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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”」

10月6日(木) 第816回

「がんにならないために（がんの一次予防について）」

国際ロータリー第2710地区がん予防推進委員長

藤村 欣吾様（広島中央ＲＣ）

日本では１）年間のがん罹患者が約100万で、2

人に1人は一生のうちでがんと診断される時代、

２）日本人の死因の1位ががん死亡で全体の約29

％（37万人）を占めその割合が増加、３）がん

は生産年齢である働き盛りに発症しはじめるた

め大きな労働損失、４）高齢になるとさらに加

速度的に増加し、がん多死社会を迎えようとし

ているなど社会問題となっています。このよう

な現状から “がんの罹病率を減らす（がんの一

次予防）”また“早期にがんを見つけ治癒を目

指す（がんの二次予防）”を実践するために今

回の事業が始まりました。

がんにならないために、すなわちがんの一次予

防についてはがんを防ぐための新12か条が作ら

れています。

第1条 タバコを吸わない～喫煙は肺がんのみ

ならず食道がん、胃がん、膵がん、な

ど多くのがんの原因となります。

第2条 他人の煙草の煙をできるだけ避ける

（受動喫煙の防止）～副流煙による肺が

んのリスクが高くなることが明らかと

なりました。

第3条 お酒はほどほどに～節酒

第4条 バランスのとれた食習慣を行う

第5条 塩辛い食品は控えめに～食塩9～7.5ｇ/

日以下

第6条 野菜や果物は豊富に

第7条 適度に運動

第8条 適切な体重維持

第9条 ウイルスや細菌の感染予防と治療～ 肝

炎ウイルス（Ｂ型、Ｃ型抗ウイル ス治

療）、ヘリコバクターピロリ菌 除菌療

法、ヒトパピローマウイルス ワクチン

接種）

第10条 定期的ながん検診を

第11条 身体の異常に気がついたら、すぐに受診を

第12条 正しいがん情報でがんを知ることから

第1条から第9条までが1次予防になります。このうち①

節酒、②禁煙、③塩分制限や多くの野菜と果物を取る

バランスの良い食生活、④体重を適正に保つ、⑤運動

を行う

ことによってがんの発症を減らすことができます。こ

れら5つの生活習慣を行わなかったり、あるいは1つを

実行した場合のがん発症リスクを100とすると、2つを

実行した場合には男女とも14%減少し、5つすべてを実

行すると男性では43％、女性では37％減少するデータ

ーが発表されています。

このことから日々の生活習慣を是正することががんに

ならない第一歩ですので、お互いにがん罹病率をゼロ

にすべく努力しましょう。



2016年10月6日(木）第816回

32階｢ダイヤモンドルーム」

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「経済と地域社会の発展月間」

(Economic and Community Development Month)

