の成人

非識字者（15歳以上）がいると言われていま

す。

(*)出典：EFAグローバルモニタリングレポート

2015、ユネスコ

9月8日は「国際識字デー」

「国際識字デー」とは、識字の重要性を世界に

訴えかける日として、1965年にユネスコが制定

した国際デーです。1965年9月8日、イランのテ

ヘランで開催された世界文相会議で、パーレビ

国王が各国の軍事費1日分を識字教育にまわす

ように提案したのを記念し、制定されたそうで

す。

世界の識字率を見ると、アフリカの識字率が全

体的に低く、比較的識字率の高いアジアの中で

もアフガニスタンはとても低く、文字の読み書

きができないことで、得られる情報が不足し、

書面での意思表示ができず、社会的な権利が大

幅に制約されてしまいます。識字率が低いこと

は、国や地域の発展においても不利益になって

しまいます。

識字の意義はただ単に文字が読めるだけでなく

理解が出来る事が必要です。文字が読めなけれ

ば薬を選ぶことも出来ませんから、母親が識字

出来ない場合、5歳児未満の乳幼児死亡率が高

い事が統計として有るようです。また、識字者

と非識字者の情報格差の拡がりが貧困連鎖の要

因となっています。

例えば、読み書きができない⇒農業に関する正

しい知識が得られない⇒収穫が少ないため低収

入＆病気にかかりやすい⇒このため治療費がか

さむ⇒貧しいため教育が受けられない⇒読み書

きできない・・・このように非識字が、生活向

上への妨げとなり、貧困の悪循環に陥りやすい

要因です。では、日本ではどうでしょうか？

現在の日本では識字率99.8％と言われています

が、2017年9月23日 東京新聞に以下の記事が

有るようです。

中学3年生の15％が、「日本人だけど、日本

語ができない」2017年9月23日の東京新聞にこ

んな記事が掲載されたそうです。

中学三年生の約15％は、主語が分からない等、

文章理解の第一段階もできていなかった。約半

数が、推論や二つの文章の異同などを十分に理

解していなかった。

また、基礎的読解力は中学では学年が上がる

につれて緩やかに上昇するが、高校では上昇し

なかった。高校の教科書が理解できず、力が伸

びていない可能性があるという。基礎的読解力

と進学できる高校の偏差値との間には、強い相

関があった。

(国立情報学研究所の）新井教授は「基礎的な

読みができていないと、運転免許など資格の筆

記試験にも困難を伴うと予想される。中学卒業

までに中学の教科書を読めるようにしなくては

ならない」と話した。

※出典:東京新聞（2017年9月23日）「中3の15

％、短文も理解困難 教科書や新聞で読解力調

査」



｢～消費のカギを握る女性脳に響く～

女性がクチコミで広めたくなる商品とは｣

㈱ハーストーリィプラス

代表 さとう みどり 様

重要なのは文字を読むだけの識字率ではな

く、理解することが出来る識字率です。これを

機能的識字と言うそうですが、『機能的識字』

とは

・家電の説明書を読んで、その通りに設置した

り利用する

・災害情報を文字で理解し適切な行動をとる

（これは重要ですね）

・薬の服用方法について書かれた説明文書を読

み、正しく服用する

・法的な契約書等を理解し、適切な判断のもと

契約を行う

・新聞に書かれている内容、掲載されている表

やグラフが表している数値の意味を理解し、

適切な情報を得る

など、日常生活に欠かすことのできない能力

です。日本に於いてこの非識字の経済・社会的

損失は年間約951億（$84.21billion）に上ると

推計しています。

※NGO World Literacy Foundationが2015年に

公開したレポート、"The Economic & Social

Cost of Illiteracy"による。

最後に、機能的識字の力を育むことは、社会

全体にとってメリットをもたらすことでもあり

ます。外国人だから日本語教育が必要であり、

日本人だから不要であるという考え方ではな

く、国籍やルーツ、家庭の言語などに捉われ

ず、子どもたちの言葉の発達を育むためのサポ

ートの拡充が望まれます。 年々増加する日本

