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会 長／岡本 忠文 幹 事／石丸 博昭 Vol.547

＜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”」

4月6日(木) 第 838 回

『お花見夜間例会

～桜下亭～』

～広島のフレンチ名店・桜下亭にて、夜の宴～

広島地方、三月末には近郊の山々が白くなる

など、思わぬ寒さに見舞われ、桜の開花が遅れ

ていました。ところが４月の声を聞くや、気温

がぐんぐん上昇、花も一気に開花、例会開催日

の６日には広島市内の桜処は８分から９分咲

き、観た目満開になりました。

安佐クラブでは例年４月第一週に親睦を兼ね

て、花見夜間例会を行っています。以前は京橋

河畔に当日の天候を気にしながら、ブルーシー

トを敷いて、おでん、焼き肉、むさしの弁当…

まさに「夜桜宴会」でしたが、ここ一二年は料

亭などでの開催に相成っており、今回は岡本会

長が店主のフランス料理の名店、「桜下亭」で

行いました。

昼過ぎから降り出した雨は開催時間頃は生憎

本降りとなりましたが、安佐と友好クラブ提携

している岩手県の北上和賀ＲＣの３名をゲスト

に迎え、行いました。

例会は型通り、会長点鐘、幹事報告…です

が、いずれも「なし」で、すぐに懇親会。

ここでは会長（店主）が打って変わって、桜

下亭の説明を数分行いました。

安佐南区長束西の閑静な住宅街にあるお店。

坂道を上がると右手の白壁塀の旧家、そこには

１００年を超すソメイヨシノの古木４本、庭の

奥には鮮やかなピンクの枝垂れ桜、そして見事

に手入れされた苔…この庭は京都の東福寺など

を手掛けた作庭家「重森三玲」の手によるも

の。庭に出ての観桜には残念ながら至りません

でしたが、また雨に濡れる木々、それを取り巻

く草花は興趣をそそるものでした。

乾杯の音頭は遠路来て頂いた北上和賀RCの小

野パスト会長にお願いしました。「五年前、当

時の松岡会長と友好クラブの覚書に調印したこ

とを、先日のことのように思い出しています。

岩手の復興は高台移転など進んでいますが、人

口減は如何ともし難い現状です。我々はこれで

三度目の広島です。安佐クラブさんも是非また

岩手にお越しください」とのご挨拶を頂き、乾

杯の盃を上げました。

昨晩のメニューは…

スモークサーモンとトマトを纏ったキハダ

マグロのミキュイ

季節野菜のコンソメジュレ寄せ

瀬戸内海産 天然桜鯛のポワレ

広島県産黒毛和牛イチボのロティ…

でした。

当夜の模様は写真アラカルトでご覧くださ

い！！

広島安佐ロータリークラブ



2017年4月6日(木）第838回

｢桜下亭」

会長時間

本日は、お花見夜間例会に「桜下亭」をセレ

クト頂き、ありがとうございました。

また、遠方岩手より北上和賀RCクラブの皆様

がお越し頂いております。伊藤様・及川様・小

野様です。ご遠方ありがとうございます。

さて、本日は花見例会です。桜下亭の桜も、

皆様がお越しになるのを待っていたかの様な咲

き方です。100年を超す染井吉野は8～9部咲き、

枝垂れも下の方に花を付けとても美しくなって

きております。この庭は、北上和賀様にご案内

しますと、京都東福寺等で著名な作庭家・名匠

重森三玲によるものです。広島市内で残されて

いるのは、ここ「桜下亭」だけです。