です。（2014年10月RI理事会にて決定）

基本的ポリシーは1. 貧しい地域社会の経済発

展を促すための、起業家、地域社会のリーダ

ー、地元団体、地域社会ネットワークの能力の

向上。 2. 生産性の高い仕事の機会の創出。

3. 支援が行き届いていない地域社会での貧困の

削減。 4. 経済と地域社会の発展に関連した仕

事で活躍していくことを目指す専門職業人のた

めの奨学金支援。 の4点となっております。

さて、ロータリー財団は、ロータリアンが持続

可能で測定可能な長期的改善を地域社会と人々

の暮らしにもたらすための投資をミッションと

し先に述べた 4つの基本的ポリシーに基づき、

1. 貧しい人々が利用できる金融サービス（マイ

クロクレジット、貯蓄、保険など、ただしこれ

らに限らない） 2. 経済と地域社会の発展に関

連する研修（起業、地域社会でのリーダーシッ

プ、職業研 修、金融知識など、ただしこれらに

限らない） 3. 貧しい人々のための小事業／協

同組合／社会事業の開発および収入をもたらす

活動 （雇用を創出する村全体の事業団体など、

ただしこれに限らない） 4. 自給自足農家や小

農家のための農業開発（市場参入の促進など、

ただしこれに限らない） 5. 地域社会による、

または組織的なAdopt-a-village（村全体の自立

支援）、もしくは総合的 な村開発活動 6. 上記

の活動を支援する職業研修チーム（VTT）7. 地

元、地域、または国の経済開発に関連する大学

院課程または地域社会の開発に特化した大学院

課程で学ぶための奨学金 等グローバル補助金の

対象としていることを、財団100周年にあたり、

会員の皆様方にはお伝えしておきたいと思いま

す。

また、本日は12月の特別月間になりますが「疾

病予防と治療月間」に相当し、且股RＩ第2710地

区ガバナー田原榮一様の重点方針である「がん

予防の普及推進」についてRＩ第2710地区がん予

防推進委員会委員長であり広島中央ロータリー

クラブの藤村欣吾様をお招きしての卓話となっ

ております。我々にとってもとても重要且つ

貴重なお話を伺えると思っております。特に委員長

自らお出で頂き大変恐縮しております。

尚、当クラブのインターアクトクラブ「崇徳学

園」におきましても。年明けて2月に高校１年生全

員を対象に「がん予防の普及推進」についてRＩ第

2710地区がん予防推進委員会よりお話を頂く事にし

ておりますので、こちらも宜しくお願い致します。

本日のプログラム

「がんにならないために（がん一次予

防について）」

国際ロータリー第2710地区

がん予防推進委員長

藤村 欣吾 様（広島中央RC）

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。

２.例会変更

・広島西RC 「夜間例会並びに会員懇親会」

と き：10月20日（木）18:00～ ※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島



10月13日(木) 第817回

「サンフレッチェを通じて広島の

文化に」

サッカー解説者

吉田 安孝 様

☆ 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。藤村様、

本日の卓話、推進委員会委員長のお話を伺うこ

とができること感謝しております。田原ガバナ

ーに宜しくお伝え下さいませ。

☆ 石丸 博昭 様

本日、卓話を頂きますRI2710地区がん予防推進

委員会委員長、藤村欣吾様、米山奨学生 グェ

ン リン ティ ゴック 様ようこそ！本年度がん

撲滅推進委員を努めさせていただきます。どう

ぞ宜しくお願い致します。

☆ 三宅 恭次 様

藤村先生、ご無沙汰です。田原ガバナー年度、

田原先生を支えてお忙しいことでしょう。今日

の話、楽しみにしています。

会員記念日（10月）
☆誕生日おめでとうございます。

・三宅 恭次会員（S19.10.3）

この歳になるとめでたさも中くらいなり！で

す。そろそろ「終活」活動をしなければ･･

･。

・岡本 忠文会員（S27.10.11）

☆結婚記念日おめでとうございます。

・松岡 與吉会員（S45.10.11）

いつも助けられております。感謝です。

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・長神 憲一会員（長神ちづ様 ： 13日）

いつも感謝です。

￥23,000 累計￥192,000



2016年10月13日(木）第817回

32階「ダイヤモンドルーム」

会長時間

本日のお客様は、テレビ等でお馴染みのスポー

ツコメンテーター、吉田安孝様です。

明るい雰囲気の中に、鋭い分析力で解りやすい

解説やトークは、定評のあるところでです。

特に、サンフレッチェ広島の解説と切り込み

は、何時も楽しみにしております。恐らく本日

も素晴らしいトークをお聞かせ頂けるものと期

待しております

尚、安佐ロータリークラブにも、サンフレッチ

ェ広島の強力なサポーター青木会員がおります

ので本日は、一層盛り上がると思いますので吉

田様宜しくお願い致します。

今月は、また16日に「安佐北区女性剣士親善剣

道交流大会」が安佐北区スポーツセンターで行

われます。私共安佐ロータリーも支援、協力、

運営補助をしております。お時間のある方は、

是非ご参加頂きたいと思います。そして30日に

は地区大会とビッグな行事が組まれています。

今年開催地は広島ですので奮ってご参加下さ

い。

さて、ＲＩにおいても24日には「世界ポリオデ

ー」イベント、31日～11月6日に世界インターア

クト週間が始まります。私共のインターアクト

クラブ「崇徳学園」も、その期間中3日（木）文

化の日に崇徳祭が行われることになっておりま

す。本年はインターアクトカフェを準備し販売

する事になっており、私共もインターアクトロ

ゴ付きステッカー等を提供し、一緒に運営して

いくことにしております。また準備も含め、当

日も「NPOコミュニティリーダーひゅーるぽん」

「もみじ作業所」の方々も一緒に運営して頂く

ことになっており、社会貢献活動の共同体がこ

の日は出来上がります。特に“ひゅーるぽん”