語指導が必要な児童生徒の存在を含めて考える

と、言葉の専門家を義務教育学校に配置するこ

との意義は大きく、日本語教師を含む言語の専

門家が小中学校や地域と協力連携しながら、子

どもたちの言語発達を促進していくような取り

組みが生まれることが期待されます。

1990年主婦二人で立ち上げたマーケティング

会社「ハース・トーリィ」、瞬く間に全国に10

万人の組織を作ったことでマスコミなど取り上

げられる。その時の代表が日野佳恵子さん、さ

とうさんは副社長。表に出るのが日野さんでさ

とうさんはデザイナーとして本来の仕事をおも

にやりどちらかというと裏方的役割だったそう

です。しかし、2009年転機が訪れます。日野さ

んがマーケティングとコンサルティングを主な

業務に東京に進出したのを契機にさとうさんは

広島に残りハースト―リィから独立、日野さん

から学んだマーケティングを活かしながらカフ

ェ、物販、弁当事業を展開しています。

佐藤さん曰く「私の昔を知る人はこんなとこ

ろに立って喋るあなたは想像できない」と。現

在では広島県、広島市、島根県などの審議会の

委員など数多くの肩書があり、会社でもデザイ

ナーの仕事は全くできず経営に専念していると

のことです。

因みにハースト―リィは「his story」に対

して「her story」だそうです。

社員、スタッフは全員女性。女性、生活者の

視点に立った会社経営を心掛けているとのこ

と。

男性と女性の行動パターンを分析して事業展

開しており、つまり男性は「モノが好き」「理

屈」「機能重視」、これに対して女性は「イメ

ージ」「直感」「人好き」などでさらに女性は

それがよいものであれば必ず「口コミ」をして

くれる。これのサイクルでマーケットが広がっ

ていくそうです。



例えばカフェではちょっと高めの、無添加、無

農薬の食材を使った1500円のランチを提供して

おり、その顧客は30代のママ友。美味しければ

そのカフェで売っている食材を買って夜のご主

人のための料理を作る。さらには現在展開して

いる弁当事業にも結びついて行っている。安心

な弁当ということで小学校5，6年生が通う進学

塾に売り込むことが出来た。現在では安田幼稚

園・小学校、なぎさ小学校などで食育の授業と

絡めて利用してもらっているそうです。

このほか「女性脳」に響くマーケティングの

展開事例を他メーカーのものを含め紹介されま

した。

会社の原点は「女性による口コミュニケーシ

ョン」、これを基本に据えて身の丈に合った会

社経営をしておられます。

本日のプログラム

9月6日(木) 第 901 回

｢～消費のカギを握る女性脳に響く～
女性がクチコミで広めたくなる

商品とは」
㈱ハーストーリィプラス

代表 さとう みどり 様

幹事報告

１.BOX配布物

・ロータリーの友・ガバナー月信を配布してお

ります。ご一読下さい。

２.例会変更

・広島南RC 「新会員歓迎夜間例会」

と き：9月14日(金)18:00～※同日変更

ところ：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島4Fﾛｲﾔﾙﾎｰﾙ

・広島西RC 「夜間例会」

と き：9月27日(木)18:00～※同日変更

ところ：ANAクラウンプラザホテル広島

３.休会

・9月19日（水) 広島西RC

・9月25日（火) 広島RC

出席報告 第899回 8月23日
会員数 22名 出 席 率 95.45％

出 席 20名 ご 来 賓 1名

欠 席 2名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 0名

ニコニコ箱

￥25,000 累計￥161,000
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。

・道垣内 文夫会員（聡子：19日）

・三宅 恭次会員 （文枝：27日）

☆結婚記念日おめでとうございます。

・長神 憲一会員（S51.09.05）

昨日が結婚記念日でした。早いもので42年

も一緒に過ごしております。だんだんとわ

がままが出来なくなってまいりました。こ

れもそれなりにいいかもしれませんね!!

