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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”」

1月12日(木) 第827回

「会長年頭挨拶」

会長 岡本 忠文 様

皆様、新年明けましておめでとうございます。

今年は十干十二支では丁酉です。「安定」と

「実り」を表しているそうです。だが、五行説

では、火と金を表し「相剋」の関係とも言われ

ています。総合的に解釈すると「新しいものが

生まれる」年、トランプ政権発足と同時に「新

たな世界秩序」が芽生える年、換言すれば「産

みの苦しみ」を味わう年になりそうです。

私共ロータリークラブにおいても、昨年の規定

審議会による61件の立法法案の採択がされ、Ｒ

Ｉの運営がアジャストされていくようです。

「ロータリークラブの新しいあり方」が問われ

ていく年度になりそうです。

尚、昨年は年末押し迫った日にガバナー公式

訪問がございましたが、ＲＩ第２７１０地区の

田原榮一ガバナーよりフォーラムでは、エク

セレントが連発され、誠に有意義な時間を過ご

すことができました。一重に、担当頂きました

谷会員、奥芝会員、道垣内会員、遠藤会員、石

丸会員には、感謝致しております。今後財団100

周年の事業に向けプランニングの落とし込みを

して参りたいと思っておりますので、皆様方の

ご協力宜しくお願い致します。

今年度は、会長方針として既にご案内の様に

「”よいこと”の推進力になろう、幸せと平和

を奏でる”ＡＡＡ”」を掲げ「 Ac t i v e

Gathering Active Learning Active

Service 」という三つの“Active”な活動を実

践することでロータリーのコンセプトポリシー

である“よいこと”の規範をクラブ内に作って

いこうと動いて参りましたが先に述べましたが

フォーラムにて、「EXCELLENT」を連発頂きまし

た様に、お陰様を持って皆様の積極的な行動

が、酉年に相応しく大きな新しい一歩を踏出さ

せて頂いております。会長時間で述べました様

に、目指すは勿論その上のメジャーな活動“真の職業

奉仕”を視野に入れて活動をしていくことだと考えて

おります。

先ずActive Gatheringですが、クラブでの活動の基本

です。集いたい魅力あるクラブ作りこそロータリーの

原点でありクラブ奉仕の大切なテーマです。そして、

Active LearningはRIの基本的ポリシーを理解していく

上で欠かせない活動です。本年度は新世代プログラム

を含め学べる機会創出を積極的に推進したいと思いま

す。その上でActive Serviceという行動する職業奉仕

活動への実現に繋がっていくのではないでしょうか。

社会奉仕･国際奉仕･青少年奉仕とそれぞれのジャンル

で“よいこと”を仲間と一緒に汗をかき具現化してこ

そ“次世代への支援プログラム”を残していくべきロ

ータリアンとしての責務が果たせると思っております｡

新年です。いい機会ですのでクラブの“健康チェック

”を見直して頂きたく思います。本年度は、特にこれ

らのアクションプログラムをActiveにしていく為に、3

年間のクラブ中期戦略計画の基本構想を描き、トレン

ドとベクトルをクラブで共有化しております。

3年間の地区戦略計画を踏襲し、ロータリー財団１００

周年を視野に入れた明確な目標を持ち、地域の“よい

こと”が世界の“よいこと”への推進力になっていく

ことが「職業奉仕」であり、ロータリアンがActiveに

すべき最も大切な“Service”になると信じておりま

す。クラブの全員が“Service”への想いを一つに“幸

せ”が溢れ“平和”ある事を念じているところです。

さて、新年にあたり、昨年の年初に「エネルギーの

側面から見る私流経済予測」という話をさせて頂きま

したが、昨年終盤ポピュリズムの台頭による、トラン

プ・ショックから一転し、油の動きは「トランプ・ラ

リー」と呼ばれる株価上昇の下地となっている、OPEC

減産決定と同時にシェールオイル振興策が動き出しま

した。先日我が国でも米国よりシェールガスLNG第一船

が中部電力に到着。一方でサウジアラビアでは、原油



ているのでしょうか？別の視点では、ビッグデ

ータ分析の解析能力が問われた選挙でもありま

した。

本来アメリカでは、周囲も教育もすべてが比較

文化ですから、ちびっこだって友だちはみんな

異文化だということを知っています。そう自分

と同じ人はいない。家の中でもお兄ちゃんと僕

は違う人。異文化だということ。勿論異性も異