の理念は「1．私たちは、人間として、よく見聞

きし、寄り添い、すべての人、社会の幸せのた

めに自らの心に基づいて進んで体を動かし、街

を創造するひとりでありたい。2.子どもたち、

地域の人々の心の中に共に存在するひとりであ

りたい。３．将来の社会を担う青少年と共に歩

むひとりでありたい。４．自発性と創造性に基

づいた豊かな生き方を、身をもって示す一人で

ありたい」と示されています。

本日のプログラム

「サンフレッチェを通じて広島の
文化に」
サッカー解説者 吉田 安孝 様

幹事報告

１.BOX配布物

・ロータリー米山記念奨学会豆辞典を配布。

２.例会変更

・広島西RC 「職場訪問例会」※同日変更

と き：10月27日（木）11:30～12：45

ところ：広島県医師会館

（広島がん高精度放射線治療センター）

・広島城南RC 「職場訪問例会」

と き：10月28日（金）12：00～13：00

ところ：広島県医師会館

（広島がん高精度放射線治療センター）

・広島安芸RC 「職場訪問例会」

と き：11月15日(火)12：30～

ところ：国連訓練調査研究所 広島事務所

（ユニタール）

３.休会のお知らせ

・10月31日（月） 広島中央RC

４.お知らせ

・10月16日（日）女性剣士親善剣道交流大会

が、安佐北区スポーツセンターで行われま

す。ご出席される方は、お忘れないように

お願い致します。

素晴らしい志の中で「発達障害児童育成」を柱

に活動されている団体と共に活動ができる喜び

を感じているところです。当日は「ポリオゼ

ロ」に向けた取り組みもして参りますので、お

時間の許される方は是非、お立ち寄り下さり

「社会貢献」の一役を買って頂ければ幸です。



☆ ニコニコ箱

￥8,000 累計￥200,000
☆ 岡本 忠文 様

お客様ようこそいらっしゃいました。吉田様、

本日はありがとうございます。いつもの楽しめ

る分析力をお聞かせ頂けるものと期待している

ところです。宜しくお願いします。

☆ 奥芝 隆 様

吉田さん、今日はご無理を言いました。宜しく

お願いします。楽しみです。

☆ 青木 幹丸 様 ￥5,000

吉田安孝様、本日はようこそお出で下さいまし

た。お話を楽しみにしております。

サンフレッチェ広島も2度のJ2降格を経て、直

近5年間で3度優勝できるような強剛チームにな

ってきました。サッカーを広島の文化として根

づかせていくために、先頭に立ってくださるこ

とを期待しております。

☆ 遠藤 暢彦 様

先日、RYLAに参加させていただきました。スポ

ーツ雪合戦、奧が深かったな～。

数十年ぶりに合宿気分でざこ寝もしました。若

者が仲良く、そしてリーダーシップを発揮して

いくさまは、素晴らしかったです！

10月20日(木) 第818回

崇徳学園ＩＡＣ募金
１０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 25,000円