☆創業日おめでとうございます。

・松岡 與吉会員（S51.09.01）

第43期目を迎えました。皆様もお陰です。

ありがとうございます。

☆入会月おめでとうございます。

・岡本 忠文会員（2011.9.1）

☆石丸 博昭会員

皆様こんにちは。本日卓話を頂きます㈱ハー

ストーリィプラス代表取締役さとうみどり

様、ようこそ。宜しくお願いします。

☆青木 幹丸会員

ハーストーリィプラスさとうみどり様、今日

の卓話楽しみにしております。ハーストーリ

ィという社名に聞き覚えがありましたのでク

ラブの会報を引っ張り出してみましたら、お

よそ17年前2001年11月22日に、創業者日野佳

恵子様が卓話にお出で下さっておりました。

現在のご盛業誠におめでたいことです。当時

の会長の谷さん、覚えておられますか？

☆中村 富子会員

さとうさんの卓話、楽しみにしています。ど

うぞとろしくお願いします。

☆浮田 収会員

25番・新井選手。残念ですがこれからも広島

に関わってくれる事祈念です。9/9・10安佐R

Cゴルフツアー参加者の皆様、宜しく。小生

は当日夕方から参加です。アジア大会どんぐ

り村ソフトテニス金メダル2個も獲得です。



2018年9月13日(木）第902回

3階｢宮島の間」

会長時間

科学的に証明された『運を引き寄せる法則』

について紹介します。

この記事は今年3月のプレジデントオンライン

の中に有ったものの引用ではございますが、な

るほどと思える内容でした。（以下抜粋）

（あの人はいつも運がいい）（いつもツキが無

く、上手くいかない）どちらもよく聞く話です

が世の中ありとあらゆる成功ルールを検証した

全米ベストセラー『残酷すぎる成功法則』（飛

鳥新社）によれば、科学的に証明された「幸運

を引き寄せる方法」は存在するそうです。

『いつも運がいい人』を真似する・・・

ハートフォードシャー大学の心理学教授のリ

チャード・ワイズマンは「運のいい人」と「運

の悪い人」を対象に調査を行い、両者の人生に

異なる成果をもたらすのは全くの偶然か、不気

味な力か、それとも何か本質的な違いなのかを

検証した。その結果、運は単なる偶然でも超常

現象でもなく、その人の選択によるところが大

きい事が明らかになった、としています。

1000人以上の被験者を調査したところ、ワイ

ズマンは運のいい人の性質を発見しました。彼

らは新しい経験を積極的に受け入れ、外交的

で、あまり神経質で無い事が示されたのです。

つまり、彼らは直観に従い、なにより前向きに

物事を試し、それが更に直観を研ぎ澄ます。家

に閉じこもっていたら、新しい事やワクワクさ

せてくれること、素敵なものにどれほど巡り合

えるだろうか？きっとチャンスは少ないだろ

う。

運は生まれつきのものだろうか？そんなことは

ない。運の大部分は選択によってもたらされる

事を踏まえた上で、ワイズマンは「ラック・ス

クール」という別の実験を試み、運が悪い人が

運のよい人の様に行動する様に指導したら、幸

運な人と同じ結果を得られるかという実験で

す。

結果は上々、ラックスクールの卒業生の80％

が運が良くなったと実感し、幸福感も強くなっ

たという結果でした。更に、運のいい人は、失

敗についてくよくよ悩まず、悪い出来事の葉面

を見て、そこから学ぶ。彼らは楽観的な説明ス

タイルをもっており、この事は多くの研究によ

って裏付けられているようです。

因みに、絶対に失敗を避ける事は可能か？

この事について『バットマン理論』の難点とい

う例題があります。バットマンは無敵のヒーロ

ーですが超能力を持たない普通の人間です。数

々のすごい道具と鍛え上げられた肉体を持って

いますが、一度として負ける事が許されないと

いう最大の難点を抱えています。プロボクサー

で30勝1負はすごい勝率ですがバットマンには

試合を止めるレフリーはいません。負けはスト

ーリーの終了を意味します。

では無敵のヒーローはどの位の時間継続可能な

のかを科学的にスポーツの分野で調査したヴィ

クトリア大学のE・ポール・ゼーアのデータが

ある様です。

これによるとその期間はたった3年！！

これを踏まえ我々は無敵のヒーローになる必要

はないのですが、あたかもそうであるかのよう

に行動する人々が少なくない。私たちは常に、

落ち度があってはならない、一度失敗したら終

わりだと思っている。しかし、私たちはバット

マンではない。何度でも失敗し、断念し、学ぶ

ことが出来る。

というより、それが学ぶための唯一の方法なの

だと締めくくっていました。

ここにおられる皆様方い於かれましては当たり

前のことかもしれませんが、ご紹介させて頂き

ました。

｢―起業家の挑戦―