文化です。

アメリカの教育はすべて比較文化的に教えま

す。家族法はアメリカとイギリスでどう違うの

かとか、南北戦争でも北と南の文化比較からス

タートするそうです。

だからこそ、クロスカルチャーコミュニケーシ

ョンの下地が培われていくのです。

ロータリークラブもRI（国際ロータリークラ

ブ）として、このクロスカルチャーコミュニケ

ーションの理解と活用こそが相互理解・相互信

頼へのファーストステップだと私は考えており

ます。

下落の中で、脱原油依存を発表。機敏なソフト

バンクはサウジアラビアが目指す一つ先端技術

開発の投資ファンドへ5年間で250億ドルを出資

していくようです。そして、ビル・ゲイツ氏や

先の孫正義氏を含めた有力企業２０社がエネル

ギーに特化したVCを設立し、次世代エネルギー

開発に着手するらしく、今年も世界規模のエネ

ルギー動向から目が離せない経済環境だと思っ

ています。

先に申し上げましたが､此の度の米国大統領選

でトランプ候補が選出され､トランプ・ショック

あるいはトランプ･ラリーが渦巻いております｡

本日はコロンビア大学出身、イリノイ大学で比

較文化の教授を92年迄勤められ、著書「妻たち

のホワイトハウス」で有名なムルハーン千栄子

女史のエピソードを紹介したいと思います｡私の

対談したご紹介したい人パートⅣになります。

今回の米国大統領選挙の動きの中で、女史の比

較文化論の中でも、クロスカルチャーコミュニ

ケーションの重要性を熱く語られたのを思いだ

しましたので少しお話したいと思います｡

ムルハーン千栄子女史は「特に比較文化で重要

な条件は『情報リテラシー』情報分析解釈力

だ。氾濫する情報を鵜呑みにしたら絶対だめ。

情報の判断は自分ですべきであり、その責任も

自分にあるということを自覚する必要がある。

比較文化というのは、相手を責めるための手段

ではなく、状況を改善していくための知識と方

法だ」と喝破されました。

情報リテラシーの能力ほど今重要視されている

テーマはないとも言えます。

例えば、大手紙、ニューヨークタイムズ は民主

党 ワシントンポストも民主党支持です。所謂

リベラル派です。先日も中国向けiPhoneのアプ

リからNYTimesを削除される事件が起きたばかり

です。

一方、大衆紙、タブロイド紙→「NY Post」は

共和党「Daily News」は民主党で

真っ向から反対のTOP見出しになります。

この様に、それぞれの立場で真っ向から、論戦

を張ります。一般紙で対峙した論戦は日本では

凡そ考えられない事です。米国は日常より、何

が正しくて、何が真実かを見極めていく能力が

自然と求められています。その能力が備わって

くると、グローバルなバランス感覚が養われ、

世界で発信されている情報の真実が見えてくる

と女史は力説されていました。

全く同感です!!米国の歴史の中で、変なポピュ

リズムは決して生まれてない筈ですが、リーダ

ー不在と民衆を取り巻く環境が劣悪になってき

崇徳学園ＩＡＣ募金
１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45,000円

RI第2710地区G-6

ガバナー補佐 静川周様



2017年1月12日(木）第827回

3階｢安芸の間」

会長時間

皆様おめでとうございます。お元気で新年をお

迎えのことと存じます。

本年も宜しくお願い致します。

先ず昨年の12月22日のクリスマス家族会にご参

加頂きましたこと、誠にありがとうございまし

た。そして、会を盛り上げて頂きました大下親

睦委員長をはじめ親睦委員の皆様、お疲れ様で

した。最後に気分は“最高です”と皆様で締め

くくらせて頂きました事、幸せな気分で年の瀬

を迎える事ができました。

さて、今月は職業奉仕月間です。皆様もそれ

ぞれ、「職業奉仕は、ロータリーの原点であ

り、基本である」と教わってこられた会員も多

くいらっしゃると思います。

ところで、職業奉仕とは一体どの様な概念なの

でしょうか？

RI奉仕担当部が作成した「職業奉仕入門」の冒

頭には「職業奉仕を明確に定義することはでき

ません」の文言で始まっています。そして、職

業奉仕は、「職業上の高い倫理基準を保ち、役

立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会

に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業

を高潔なものにすること」を土台としている旨

の説明がなされています。迷ったときには先ず