「なぜなぜゴルフ」
中四国ゴルフ会
名誉会長

上野 忠美 様

上野さんは1948年生まれの67歳。崇徳高校卒業

後、広島カントリークラブに就職、仕事が済んだ後

も練習に明け暮れたそうです。満月の夜遅く、月明

かりを頼りに１番ホールでバケツ１杯、2杯…打ち

続けたそうです。1973年にプロに転向、ＪＣＢクラ

シック仙台で優勝、シニア入りしてからは常に上位

に入っており、1999年、日本プロゴルフシニア選手

権では初出場初優勝とシニアのメジャータイトルを

手にしました。

現在はＲＣＣの長寿番組「ゴルフの花道」のホスト

を務めるほか、自ら経営するゴルフ練習場でジュニ

アからシニアまで幅広い層の指導を行っています。

私がゴルフとかかわったのは15歳の時、近くのゴ

ルフ練習場での球拾いからでした。暫くして広島Ｃ

Ｃに誘われました。「ただでラウンドでき、上手く

いけば賞金をもらえるということで」。北中敬昭プ

ロの部屋で寝泊まりをしました。当時はさみしいと

ころ。プロ室もゴルフシューズの臭い匂い。夜聞え

てくるのは犬の遠吠え。そこでシャドースイング、

外に出て一番ホールで右へ行くか、左へ行くか…、

一球一球確かめながら打ちました。

皆さんよく練習されます。ただ真反対の練習では

いつまでたっても上手くなれない。その点ジュニア

は極めてシンプルに教えたことを実行に移す。

是非皆さんは三つのことを頭に入れて欲しい。ヘ

ッドアップ、肩、脇です。

ヘッドアップ、ルックアップと言います。ボールか

ら目が離れることです。バックスイングした時にボ

ールを見ていない。テークバックで回し過ぎはダ

メ、「無理、無理」ではうまくいかない。正面向い

て、正対してバックスイングしてフィニッシュに持

っていくことです。

次に肩、インパクトからフィニッシュまでいかに右

肩を回すか。ある意味青木功さんの「明治の大砲」

は理に適っている。左右の顎に手が付けば左右対称

になっているということです。

脇を締めよ、といわれてタオルを挟んで練習する人

がいるがやめてほしい。右脇を締めたら安定感があ

るように思いがちだが、体が一緒に動くため、特に

パターなどでは外す。



2016年10月20日(木）第818回

3階「安芸の間」

会長時間

先日16日の｢第１６回安佐北区女性剣士親善剣

道交流大会｣にご参加の皆様大変お疲れ様でし

た｡

また、懸案事項でもありましたローカリティで

特定の支援活動は、10年を節目に見直しという

理事会決定事項に基づき、安佐北区剣道連盟、

運営スタッフの皆様とお話をして参りました

が、先方より当日の反省会の中で剣道連盟の理

事より「16年という長きに亘りご支援頂いたお

陰で、立派に自走することができる大会に成長

させた頂いた事に感謝すると共に剣道連盟とし

ても手を携える事で継続していきます」と、こ

れまでの支援に対する感謝の言葉と同時に、こ

れからの“自主運営が出来る礎となりました”