また、「桜下亭」のロゴマークに表現した「慈

しみの手」の展開系、即ち手を添え、手を差し

伸べ、その手が一つの形「お抹茶」を頂く仕種

となり「和敬静寂」というお客様の心を和ませ

敬いわかり合い、雰囲気を清浄化していくこと

です。皆様をその世界へ誘い、このコンセプト

を訪れる方々と共有したいと願っております。

私は、このコンセプトがロータリークラブの

ポール・ハリスが信じた“よいこと”をする推

進力になる基本形“おもてなし”の心と考えて

おります。

本日は、広島安佐ロータリークラブ、北上和賀

ロータリークラブの皆様方のためにMENU表にあ

る様な“スペシャリテ”をご用意させて頂きま

した。勿論ワインも含めてです。桜下亭拘りの

逸品、逸品です。ごゆるりとお楽しみ下さいま

せ。



4月13日(木) 第 839 回

「次年度会長方針」

会長エレクト 八條 範彦 会員
『原点回帰』

2017～2018年度ＲＩ会長テーマは「ロータリ

ー：変化をもたらす」と言われています。ま

た、地区運営基本的目標として、基本方針「ロ

ータリーの元気は地域の元気」、ガバナー信条

「時代の変化の先頭に立とう！ロータリーの心

で地域の創生を！！」と言われています。

ＲＩ会長メッセージの中で、ロータリーとは

「どのような団体か」ではなく、「何をしてい

るか」で定義したい。また、地区では戦略計画

（長期的な計画）を立て実践する。との一文が

ございます。

来年20周年を迎える我がクラブとしては、今

年度は今一度、足元を見つめ直し、充実したク

ラブにしたいと言う思いから、テーマを「原点

回帰」とさせていただきました。皆さん一人ひ

とりが違った経験をされています。独自の目標

と独自の解釈で取り組んでおられると思いま

す。創設以来の課題であります会員増強は勿論

ですが、我がクラブの独自な取組みを続けるこ

とと、会員全員で新たな取り組みが出来ればと

期待いたします。まさに「ロータリーの元気は

地域の元気」だと言えると思います。

皆さん方の建設的なご意見と行動力を信じて

一年間を走り抜けたいと思いますので宜しくお

願いいたします。

例会は通常のリーガロイヤルホテル広島で行

われました。冒頭、4月の会員、パートナーの誕

生日、所属企業の創業日、4月入会者を祝して盃

を上げました。

岡本会長欠席のため、次年度会長の八條範彦

会員が会長時間を務め、「先週の花見夜間例会

には我がクラブと友好クラブである岩手の北上

和賀から3名の方がお越しいただき、桜下亭で楽

しいひと時を過ごして頂きました。北上からは

これで3度目の来広です。私たちはまだ1回しか

伺っていません。次年度中には是非伺いたいも

のです。さて、後ほどの卓話時間で次年度の方

針を述べますが、このクラブの身の丈に合った

クラブ運営を皆様の協力で行うと共に次々年度

に迎える創立20周年の準備に取り掛かりたいと

思います」とあいさつしました。

また、静川周ガバナー補佐が先のインターシ

ティミーティングのお礼に見え、一言挨拶を頂

きました。今日は次年度ガバナー補佐の奥芝さ

んに引導を渡しに来た、と述べ笑いを誘った後

「2月26日のインターシティミーティング、テー

マは田原ガバナーたっての強い要望で『ガン予

防』という重いものでしたが、まずまず成功裡

に終わったのではないかと思います。たばこの

害の話は愛煙家にとって耳の痛い話ではありま