“あったらいいな”をカタチに｣

㈱ソアラサービス

代表取締役 牛来 千鶴 様



ソアラサービスは3つの事業を展開していま

す。一つはシェアハウスで現在100人が入居。

入居者同士、訪ねてきた人との交流の場として

も…。今ひとつは広島をイメージした商品開

発、そして自ら起業し経験を活かしての創業支

援、これは創業に当たって必要なこと、あらゆ

る分野の専門家の紹介とセミナーの開催などで

す。

牛来さんは6年間の専業主婦の後、企画会社

に勤めた後プランナーとして独立、当初は自宅

を事務所にしていたが、家庭内の雑用等との棲

み分けが難しく、30坪の古いビルの１室を借り

てスタートした。それもひとりではハードルが

高いので仲間を募り10人で始め、そこをパーテ

ーションやベニヤ板で仕切って…、これがシェ

アハウスの原点。同じ思いの事業主が集う、こ

のことを一番大切にしています。

2001年に私は「10年後の夢」を語っている。

それは8階建ての大きなビル、そこに300人が入

居、毎日多くの人が訪ねてきて交流の輪が出

来、具体的な事業へと進む…そんな夢を描いて

いた。確かに「夢」を信じることは難しいが、

とにかくこれはできると信じてやる。例えば資

金計画も売り上げ１千万の時、１億の資金を集

めようと…、そうしたことを言い続けると必ず

支援者が出てくる。現在の会社も広島の銀行、

電鉄会社などが支援してくれている。

私はキーワードを3つ持っている。

ひとつは「壊す」、ひとは固定、既成概念に

囚われやすい。そこを柔軟な発想で変えてい

く。具体例としてはもみじ饅頭に竹炭を練り込

んだ黒紅葉。マーケッティングの段階、これな

に？ちょっと気持ち悪そう…という声、これは

エッヂの効いた商品になると確信、一時3千万

円売り上げることが出来た！

二番目は「広げる」、みんな思いつくものは

沢山ある。そうしたものを集めて広げていく。

情報源は街角、マスコミ、口コミ…、黒もみじ

も健康管理士から「黒炭パウダー」の話が出発

点。ネットについては余り頼りすぎると危険、

町中に出て足で稼ぐことが必要。

三番目は「絞る」、広げたものからターゲッ

トを絞り込むことが大切。商品開発に当たって

は特定の人物像を作り上げる、42歳の働く女

性、フリーランサー、ワイン、ドライフルーツ

好き、その人物をターゲットにした商品を開発

して発売したところ完売した。つまりそのイメ

ージした人物のバックには何万人もの人がいる

という事です。

現在は食品系ではないものをメーカーと一緒

に「広島発ピースブランド」としていろいろな

もの作ることに取り組んでいる。

その一例が平和公園などに掲げられた千羽鶴の

再利用で「一筆箋」等々。今五年間で50億円の

市場を作ろうと目標をイメージして云い続けて

います。信じることで夢を実現していくことで

す。

本日のプログラム

9月13日(木) 第 902 回

幹事報告

｢―起業家の挑戦―

“あったらいいな”をカタチに｣

㈱ソアラサービス

代表取締役 牛来 千鶴 様

１.BOX配布物

・新会員候補者照会文を配布しております。ご

意見のある方は、7日以内にご記名の上、書

面により理由を付して幹事まで申し出て下さ

い。個人情報のため、取り扱いにはご注意く

ださい。

・9月定例理事役員会議事録、創立20周年記念

組織表を配布しております。各自、所属をご

確認ください。各委員長よりまたご連絡いた

します。

・8月分個人別出席一覧表を配布しております｡

２.お知らせ

・9月27日の職場訪問にて、RCC文化センターの

駐車場をご利用の場合は、駐車券を受付に提

出いただけば、割引を受けられますのでよろ

しくお願い致します。

・青少年育成県民運動推進大会のご案内が届い

ております。ご興味のある方は、事務局まで

ご連絡ください。

・次週、9月20日は休会となっておりますの

で、お間違えのないようお願い致します。

・国際ロータリー第2710地区・吉原ガバナーよ

り、北海道地震に対する義捐金のお願いが届

いております。当クラブからは、お1人1,000

円で22,000円ほど奉仕会計より支援いたしま

す。

・例会をお休みする際は、事務局までご連絡し

て下さい。



会員数 22名 出 席 率 100％

出 席 19名 ご 来 賓 1名

欠 席 3名 ご 来 客 2名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

ニコニコ箱

￥12,000 累計￥173,000
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（H03.09.16）