歴史です。職業奉仕の理念を産み出したシカゴ

RCのシェルドン氏の時代に遡ってみましょう。

RIの創立と位置づけられた、1910年の第一回ロ

ータリー大会で、シェルドン氏は有名な言葉を

演説で残しました。“He profits most who
serves his fellows best”です。時の流れで現

在は2010年の規定審議会で”One Profits Most

Who Serves Best”と決められたRIの標語の一つ

です。”Service above Self”と共に二大標語

となっています。

ロータリークラブが創立された20世紀初頭のシ

カゴは、無秩序な自由競争のもと資本家が労働

者を搾取、顧客や同業者を騙してでも金儲けに

走る、職業倫理など無縁な殺伐とした世界でし

た。だからこそ、心を許せる、信頼して取引の

できる仲間同士が集まってできたのがロータリ

ークラブです。当初の定款には「第１節・会員

の事業上の利益の促進、第２節・会員同士の良

き親睦」とのみ記され、奉仕の概念はありませ

んでした。そこに職業奉仕の理念を導入したの

が、先のシェルドン氏でした。氏は「事業を継

続的に発展させるためには、自分の儲けを優先

するのではなく、自分の職業を通じて社会に貢

献するという意図をもって事業を営む。すなわ

ち会社経営を経営学の実践だと捉え、資本家が

利益を独占するのではなく、従業員や取引先の

人たちと適正に再配分することが継続的に利益

を得る」

と考えました。そして世界恐慌の中で「職業倫

理」が見事実践的に証明され、110年近くの永き

に亘り、ロータリアンに大切に受け継がれてき

たのです。

そして、毎回例会にて唱和している“行動規範

”こそ、職業奉仕の理念そのものなのです。

本日のプログラム

「会長年頭挨拶」

会長 岡本 忠文 様

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

・広島中央ＲＣ 「施設訪問例会」

日 時：2017年1月30日（月）12：30～14：30

場 所：広島市手をつなぐ育成会多機能型作業

所よこがわ

３.お知らせ

・今週14日（土）にございますひゅーるぽん餅つ

き大会にご参加される方は、安佐RCのジャンパ

ー着用でお願いします。

幹事報告

☆ ニコニコ箱

☆ 下髙 和代 様 ￥30,000

☆ 長神 憲一 様

お客様ようこそおいで下さいました。中村富子

様、今日から例会にご出席とのこと宜しくお願

い致します。1月9日に上田流の初釜に行って来

ました。当日ありました福引で、京都市山科区

で窯をもうけておられます村田眞人さんの作陶

の干支の酉年の茶碗が当たりました。今年も新

年から良い事がありました。

￥67,000 累計￥379,000



☆ ニコニコ箱

☆ 石丸 博昭 様

新年明けましておめでとうございます。本日の

ゲスト、グェン リン ティ ゴック 様、RI2710

地区G-6ガバナー補佐静川周様、ようこそ。本

年も宜しくお願い申し上げます。

会員記念日（1月）
☆誕生日おめでとうございます。

・河井 宏雄会員（S9.1.31）

よわい83歳を迎えて、年をとってみなければ

分からない世界がどんどん開かれていくのは

素敵ではないでしょうか。高齢でないと経験

できないことにしっかりと直視しての健康だ

り、夢と希望にみちた人生を目標に頑張りた

いと思います。お世話様になります。

・中村 和人会員（S40.1.15）

・谷 勝美会員（S17.1.28）

後期高齢者に入りました。皆様に引き続きお

世話になりますが、よろしくお願い致しま

す。

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・奥芝 隆会員（奥芝博子様 ：28日 ）

68歳か！今もキレイが、昔はミス豊中だった

かな？

☆結婚記念日おめでとうございます。

・大下 秀明会員（S52.1.16）

早いもので40周年!!。

☆創業日おめでとうございます。

・長神 憲一会員（長神金物（有）

S23.1.30）

代が代わって5年目になります。三代目も頑

張っていて、ずいぶんと板についてきていま

すので、安心しています。あと2年で創業70

周年になります。

☆入会月おめでとうございます。

・山口 洋充会員（2013年1月10日ご入会）

昨年末に新居が完成し、本年から新居兼事務

所です。場所は、南区段原日出町です。最寄

りにいらっしゃる際は、是非ともお立ち寄り

下さい。

ひゅーるぽん餅つき大会

2017年1月14日

当日はあいにくの雪となりましたが、子供たちと元