したが、私のクラブでは４人が電子たばこに切

り替えています。それなりの効果があったと思

いますし、今回のテーマが詰まらなかったとい

う声はほとんど聞いていません」と述べられま

した。

卓話時間の次年度会長方針は八條エレクトが以

下の通りです。



本日のプログラム

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。

・3月分の個人別出席一覧を配布しております。

ご確認ください。

・3月度被選理事会議事録、4月度理事会議事録

を配布しております。

・米山学友会会報を配布しております。ご一読

ください。

・2016年手続要覧の正誤表と訂正シールを配布

しております。ご確認ください。

幹事報告

「次年度会長方針」

八條 範彦 会員

ニコニコ箱

☆三宅 恭次会員

先日の桜下亭のお花見夜間例会、友好クラブの

北上和賀RCの3名をゲストに迎え、楽しい会に

なりました。facebookにアップした報告は普段

の3倍のリーチがありました。やはりフレンチ

の名店 桜下亭のインパクトが強かったのでし

ょう。岡本会長ありがとうございました。

会員記念日（4月）
☆誕生日おめでとうございます。

・大北 茂人会員（S25.4.9）

67才になりました。

・石丸 博昭会員（S42.4.9）

50代へ突入です。ありがとうございます。

・中村 富子会員（S38.4.16）

4月16日で54才になります。普段の仕事の環

境では、ほぼ年長組ですが、ロータリーで

は、若手と言われるのがとても新鮮です。こ

れからも若手として頑張りますので、よろし

くお願いします。

☆結婚記念日おめでとうございます。

・青木 幹丸会員（S63.4.2）

結婚29周年でした。いつもありがとうござい

ます。

・八條 範彦会員（S57.4.11）

結婚35周年です。二人でミニ旅行に行って来

ました。

☆創業日おめでとうございます。

・大下 秀明会員（深川運送㈲ S45.4.1）

先週のお花見夜間例会、お陰様で盛大に終り

ました。北上和賀RCの皆様にも堪能して頂け

たようで、親睦委員の皆様ご苦労様でした。

・八條 範彦会員（㈱エイトコーポレーション

S43.4.1）

・清家 俊一会員（㈲安藤花店 S26.4.1）

￥41,000 累計￥600,000

先週、県外で唯一の友好クラブの北上和賀ロ

ータリークラブの皆さんが、広島に来られまし

た。次々年度は20周年を迎えますので、是非と

もご招待をしたいと思いますが、次年度はこち

らから、お願いと表敬を兼ねて岩手に行きたい

と思います。

また、会長方針を考える中で、改めて112年前

にロータリークラブを立ち上げられた皆さん

は、とんでもない事を考え素晴らしい団体を設

立されたと思わされたところでございます。我

々、安佐ロータリークラブは、身の丈にあった

確実に継続出来る活動をして行きたいと考えま

す。

次年度については特別に新たな事業は考えては

おりませんが、20周年の記念行事をどのように

進めて行くか、準備委員会等を発足したいと考

えています。皆さん方から建設的なご意見を出

していただきますよう宜しくお願い致します。

2017年4月13日(木）第839回

3階｢安芸の間」

会長時間

２.例会変更

・広島北RC「創立48周年記念例会並びに

夫人同伴懇親会」

と き：4月24日(月)18：00～(27日の変更)