という力強い言葉を頂く事ができました。そし

て今後も「優勝カップ」と「横断幕」を使用し

たいと申し入れもあり、先方へ“寄贈”させて

頂く事に致しました事皆様ご了承宜しくお願い

致します。

更に、伝統的武道は日本の文化でもありますの

で、これからも女性剣士達の活動を皆様と暖か

く見守って行きたいと考えております。今回の

ケースの様に安佐ロータリークラブも大切にし

なければならないもの、変革していかなければ

ならないものを常に見据えつつ、ＲＩが目指す

ロータリークラブのイノベーションに一歩ずつ

近づいていきたいと思いますのでご協力宜しく

お願い致します。

幹事報告

１.BOX配布物

・10月分定例理事会議事録を配布。

・7～9月分個人別出席一覧表を配布。

・修道院プレゼントセレモニーのご案内を配布して

おります。出欠の回答は回覧にてお願いします。

・崇徳高校とSOC表彰のご案内を配布。

２.例会変更

・広島南RC 「職場訪問例会」

日 時：2016年10月21日（金）12：00～

場 所：（株）アドプレックス

３.休会のお知らせ

・11月4日（金） 広島城南RC

本日のプログラム

「なぜなぜゴルフ」
中四国ゴルフ会
名誉会長 上野 忠美 様

私はスライス打ちです。フックよりも距離が出

るからです。着地点のフェアウエイ幅が50ヤー

ドだと10ヤード左に目標を定めて打つ。

今は低い球は通用しない！振り切って飛ばさな

いとダメ。

練習場では変則スイングの人を探して指導す

る。構えは簡単に治らない。1，2，3のリズムを

取ってもらう。とにかくいろいろなことを考え

ないこと。

アドレスはスタンスは肩幅、左足を少し開き、

右足はまっすぐ。肩は平行にする。

グリップ、これはなかなか難しい。力を抜かず

しっかり振ること、あとは私が個別に有料で教

えましょう（笑）、今言ったことを実行すれば

スコアが3～4は良くなります。

（記：三宅 恭次）

さて、本日のゲスト卓話はテレビ番組等でお馴染

みの“プロゴルファー上野忠美”様です。

上野様は、1948年、広島市生まれ。何と私共インタ

ーアクトクラブ崇徳学園のご出身であり、大変”縁

”を感ずる処でございます。

上野様は25歳でプロテストに合格された後1975年か

らの中四国オープンゴルフ選手権競技3連覇をはじ

め、レギュラーツアー7勝を挙げる活躍をして来ら

れました。

1999年には、シニアとしてのデビュー戦の日本プロ

ゴルフシニア選手権で初出場･初優勝を遂げるとい

った華々しいデビューをかざられました。

現在は母校の崇徳学園ゴルフ部の練習場にも成っ

ていると伺っております、三滝ゴルフセンターの代

表取締役社長を務められる傍ら、卓話にも従前お越

し頂きました横山雄二アナウンサーとの絶妙なコン

ビで人気長寿番組RCC『ゴルフの花道』に出演中で

ございます。本日のお話はとても楽しいものになり

そうな期待感で一杯です。



10月27日(木) 第819回

「最近の広島経済と

カープ効果」

日本銀行 広島支店長

松野 知之 様

松野支店長は北海道・函館生れ、1989年東京

大学経済学部卒業後、日本銀行入行、1990年～

91年の広島支店勤務時、今から25年前のカープ

優勝に“遭遇”！松野さんはその後、大阪支

店、名古屋支店勤務時にはタイガース、ドラゴ

ンズが優勝。千葉にお住いの時にはあのロッテ

の下剋上優勝も…、今度25年振りの広島勤務で

再び「優勝」の巡り合わせに…。

卓話では日本銀行の代表的な統計資料である

「短期業況判断Ｄ．Ｉ．」を使って広島経済の

現況を解説して頂いた。さて、カープ効果あり

やなしや？

私は6月に着任いたしました。広島ロータリー

クラブには9月に入会したばかりですので、広島

のロータリークラブでこのようなお話をするの

は実は安佐が初めてです。那覇支店長時代の２

年間やはりロータリーに入っており、この時は

毎週何らかの話をさせられましたが、広島はさ

すがにそれはないようです。

先週、全国３２の支店長が本店に集まって支店

長会議があったのですが、ＮＨＫや民放でカー

プのセリーグ優勝時の映像と同時に私もローカ

ルや全国放送に度々出たりしたものですから、

統計資料とは別にカープの話題を話さなければ

いけない状況でした。

日本の代表的な経済指標にＧＤＰがあります。