☆石丸 博昭会員

本日卓話を頂きます㈱ソアラサーブス代表取

締役牛来千鶴様、米山奨学生のタン君、いつ

もメーキャップいただきます陵北RCの南条

様、ようこそ、どうぞおくつろぎ下さい。

☆青木 幹丸会員

先日、浮田会員お世話の暑気払いゴルフコン

ペ２日目に参加し、ダブルペリアではありま

すが13人中2等賞になりました。賞金2000万

円の半額をニコニコします。元会員の黒田さ

ん、岡村さん、河野さん、現会員の大串さん

の弟さん、山本さんの奥様など、多彩なメン

バーでした。

☆中村 富子会員

ソアラサービスの牛来さん、ようこそいらっ

しゃいました。牛来さんの卓話、超楽しみに

しています。タン君もようこそいらっしゃい

ました。ごゆっくり楽しんでください。

☆浮田 収会員

安佐RC残暑払いコンペ、皆様のお陰にて無事

に、１日目大雨で中止。夕方から大宴会で飲

みすぎ大盛況！２日目は小生参加なのでリー

ジャスはゴルフ日和！

☆奥芝 隆会員

9/6 広島経済レポートにて、会長、社長就

任の記事を載せていただきました。ありがた

いことです。感謝。

☆佐藤 恭子会員

お客様、ようこそいらっしゃいました。卓話

をして下さいます牛来様、お話を楽しみにし

ております。9月17日14：30より、ピアノ

コスモスコンサートをゲバントホールで行い

ます。ロータリークラブですとおっしゃれば

無料で入場できます。お待ちしております。

☆南條 泰様（広島陵北RC）

先日の北海道地震で先進国の弱さを知りまし

た。発電所をテロでミサイルが一本あれば終

わりですよね。明日は我が身ですよ。

出席報告 第900回 8月30日 2018年9月27日(木）第903回

｢職場訪問例会」

エリザベト音楽大学

今回は佐藤恭子会員の母校であり、長年教鞭

を執られた、中区幟町にあるエリザベト音楽大

学へ。10時45分の集合時間にエントランスホー

ルに会員が三々五々と。

まずはエレベーターで1号館の3階に上がり、

セシリアホールへ。川野祐二理事長・学長（広

島ロータリークラブ所属）をお待ちする間、佐

藤会員がいろいろと解説。このホールは太陽光

を取り入れる設計になっているそうで、時とし

て外の車の音が聞こえることがあるとのこと。

ステージ正面にはパイプオルガン、これについ

ても「風の楽器といわれるんですよ。鍵盤を叩

くとパイプの中を空気が通って音が出るんで

す」と。

そうこうするうちに川野学長が来られ佐藤会

員と並んでステージ上から挨拶と大学の現況に

ついて話して下さいました。まずは先輩である

佐藤会員について、「佐藤先生は本学の学生時

代から教えておられ、その後長らくピアノ専攻

の教授として教えてこられました。先生は単に

ピアノのテクニックを教えるだけでなく、学生

とのコミュニケーションを大事にして、礼儀作

法を含め時に厳しく指導されました。いわばま

ず人間教育をやって頂いたことが卒業していく

学生にとって大きな糧になったのです」と。

大学の現況につて「嘗てのバブルの時代は一

学年175人と多かったのですが、いまは60人程

度。入学者減の原因のひとつに音楽で身を立て

ることが中々難しいという親御さんの判断もあ

るようです。ただ、本学の卒業生は一般企業に

も多く就職しています。会社での音楽サークル

でリーダーを務めているなど本学で身につけた

ものを活かしている子もいます」。大学経営に

ついては「東京の音楽大学など経営の厳しいと

ころもありますが、本学は無借金経営です」

と。



いよいよ今回のメインイベント、パイプオルガンの

演奏です。奏者は福原之織教授、まずはパイプオル