ところ：ホテルグランヴィア広島



4月20日(木) 第 840 回

入社20年の間、ほとんどエネルギー部門を担

当。2014年から3年間、アメリカのテキサス州ヒ

ューストンに駐在、アメリカ大統領選挙を、特

にトランプ政権誕生までを見て来られ、この2月
から広島勤務になっておられます。

阪本さんはアメリカ・ワシントンDCの物産が作

成した資料を基に、「トランプ政権誕生の経緯

と今後」について話をされました。

日本に帰って社内外の方々から「トランプ政権

の誕生の影響」について、いろいろ聞かれま

す。わたしが現地で感じたことを含めてこれか

ら話をします。

昨年の大統領、上下両院の選挙で、2006年以来

11年振りにすべて共和党が多数派を占めまし

た。ブッシュ、オバマ政権ではねじれ現象が起

きていました。

大統領選挙、ご存知のように得票数ではクリン

トンが上回りましたが、選挙の仕組み、選挙人

を多く取った候補が勝ち、ということでトラン

プが大統領に選ばれました。

大体、過去の選挙でも民主党が得票数で共和党

を上回るケースが多いのです。

私が駐在したテキサス州は面積が日本の2倍、ア

メリカでもアラスカに次いで大きい州です。今

回の選挙では白人、雇用、所得がキーワードで

した。それとほとんどの州が民主・共和で色分

けされているのですが、その都度スイングする

注目州がミシガンなど6つの州ですが、今回はす

べてトランプが取りました。

この6州のうち、フロリダ以外は白人が圧倒的に

多い。全米平均で62％ですが、これらの州は75
％を占めています。この白人の所得が伸びず、

“取り残された感”のある層が今回、トランプ

を押し上げました。

ただ、私の住んでいたヒューストンはクリント

ンが勝ちました。このほか、テキサスの大都市

ダラス、サンアントニオでもクリントン、しか

し州全体ではトランプが勝ちました。いわば大

都市対地方の構図で、これは他の州でも同じよ

うな構図が見られました。

ご存知のようにトランプはアメリカ製品を買

い、アメリカ人を雇用せよ、所謂「アメリカフ

ァースト」の政策を掲げています。しかし、政

策決定の中心をなす政府任用の幹部の議会承認

が遅れており、現実には「花火は打ち上げた

が、実務が追い付いていない」といったところ

ではないでしょうか。

トランプの掲げる「アメリカ第一主義」「減

税」「インフラ投資」「規制緩和」について、

各産業への影響を見てみますと、全体的には産

業界にとって追い風になる、とみられていま

す。

私の専門の石油、ガス、パイプラインの建設等

は促進されます。

TPP離脱をいち早く決めましたが、余りに保護主

義に動くとマイナスになります。

法人税減税はアメリカでビジネスする企業には

プラスに作用、国境調整税は輸入業者にとって

はマイナスの可能性。WTO違反も…？

インフラ投資…アメリカへ行って驚いたのは道

路などの痛みがひどい。道路舗装などが積極的

に行われると建設業界にはポジティブに作用す

るだろう。

エネルギー：シェールオイル、ガス等すべて民

間、OPECのように、生産調整で価格維持してい

るわけではない。全て経済原理、需給で生産量

は決まっているので、政策的に決めることは難

しい。

トランプを支持したのが石炭業界だが、石炭発

電所は老朽化しているし、天然ガス使用の発電

所が多い。

気候変動に懐疑的な政権と言われているが、テ

ィラーソン国務長官は地球温暖化は深刻との認

識を持っており、ある程度対策は進めるだろ

う。

「トランプ新政権
ビジネスへの影響」

三井物産株式会社

中国エネルギー室長

阪本 和之 様



移民について：取り締まりを強化すると言って

いるが…。実はアメリカの産業界は不法移民

1100万人に頼っているのが現実。

例えば農業は従事者の15％、建設業は12％、製

造業は5～6％いると言われている。これを排除

すると労働力不足が生じ、コストアップにつな

がる。

カナダ、メキシコとの自由貿易協定NAFTAの見

直し：テキサスはメキシコと国境を接してお

り、活発な経済交流を行っている。もし、見直

されると貿易面ではマイナスになる。国境の壁

建設は金も掛かるし、さらにハードルが高い。

オバマケアの見直し、法案を議会に出すことが

できなかった。

外交については日本とは良好な関係にある。中

国に対して「為替」をやり玉に挙げていたが、

これも取り下げた。

ことほど左様に、掲げた政策、発言の撤回が多

い。今後とも当初の政策が実行されるのかどう