気に餅つき大会が催されました。

石臼に大小３本の杵を使い、元気な掛け声と共に

沢山のお餅が出来ました！

ボランティアの方々は併せて豚汁を振る舞い、充実

したイベントとすることが出来、最後には餅撒きな

らぬ菓子撒きを崇徳高校インターアクトクラブの生

徒扮する恵比寿様が大人気でした！

次回は年明けでなく年末に行うようです。



1月19日(木) 第828回

「鳥と恐竜」
佐藤 恭子 様

広島陵北RC＆広島安佐RC

メークアップ



2017年1月19日(木）第828回

3階「安芸の間」

会長時間

先ず新年早々、1月14日NPO法人ヒュールポン主

催の餅つき大会無事終了。雪降る極寒の中での

大会となりました。崇徳インターアクトクラブ

が約10名の参加、新しく中学2年生のメンバーも

加わり、韓国訪問しホームステイを今回受け入

れる中野陸人君と親御さんが神楽を舞い、お菓

子を配り、ヒュールポンの子供達を喜ばしてお

りました。方や、私共ロータリークラブは私

と、石丸、遠藤会員、そして会員候補中村さん

が参加しての少し寂しい空間でもありました。

さて、今月は職業奉仕月間です。インターアク

トクラブ崇徳学園が、サポートし続けている

「NPOコミュニティリーダーひゅーるぽん」の活

動を下支えすることは、職業奉仕としての社会

貢献活動に直結しているものと思います。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。

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

を改めて感じているところです。

また、1月22日の天皇盃 第22回 全国男子駅伝に

もインターアクトクラブが応援したいとの参加

希望もあり、”ひゅーるぽん”の代表者と共に

三位一体となって応援をしたいと考えておりま

す。

また、本日広島陵北ロータリークラブの賀谷会

長にお越し頂いております。

実は、広島陵北ロータリークラブ様と親子関係

を密にしていく為に、よりメークアップがしや

すい環境作りを目指そうと双方のクラブの理事

会に上程し承認されました。そこで両クラブが

互いのメークアップ費を負担することで、より

一層メークアップをし易くする同意書を本日双

方のクラブで調印し、実施の方向へと進んで参

りたいと考えております。後ほど調印式を行い

ますので宜しくお願い致します。

本日のプログラム

「鳥と恐竜」
佐藤 恭子 様

幹事報告

１.BOX配布物

・新会員候補者照会文を配布しております。

ご異議のある方は、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お申し出

て下さい。

・NPO法人ひゅーるぽんとの活動連携について

配布。

・14RC合同ゴルフ大会のご案内を配布。ご出

欠は回覧にてお願い致します。

２.お知らせ

・来週の例会26日(木)は､25日（水）合同夜間

例会に変更となっております。お間違え

のないようにご出席宜しくお願い致します｡

☆ ニコニコ箱

☆ 広島陵北ロータリークラブ

会長 賀谷 俊幸 様＆幹事 山田 和弘 様

￥2,000

安佐ロータリーの皆様、こんにちは！陵北ロー

タリーの賀谷、山田です。本日は安佐ロータリ

ーと陵北ロータリーのメークアップ協定の調印

式に参りました。今後とも末永く仲良く交流で

きますように願っています。

☆ 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

りしていって下さい。本日佐藤先生の年女の卓

話のこと楽しみにしています。題が、「鳥」と

「恐女」佐藤恭子「干支の弁」間違えました

「恐竜」との事･････（笑）。

☆ 石丸 博昭 様

広島陵北ロータリークラブ賀谷会長･山田幹事

様、ようこそお越しいただきました。本日の広

島陵北ロータリークラブと広島安佐ロータリー

クラブの例会相互メークアップ調印式、本当に

ありがとうございます。今後共宜しくお願い致

します。

￥10,000 累計￥389,000



☆ ニコニコ箱

☆ 三宅 恭次 様

今年12月、創立50周年を迎えるバルコムは次の

50年への準備の年としてスタートを切りまし

た。ホールディング制を導入、12社を傘下に入

れて、バルコムグループとして、車、飲食だけ

でなく農業、林業分野などへの参入を模索。新

たな展開をはかっていきます。

会員記念日（1月）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・浮田 収会員（浮田麻美様 ：22日 ）