ガンの仕組みや機能について説明。この備え付けの

パイプオルガンは2740本のパイプがあるそうで、一

台で豊かな音色を出せる、いわばオーケストラで

す、と。試しに高音と低音を出してもらいましたが

高音はほとんど聞き取ることが出来ませんでした。

演目はまず「アメイジンググレース」、ついでフラ

ンスの盲目の作曲家ルイ・ヴィエルヌの「ウエスト

ミンスターの鐘」、会員は暫し演奏にうっとり。先

生から「上がってきて、触って弾いてみてくださ

い」とのお声掛けで皆ステージ上に。福原先生によ

るとバブル期に全国の自治体を中心に高額なパイプ

オルガンを備え付けたそうですが、今や演奏もほと

んど行われていないのが現状だそうです。大学でも

パイプオルガンを専攻する学生が一学年で１人居る

かどうかだそうです。

このあと小ホールのザビエルホール、定期試験や

研究発表で使われるそうで、スタンウエイのグラン

ドピアノが置いてありました。エリザベトの学生は

ここで演奏する機会が度々あるそうですが、東京の

規模の大きい大学ではこうしたホールで卒業するま

でに何回演奏できるか…という事でそういう点でも

学生にとっていい環境にあるという説明がありまし

た。

この後、図書館と透明のガラスにグレゴリオ聖歌

の楽譜を記した新三号館を見て、エントランスホー

ルに下りました。僅か一時間の職場訪問でしたが、

新鮮な中身の濃い体験でした。

大学側が広報の方が3名ついて下さり、至れり尽

くせりの対応をして頂きました。これも佐藤会員の

お陰です。感謝。

エリザベト音楽大学はことし70周年を迎えられま

した。わが安佐ＲＣも20年、チャーターメンバーで

あり、初代会長の佐藤会員の母校を訪問できたこと

は何かの縁を感じるものでした。

会員数 22名 出 席 率 95.45％

出 席 18名 ご 来 賓 1名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第901回 9月6日

崇徳学園ＩＡＣ募金

9月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美・青木 幹丸

合計 10,000円

総合計 20,000円



20周年記念チャーターメンバーエッセイ

「広島安佐ロータリークラブ創立20周年の

思い出、そしてこれから・・・」

谷 勝美

もう20年か！今更ながら月日の経つことの早

さに驚くばかりですが、親クラブであります陵

北ＲＣの故二宮義人特別代表のもとで我がクラ

ブが1999年3月に誕生しました。

当時を思い出しますと、発足前に入会予定者

を集めての説明会で週1回の例会、「出席を重

んじる」という事を強く言われ、自分自身続く

かな？と大変心配しておりましたが、健康にも

恵まれ、会員の皆さんのまさに好意と友情に支

えられ何とか100％出席継続中です。それも最

初は退会すると紹介していただいた方に失礼と

言う思い。そのうち逆に自分でスケジュールを

調整できることは行い、出来ない場合は前後２

週間の間で他クラブでのメーキャップという事

ですが。例会を自分自身の「人間形成の道場」

と位置づけをし、異業種の皆さんと交流をさせ

ていただき他クラブの皆様とも色々な機会を通

して話をさせていただくことが、私にとって大

変有難い機会であると認識し、極力出席し、ま

た参加もさせてもらっていますし、一方で例会

出席は組織の一員としての義務でもあると思っ

ております。

20年間、色々なことを経験させていただき、

勉強もさせていただきましたが、印象強く残っ

ている何点かを列記させていただきますと、ク

ラブの行事として佐藤会員のリードのもとチャ