か注視していく必要がある。

例会では卓話に先立ち、阪急交通社の人事異動

で桂秀夫さんの後任として広島支店長として着

任された幣真太郎さんの入会式が行われまし

た。

また、アメリカでの心臓移植のため募金活動を

おこなっている茨城県土浦市の「ひろくんを救

う会」からの依頼を受け、例会場内に先週に引

き続き募金箱が設けられました。



2017年4月20日(木）第840回

32階｢ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾙｰﾑ」

会長時間

前回は、どうしても外せない所用がございま

して、欠席させて頂きました事大変申し訳ござ

いませんでした。

また、先々週の「花見夜間例会」では北上和

賀RCの方々にご臨席頂き「桜下亭」での開催大

変お世話になりました。不行き届きの点は多々

あったと思いますが、ご容赦頂くと共に感謝申

し上げます。

また、今週は、22日（土）に比治山公園ボラ

ンティア事業、続く23日（日）は、ＲＩ2710地
区の2017-2018年度地区研修・協議会が開催され

ます。いよいよ次年度モードに突入して参りま

した。先週には、次年度会長の方針が発表さ

れ、「原点回帰」そして、次年度のRI会長 イ

アン・ライズリー氏の「Rotary：Making A
Difference」 ロータリー：変化をもたらす・・

・・どんな奉仕でも、奉仕を通じて人々の人生

に変化をもたらすという信条の中、ロータリー

で何をしているかが 大のポイントであると続

けられていました。新しい「広島安佐RC」の1ペ
ージが開かれる予感が致します。

さて、今月は「母子の健康」月間です。地球

上で疾病、栄養失調、医療の不備、先月申し上

げた「水と衛生月間」にありました様に、不適

切な衛生設備が原因で、毎年5才未満の子供が

630万人亡くなっています。

見過ごしてはならない点は、抗レトロウイルス

薬や粉ミルクでの育児等でHIV感染予防をしてい

く事ができる大切さを理解し行動していく月間

でもあります。更にサハラ以南のアフリカで

は、39人に１人の女性が妊娠中または出産によ

る合併症で亡くなっています。医療従事者を対

象とした「公認の研修プログラム」支援が必用

だと言われており、 近では特に、グローバル

な実態に目を向けていくことが重要になってき

ております。

本日は卓話ゲストに、三井物産株式会社、中国

エネルギー室長阪本和之氏をお招きしておりま

す。氏は1996年三井物産入社後、2014年～2017
年2月迄米国ヒューストン駐在され、正にグロー

バルな視野で本日のお話を頂けるものと思いま

す。特に今回トランプ政権が誕生した米国大統

領選挙期間中はその真只中におられた様です。

本日は「エメルギー」だけではなく、HOTな話題

も提供して頂けるものと期待しております。

阪本様後程宜しくお願い致します。以上で会長

時間を終わります。

本日のプログラム

幹事報告

「トランプ新政権
ビジネスへの影響」

三井物産株式会社

中国エネルギー室長

阪本 和之 様

１.BOX配布物

・2017-18年度所属委員会表を配布しておりま

す。ご確認ください。

・4月被選理事役員会の議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

・23日(日)に開催されます地区協議会のプログラ

ムを出席者の方へ配布しております。

・広島14RC合同懇親ゴルフ大会参加者へ大会要領

と組合せ表を配布しております。

２.例会変更

広島廿日市RC 「創立22周年記念夜間例会」

と き：5月8日（月）18：30～(同日の変更)

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３.休会のお知らせ

5月1日(月)広島東南RC･広島中央RC･広島廿日市RC

5月2日(火)広島RC・広島西南RC・広島安芸RC

４.お知らせ

・22日(土)は比治山公園清掃事業がございます。

9:30集合となっておりますので、参加の方は

よろしくお願い致します。尚、こちらはメーキ

ャップ対象となります。

・先週に引き続き、「ひろくんを救う会」の募金

箱を今週まで設置しております。

☆ ニコニコ箱

☆三井物産株式会社 中国エネルギー室長

阪本 和之様 ￥20,000

会員記念日（４月）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

岡本 忠文会員(岡本 珠様：23日)