目出度く30周年、2/14日南にてメモリアル迎

えます。態勢は100％、愚妻リードです。皆

様もお気をつけて！

都道府県対抗男子駅伝大会
2017年1月22日

沿道での熱烈応援届かず！！
～天皇杯全国都道府県対抗男子駅伝～

今年で22回目を迎えた男子駅伝、広島県チー

ムは第一回大会で優勝して以降、天皇杯から遠

ざかっています。昨年は惜しくも2位、今年こそ

の思いがありましたが、入賞にも手が届かず26

位に終わりました。

この大会は広島に46都道府県すべての「県人

会」が出来、沿道での応援はもとより、激励

会、慰労会を行い「おらが郷土のチーム」を応

援することで有名です。

ところが5年前安佐クラブに、開催県である

「広島県チーム」を応援する組織がなく、選手

たちは芝生の上に荷物を置き、終わったら特に

慰労会もなく、そのまま帰っているという実情

を知らされるとともに、なんとかサポートして

もらえないかとの要請がありました。

クラブとして物心両面で、というところまで

は行かなくても沿道での応援、終了後の慰労会

を開くことで広島県チームを少しでも支えて行

こう、ということ決めて、今年で6回目となりま

した。

今回は特に沿道での応援に力点を置くことと

し、1ｍ×4ｍの「がんばれ広島県」の横断幕を

新調したほか、幟旗も大幅に増やしました。応

援のメインは天満町の中電工前、そのほか宮島

の桟橋前などに分散、選手の通過時に旗を振り

「広島、頑張れ！」と声援を送りました。応援

には崇徳高校のインターアクトクラブの生徒や

NPOひゅーるぽんも参加してくれました。

結果は残念でしたが、幟旗を応援に来た見ず

知らずの人が持ってくださったり、テレビに

「広島の旗」が映っていたよ、との声も聞くこ

とが出来ました。

夜6時からの慰労会には岩本監督と全選手が参

加、岩本監督は「今年のチームはよくまとまっ

ており、もしかしたら行けるのでは…と思った

が、来年は高校生が力を付けてくると思うので

期待して欲しい」、キャプテンの円井選手は

「三区で私がズルズルいってしまった。申し訳

ない」との反省の弁もありました。

安佐クラブでは来年も沿道での応援を中心に

「広島県チーム」をサポートしていくことにし

ています。





1月26日(木) 第829回

「広島北・広島陵北・広島
安佐 3RC合同夜間例会」



広島北・広島陵北・広島安佐

３ロータリークラブ

合同夜間例会開かれる！

1月25日（水）、夜6時半からリーガロイヤルホテ

ル広島で上記3ロータリーの会員が相集い、合同夜

間例会が賑やかに行われました。

3ロータリーは北が親、その子が陵北、さらにそ

の子が安佐の関係で、いわば親子3代の関係にあり

ます。

正月最終週に幹事クラブ持ち回りで、会員同士の

懇親を図り、3クラブの絆を深める目的で毎年開い

ています。

今年は陵北クラブが幹事となり、行われました。

例会は幹事クラブの賀谷会長の挨拶、各クラブ幹

事による報告と型通りに行われ１５分で終了。

なんといってもこの合同夜間例会のメインは懇親

会、安佐の岡本会長の「これからも3クラブ、イベ

ント等を共にやっていくなど絆を深めましょう」と

あいさつ、乾杯の後、3クラブのメンバーが決めら

れた席に座り、酒を酌み交わし懇親を深めました。

そして、今年特別な出し物として、陵北クラブの

有志で結成したバンド「ノーザンヒルズ」の演奏。

ベンチャーズナンバーを中心に30年代の日本の曲も

フューチャーし、参加者の多くが青春時代に聞き覚

えのある曲の数々とあって、大きな拍手を受けてい

ました。

ノーザンヒルズ、今回が初の対外演奏だったそう

ですが、うん、白いパンツとＹシャツ、赤のベスト

も似合っていたし、演奏も合格点があげられるので

はないかと思いました。

次年度の理事・役員紹介ではガバナー補佐に就く

安佐の奥芝会員も登壇、グループ６としてのサポー

トをお願いしました。

最後は会場いっぱいに広がり、ロータリーソング

「手に手つないで」の大合唱でお開きとなりまし

た。

本日のプログラム

「広島北・広島陵北・広島安佐
３ロータリークラブ合同夜間
例会」