包括的で網羅的ではありますが調査の後、まず

発表が遅い、出てもその後改定値がでるなど難

点があります。日銀の「短観」（全国企業短期

経済観測調査）は全国１万社（うち広島は二百

数十社）を対象に年4回行います。調査方法は極

めてシンプルな三択（良い、悪い、変わらず）

です。直近では9月に行い、10月3日には結果を

公表しました。日銀としては一番わかりやすい

優れた統計だと思っています。実はこの結果が

後に出るＧＤＰとぴったり一致するのです。

配布した業況判断のＤ．Ｉ．（「良い」から

「悪い」差し引く）は前回調査（6月）から2ポ

イント下がっていました。発表当日はカープが

優勝したこともあり普段より多くの記者、カメ

ラが集まっていました。

☆ ニコニコ箱

￥23,000 累計￥223,000
☆ 上野 忠美 様 ￥20,000

（中四国ゴルフ会 名誉会長）

☆ 岡本 忠文 様

本日卓話を頂きます上野忠美様、メークアップ

広島ロータリークラブ 廣谷清様ようこそいら

っしゃいました。お陰様で楽しい例会です。宜

しくお願い申し上げます。

☆ 谷 勝美 様

上野プロ様、今日は有難うございます。お話を

楽しみにしています。

☆ 石丸 博昭 様

上野プロ、卓話楽しみにしています。ゴルフは

いまだ初心者ですが、一生懸命お話を聞かせて

頂きます。メークアップ頂きました廣谷様、あ

りがとうございます。今後共広島安佐ロータリ

ーを宜しくお願い致します。



それだけに記者には若干、拍子抜けの表情もあ

りました。このアンケート用紙は9月初めに配布

されており、9月10日の優勝前に回答した企業も

3分の2あり、「カープ優勝」はあまり織り込ま

れていないこと。それよりも広島の主要企業は

車など輸出企業が多く、為替の円高で収益面で

悪影響が出ていることが大きな要因です。消費

も残暑と９月の悪天候で環境が悪化したことで

買い控えが起きています。それにアジアなど世

界経済の先行き、ロシアなどの資源国、アメリ

カ経済も今ひとつすっきりしない、さらにはイ

ギリスのＥＵ離脱もあり、先行き（9月時点での

12月の見通し）については一段と慎重な見方を

しています。

とはいえ「カープ効果」があることは間違いあ

りません。シンクタンクによりますと331億円と

いう推計がでております。ただこれは広島とい

う地域限定の数字です。2003年のタイガースの

18年ぶりの優勝の時は2000億円と言われまし

た。カープも「カープ女子」など全国的な広が

りがありますので、さらにプラス効果はありま

す。

ただ、これが一過性で終わると１年通してみる

と経済効果は小さくなります。まず日本一にな

ること、今年はヒロシマイヤーです。オバマの

広島訪問、黒田の男気などそのドラマ性、市民

球団としての全国的な共感を呼んでいること…

これで観光客を呼び込み、広島産品の売り込み

に繋げる…いかに波及効果を持たせるかが重要

になってきます。

景況感で広島はどのくらいのところだと思いま

すか？（5位）（15位）…、ハイ、半分以上のと

ころというご認識でしょう。ところが32支店中2

位なんです。広島は良いのですが、実は人口が

減っている、それは消費に影響が出るのです。

小売業の数字が思ったほどは良くないのです。1

位はどこだと思いますか？沖縄です。かっては

下から数える順位だったのですが…。今、人口

が増えている数少ない県です。東南アジアから

の観光客は5割増しです。地場の小売業のアンケ

ートは全ての企業が「良い」と答えています。

こうした状況ですので日本中の企業、自治体が

ビジネスチャンスを求めて沖縄にやって来てい

ます。その点では広島もモノを売り出すチャン

スです。是非広島のヒト、企業は自信を持って

欲しい、企業業績を伸ばすチャンスなのです。

（記：三宅 恭次）

2016年10月27日(木）第819回

3階「瀬戸の間」

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「経済と地域社会の発展月間」

(Economic and Community Development Month)の

終例会 です。

各国のロータリークラブが、地域社会取り分け

貧しい地域社会の経済発展に寄与すべく様々な

支援活動を展開され、ロータリー財団もグロー