日々感謝。永遠に愛を！！

￥25,000 累計￥625,000



4月22日（土）

比治山公園清掃プロジェクト

4月22日(土)、快晴に恵まれたこの日、広島の

桜の名所でもある比治山公園で、恒例の清掃作

業を行いました。当日は朝10時から、地元の段

原中学校の生徒、父母、先生…120人の参加を得

て行いました。

開会式では岡本会長が「地元在住の松岡與吉

会員が提唱されて6年連続のプロジェクトです。

今回も段中の生徒さん、父母、多数参加して頂

きました。各班のリーダーの安佐クラブ会員の

指揮のもと怪我のないよう、清掃作業を行って

頂き、奉仕について学んでください」とあいさ

つ。段中の校長先生も「日頃は地元の方々にこ

の比治山公園をきれいにして頂いています。年

一回ですが、私たちも清掃奉仕で気持ちの良い

汗を掻きましょう」

この後、6班に分かれて指定場所での清掃活動

を行いました。2つの班はトイレ清掃。水を掛

け、棒刷り、束子でのみがき作業を行いまし

た。

比治山は広島市の中心部にありますが、木々

に覆われ、意外と「深い」小山です。生徒たち

は箒、スコップ、熊手など日ごろ使うことのな

い道具を持って、山道や道端の落葉、投げ入れ

られたごみ回収に汗を掻きました。

約二時間の作業を終えた生徒たちは、ご褒美

のパンと牛乳をもらい帰路に就きました。当日

の模様は段中の放送班の女子生徒3人がビデオカ

メラに収め、編集し後日校内で放送するそうで

す。

提唱者の松岡会員は毎早朝、比治山に登り、

トイレットペーパーの置き換え等を行っておら

れます。

このプロジェクトも今年で6回目となります

が、毎年桜の時期が終わった4月第三土曜日に行

っており、これまで一度も雨に遭ったことはあ

りません。



4月27日(木) 第841回

「新入会員卓話」

中村 富子 会員

（合同会社 パンダグラフィックス、有限会

社 ペンギングラフィックス代表社員）

中村さんはご主人の中村和人さんと交代する

形で安佐クラブに入会されました。

中村さんはデザイン専門学校卒業後、グラフィ

ックデザイナーの道を歩まれ、現在はご夫婦で

会社を共同経営しておられます。

自らプランナー、デザインナー、コピーライタ

ー、イラストレーターと称される中村さんの話

は興味深いものでした。

新入会員の卓話は自分の仕事のことを話すのだ

そうですから、まずお配りしたぺーパーに沿っ

て話をします。その後、いろいろ質問をして頂

ければと思います。

私たちの仕事は一見華やかそうですが、決して

そんなことはありません。結構しんどい仕事

で、夜遅くまでマック（マッキントッシュ：ア

ップル社のパソコン、デザイン関係の仕事をし

ている人はほとんどマックを使って作業してい

る）に向かっています。

それでも３０年余りやっていることは結局「好

き」なんでしょうか？それとも「やりが

い？」、日々プレッシャーを受けながらも、や

り遂げたときの爽快感はアスリートにも似たも

のがあります。

わたしは広島一、絵の下手なデザイナーを自称

しています。皆に「うそっ～」と言われますが

本当です。ただ主人は「下手なイラストも色と

レイアウトでカバーできる」と言ってくれま

す。まさにその通りだと思います。

専門学校時代、基礎学習の時は地獄の苦しみを

味わいましたが、2年になりアイディアが必要に

なったとき、「考える」ことの楽しさを知りま

した。これが私のクリエイティブディレクター

のベースになりました。

それでは具体的にどんな仕事をしているの

か、お話ししましょう。

私たちはクライアント、広告代理店からの発注

を受け、広告に関する企画、デザイン、コピ

ー、イラストなどを創り提案していく仕事で

す。

クライアントから「こんなものを創ってほし

い」と条件とともに発注を受けます。私たちは

いろいろアイディアを出し、方向性を決めま

す。次にアートディレクターとしてデザイナ

ー、カメラマンに指示を出し、作品化していき

ます。私自身はコピーライターであり、イラス

トも描きますし、会社のキャラクターのネーミ

ングなども提案します。

安佐クラブの会長、岡本さんの会社名「ジャ

オ」は男三人で始める事業と聞きましたので、

オヤジを連想して、これを逆にした「ジャオ」

を提案したら、意外にも岡本さんに受け入れて

もらいました。

企業や商品名のネーミングは大変遣り甲斐があ

ります。

尾道Ｕ２の牡蠣のオイル漬は数字とアルファベ

ットに目が行き、Ｒの付く季節ということでＲ

／１２という商品名にして、デザインしまし

た。

カルビーの「カラビー」というネーミングは

すでに決まっていたのですが、当時テレビドラ

マで高視聴率を上げていた「半沢直樹」にヒン

トを得て、刺激的な辛さということでキャラク

ターのネーミングを「辛沢シゲキ」として提案

しました。

漢方薬局「歩々堂」、即効性より積み重ねが大

切、一歩一歩ということで付けました。介護食

品の「まんま」は風味、栄養、手軽さがそのま

んまに「まんま（ご飯）」と掛けたものです。

介護施設の「隣ご縁」は一期一会、施設に入っ

た時、仲よくしたら良いな、との願いを込めて

…。

ＲＣＣのキャラクター「ツキぐま」は私の代表

作です。当初、ウサギで決まりかけていたので

すが、どうもさらっとし過ぎていると思ったの

で「裏キャラ」を提案、若干キモカワイイモノ

でしたが、当時ブームでもあり決まりました。

この「ツキぐま」ちゃん、プロフィールを創り

人格を持たせることで物語ができ、どんどん

.