リティーコンサートの開催、そしてそこでの収

益金を発足当初からナザレ園（韓国の日本人女

性施設）へ援助し続けてきましたが、2002年4

月19～20日会員8名で韓国慶州市訪問し、私も

参加させていただきました。また、女性剣士親

善剣道交流会は当時我がクラブ会員の岩田啓司

さん(剣道5段)の声掛けで小さい子供さんから

お母さん方大勢の参加で、真剣な眼差しでの競

技、その後、親子・友達と一緒にお弁当を楽し

く食する光景が何とも言えない良い交流の場で

あったと強く印象に残っています。職業人によ

る、安西中、熊野中、城北高での講話もそれぞ

れ熱心に聞いてくれて感想文も書いてくれまし

た。最近では松岡会員のリードで地元中学生に

も参加してもらっての、比治山公園の清掃活動

等々、その他にも色々な奉仕活動をクラブとし

て行っていますが、紙面の関係で割愛させてい

ただきますが、極力参加もさせていただこうと

思っております。

一方でこの20年間色々な役も仰せつかり、皆

さんのご指導、ご協力をいただき何とかその任

を終える事が出来ました。

2001年7月31日、我がクラブ会長の下髙昭英

さんが53才の若さで急逝され、次年度会長予定

者であった私が急遽、当時西村ガバナー（岩国

RC）のところで8月の盆過ぎに特別補講を受講

し8月末に安佐クラブの皆さんの了解を得て、9

月から正式に会長という事にしていただきまし

たが、何しろ急なことであり、会長方針等も前

会長のまま勉強不足である私に当時幹事の福田

さんをはじめ全会員の皆さんの多大なご協力を

いただいて年度を終える事が出来ました。

また、広島14ＲＣ合同懇親ゴルフ大会では、

2002年10月27日（八本松コース、参加183名）

2016年4月29日（西条コース、参加207名）と2

度我がクラブがホスト役を務めさせていただき

実行委員長をさせていただきましたが、この件

に関しましても会員の皆さん、ゴルフをされな

い会員さんもおられますが、総出でお手伝いを

していただきました。

小さなクラブがやっているのだから、協力し

てやろうという親心、まさにロータリアンの友

情のお陰で、大きなトラブルも無く開催できた

こと、特に親クラブの陵北RCの皆様には準備段

階から、当日、その後の表彰式等々に至る全て

の面で色々と教えていただき、ご支援いただき

心から感謝です。

2010～2011年度会長は谷口さんでしたが、グ

ループ6ガバナー補佐、佐藤さんの下で実行委

員会を仰せつかり、2011年2月26日グループ6･7

合同のIMでは香山リカ先生（精神科医）を講師

に「生き方」について基調講演をしていただき

ましたのも記憶に残る大きな行事の1つでし

た。

ロータリークラブに入会させていただき多く

の先輩ロータリアンのお姿を遠くから、時に近

くから見せていただき、まさに「学ぶこと多

し」です。故二宮義人様の毎年8月に入って「8

月6日を迎えて思う事多し」と題し、特攻隊の

こと、戦争の悲惨さ平和の尊さについての卓

話、また故筒井パストガバナー様の健康につい

て、ロータリアンとして企業経営者の有り様に

ついて等々、多岐に亘る素晴らしいお話を聞か

せていただき、大変有り難く思っています。

ロータリーには「入りて学び、出でて奉仕せ

よ」という言葉がありますが、チャーターメン

バーの一員として長く在籍させてもらっている

割には勉強不足の点が多々あり、ご迷惑もお掛

けしていると思いますが、気のいいメンバーの

皆さんに囲まれ、ロータリアンとしての有り様

を求め続け、研鑽と奉仕活動をと思っていま

す。今後共、よろしくお願い致します。