バル補助金の対象として強力な支援体制を築い

ております。本日は「特別月間に相応しい」卓

話ゲストにグローバルな経済環境とローカリテ

ィな経済情勢について、現広島で も詳しい方

をお招き致しております。

日本銀行の広島支店長 松野知之様です。

松野様は、平成元年東京大学経済学部をご卒業

後、日本銀行に入行され、平成13年金融市場局

の調査役を皮切りに、18年には名古屋支店の営

業課長、22年には発券局総務課長、25年に那覇

支店長を歴任され、本年6月に広島支店長にご就

任されています。

ここで、松野支店長の略歴の裏番があり、赴任

された地では必ず、野球チームが何年ぶりかの

優勝を遂げるというジンクスがおありで、赴任

されると「ラッキーボーイ」登場という扱いに

なるそうです。平成3年に広島支店に赴任された

時にも5年振りにリーグ優勝、大阪支店時代は、

タイガースが31年振りのリーグ優勝、名古屋支

店時代はドラゴンズが53年振りの日本一、そし

て本年度はカープ25年振りのリーグ優勝と素晴

らしい結果になっていす。

また、松野様の奥様は広島のご出身で、これま

でにも広島には奥様の実家訪問ということで幾

度かお越しになっておられ、かなりの「広島

通」と伺っております

本日はマクロ、ミクロ経済を縦横無尽に語って

頂けるものと期待しておりますので宜しくお願

い致します。

さて、本日はグローバルな支援という観点で、

私が対談させて頂きました一人。イラストレー

ター「黒田征太郞」氏のエピソードをご紹介し

たいと思います。氏は1992年にニューヨークに

移住され2005年に福岡に居住地を移すまでニュ

ーヨークと日本を行き来して活躍をされていま

した。関電の道頓堀変電所の壁画や新千歳空港

の壁画は多数。また、野坂昭如の「戦争童話



集」を絵本化して出版されており、平和と子

供たちの教育には力を傾注されています。

「教育とは、知識の伝達であり、文化の継承

であり、歴史を受け継ぐことである。教育を

受けることでアイデンティティが確立され

る。しかし 近は戦争や暴力を感情で理解で

きなくなっている。そこに訴求する方法があ

る。それは子供たちに自分たちが気持ちいい

と感じるイメージの絵を自由に描かせる。そ

して絵について説明させ誉めることです」と

話された後、実はニューヨークの子供たちと

日本の子供たちには、決定的な違いがありま

すが解りますかと言われました。そしてこう

続けられました。「小学校低学年の子供たち

に“自由に”太陽の絵を書いてごらん」と言

いますと日本の子供たちは、ほぼ100％お天

気マークを書いてしまいます。さてニューヨ

ークの子供たちは、どうでしょうか？彼らは

本当に自由に自分が感じた太陽を描きます。

色も赤ではなく様々で、無論形も様々です。

ここで初めて絵の説明をさせる事ができる。

そうアイデンティティが既に芽生えているの

です。

教育について考えさせられた一コマをご紹介

し 会長時間と致します。

幹事報告

１.BOX配布物

・10月30日地区大会へご出席される方は、再度プログラムを配布。

・ガバナー補佐参加のクラブ協議会・ガバナー参加のクラブ

フォーラムのご案内を配布。出欠の回答を回覧しております。

２.例会変更

・広島東RC 「職場訪問例会」

11月16日(水）12：30～14：30（㈱日本製鋼所 広島製作所）

（松尾敏夫会員事業所）

・広島陵北RC 「広島市小学生体育連盟 陸上教室支援活動」

11月20日（日）12：00～ ＊11月16日（水）の変更

（エディオンスタジアム広島）

３.休会のお知らせ

・11月22日（火） 広島RC・広島西南RC・広島安芸RC

本日のプログラム

☆ ニコニコ箱

￥5,000 累計￥228,000
☆ 岡本 忠文 様

メークアップの皆様ありがとうございます。

今日の例会は、100万ドルの食事ですが、ゲス

トとしてお越し頂きました村瀬さんようこそ！

会場が明るくなった感じです。本日卓話を頂き

ます日本銀行広島支店長松野知之支店長ようこ

そです。どうぞ宜しくお願い致します。

☆ 石丸 博昭 様

皆様こんにちは。本日卓話を頂きます日本銀

行広島支店支店長様、松野知之様、ゲストとし

て、中栄グループ村瀬施蓉様、ようこそです。

皆様のお陰で例会が盛り上がります。ありがと

うございます。

☆ 三宅 恭次 様