2017年4月27日(木）第841回

3階｢安芸の間」

会長時間

ホワイトボードのポスターは老舗の肉屋さん

のポスターです。「I am fresh」のキャッチコ

ピー、新鮮さを表現しており、牛、豚に肉の服

を着せた図柄はシュールですが。なかなか好評

で現在も使っておられます。

このほか、不動産会社、住宅などの作品、

「パッシブデザイン」は編集からやらせてもら

っています。

作品のアイディアは仕事の発注が来てから考え

るが、そのためには日々の生活の中で蓄積して

おくことが大切。例えばテレビを見るときにも

ヒントがあるし、外出して道を歩くとき、くだ

らないような雑誌にも目を通す。それらを頭に

入れておいて、仕事が来た時、引き出しから出

して行きます。

仕事の発注はいろいろなパターンがあります。

広告代理店から、中小のクライアントは直接話

が来ることも…、営業らしい営業はしていない

が、広告関係の賞を色々取ったことで、社名が

知られ、直接訪ねて来られるケースも増えてい

ます。

わたしは大学へ行こうと考えていたが親が広島

から出させてくれなかったので、デザインの専

門学校に行きついた。私は先ほども言いました

ように、絵は下手ですが、考えることは好きで

す。それが今日まで続けることができたと思い

ます。要は「続けること」も才能だと思いま

す。

独り立ちしていきました。現在では私たちの手

を離れＲＣＣで独自展開をしておられます。

質問に答えて：「どんなときアイディアは浮か

びますか？」→意外とリッラクスしているとき

ですね。例えばお風呂やトイレに入っていると

き、主人はパチンコが好きなのですが、玉を弾

いているときに浮かぶと言っています。ある瞬

間にキラッと浮かぶものが良いですね。

中村富子さんと会社はこれまで数多くの広告関

係の賞を取っておられます。

直近では世界三大広告賞のカンヌライオン広告

賞、The One Showのいずれもファイナリストに

なっているほか、昨年はＡＣＣのマーケティン

グ・エフェクティブ部門のブロンズ賞も受賞し

ておられます。

先ず22日土曜日の比治山ボランティア清掃活

動にご参加頂いた方々大変お疲れ様でした。今

回は段原中学の中学生父兄併せて約120名の方々

が集まって頂き、年々その規模が大きく進化し

ております。これも松岡会員の地道な努力の賜

とこの場を借り感謝申し上げます。

明けて23日には、RI2710地区の2017-2018年度

地区研修・協議会が開催され、岩国短期大学の

山縣明人教授の基調講演がありましたが、講演

冒頭より8ビートの歌より始まり「1974年～2015

年のタームで一時代が形成される」と予測し、

2005年に亡くなった偉大な経営学者（自らは社

会生態学者という）PFドラッカーの世界を見事

に解りやすく説明され「現代の終わりの始ま

り」という表現で、環境変化に呼応する感性と

アビリティが今こそ必用でると熱く語られた。

その環境変化に対応しなければならないのが

「ロータリークラブ」そのものであると看破さ

れる。そしてインターナショナルに通用するク

ラブ、同じベクトルを持ったクラブはロータリ

ーしかない。だからこそ明日を作らなければな

らないと続けられた。更に、吉田松陰の名言

「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画な

し、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功

なし、故に夢なき者に成功なし」と引用され、

今後のクラブ運営は、若い人たちの感性とパブ

リシティが大切であるとも言われており、私た

ちが取り組むべき課題も浮かび上がってきた様

な気がしております。

ご案内の様に、かのウォルト・ディズニーも



崇徳学園ＩＡＣ募金

４月分

東広島21ＲＣ 岸田 洋美様 \10,000

遠藤 暢彦･石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 16,000円

総合計 81,000円

本日のプログラム

幹事報告

１.例会変更

広島西RC「夜間例会並びに会員懇親会」

と き：5月18日（木）18:00～(同日変更)

ところ：パルテ ザ スタイル オブ ウェディング

「新入会員卓話」

中村 富子 会員

「人類に夢が有る限り、ディズニーは永遠に不

滅です」と語っております。素晴らしいコンセ

プトだと思います。

さて、先日の24日は、広島北ロータリーの創

立48周年記念例会に参加させて頂きました。奥

様同伴の記念例会となっており、とても暖かな

例会となっておりました。懇親会の場でも、奥

様用に今年度事業を担当している各委員長より

説明があり、めりはりの効いた進行でした。極

めつけは、アトラクションCarp Quartetが奏で

チャーターメンバー中川会員の奥様が斉唱され

た「広島北ロータリークラブ」のテーマソング

でした。とても感銘を受けました。

後程、幹事の方より提案があると思います

が、当クラブにも歴史を刻んでみたいと感じた

瞬間でした。20周年事業は他クラブのお客様に

感動して頂く記念例会にしたいものだと感じた

次第です。以上で会長時間を終わります。