松野支店長、本日の卓話楽しみにしていま

す。異業種交流会に歴代支店長がはいっておら

れます。松野支店長には、先月の上田和風堂で

の長月茶会からご参加頂いています。

☆ 青木 幹丸 様

屋形船、田久保さんの卓話から始まり、カル

ビー見学経て、今回に至るプログラムは、「こ

れでこそロータリー」という感じで、プログラ

ム委員会Good Job！

☆ 浮田 収 様

ご無沙汰しております。久々にメーキャッ

プ？でも覚えて頂いており、Happy！

「最近の広島経済とカープ効果」

日本銀行広島支店長 松野 知之 様



ただいまご紹介頂きました、広島安佐RCの本年度会長をしております岡本でございます。

当「安佐北区女性剣士親善剣道交流大会」も15回の節目を過ぎ、本年度で16回目を迎えております。一

昨年は、ここ安佐北区も甚大な被害を被った未曾有の出来事“広島豪雨土砂災害”のため、中止を余技

なくされましたが、復興と共に昨年より再開されました事、皆様のご苦労と熱意に頭が下がる思いでご

ざいます。

この大会は、当初より女性スタッフのみで全て企画・運営されてきており、親善交流も含め、

初心者から一班まで幅広い女性剣士が集い、試合を楽しむ事を大切にされている他に例の無い素晴らし

い活動だと思っております。

また、審判をして頂きます先生方をはじめ、子供達と一緒に何時も大会を盛り上げて頂いているご父

兄、競技役員の皆様、そして何より安佐北区剣道連盟の世話人の方々の大会までの諸準備に感謝申し上

げる次第でございます。

今年は年少の子供達から一般まで７５名の女子が一同に集い、道場では「いつもは男子との対戦が多

い。ほかの地域の女子の実力が分かって刺激になる」という声が聞こえてくるほど戦いに気合いが入っ

ているようでございます。

気合いの入った戦いも大切ですが是非皆様怪我の無いように、今日一日を楽しく過ごして頂きたいと

思います。

後に、2000年よりここまで大会を運営されて来られた、スタッフ役員の方々に敬意を表すると共

に、既に運営は独り立ちいやそれ以上の成果を近年見る事ができます。支援して参りました私共広島安

佐ロータリーも、大変うれしく思うと同時に、その任も充分果たす事ができたと感じているところでご

ざいます。これからは、これまで培って来られたスキルを存分に生かして頂き、「安佐北区女性剣士親

善剣道交流大会」スタッフ方々が主催者として運営発展される事を心より祈念申し上げ簡単粗辞ではご

ざいますがご挨拶に替えさて頂きます。

女性剣士親善剣道交流大会

2016.10.16





生年月日

お酒・カープ

氏 名 田久保 普三 1973年5月19日

名前は知っていましたが、ライオンズとロータリーの

違いもよくわかっていませんでした。

生まれは安芸郡海田町で、父親の会社の社宅に住んでいました。2歳で筆の

里、安芸郡熊野町に引越し、田舎の中でのんびりと19歳まで過ごしました。

税理士法人あおぞら会計事務所 副所長

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

卓話や会長時間のときなど話をよく聞かれているなと思いました。

ゲストの方々がいらっしゃる時も鳴り物で歓迎し温かな雰囲気だと

思います。

岡本会長に誘って頂きました。大変そうだと想いましたが、

自分自身の成長に繋がると思って入会させて頂きました。
入会の動機・きっかけ

入会を知った家族の反応 何それ？大変そうじゃねー。

ゲストで参加させて頂いた時に、皆様優しく声をかけて

くださり、入会しても大丈夫かなという印象を受けました。

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

いろいと提案できるように頑張っていきます！

子供たちに夢や希望を与えるような活動をしていけたらと

思います。

まだ模索中ですが、自分の視野を広げて、社会のため

奉仕していきたいと思います。

今年の9⽉に婚約・⼊籍をしまして、
婚約指輪を買ったときの⼤切な写真です。



地区大会

2016年10月30日（日）
本会議・懇親会：広島国際会議場

9：00 登録受付

10：00 本会議（午前の部）
12：00 昼食
13：00 記念講演 講師：小雪

「名作映画で観る4つのテストの日常化」

15：25 本会議（午後の部）
17：00 懇親会


