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広島安佐ロータリークラブ

2019年2月7日(木）第918回

3階｢安芸の間」

創立20周年

会長時間

皆様こんにちは。

今日は第一例会、且つ新入会員認証式もあり

時間をおしていますので、短めにさせて頂きた

いと思います。

本日の会長時間は新年恒例の宮中行事、宮殿

松の間で1月16日に行われた皇居歌会始のお題

について話そうと思います。

今年のお題は『光』でした。

このお題に際し、陛下は歌会の最後のお歌を詠

まれましたが、それは阪神大震災の追悼10周年

の時、遺族代表の女児から託されましたヒマワ

リの種を御所の庭に植え、大切に育てられてい

ます。この種が、大輪の花をつけ、大きくはを

拡げて育つ光景を以下のように詠われました。

『贈られし ヒマワリの種は 生え揃い 葉を

広げゆく 初夏の光に』

この詠を広島安佐ロータリークラブの今後の発

展になぞらえ、想像しましたのでご紹介させて

頂きました。

本日は2710地区ガバナー補佐 松井敏様 補

佐幹事 大下洋嗣様がお見えですのでお生まれ

年の歌会始のお題を調べてみました。

松井様の昭和27年は昭和天皇の生母、大正天皇

の喪中にあたり、取りやめとなり残念でした

が、大下補佐幹事様の年は私と同じ42年で

『魚』でした。

安佐クラブの初代会長 佐藤会員の年は『社頭

寒梅』との事。

節分を明け、新年の厳かな雰囲気をお伝えでき

ればと思いました。

入会式

湯本 隼士 会員

ご入会、おめでとうございます



｢今、そこにあるチャンス｣

デリカウイング㈱

代表取締役会長兼ＣＥＯ

細川 匡 様

細川さんは一介の弁当屋さんをセブンイレブ

ンとの取引に成功以降、業容を拡大、173億円

の企業に育て上げた方です。

話の冒頭「ロータリークラブでは頼まれて数回

話をしたことが有りますが、その場合はある種

の『下心』『思惑』を持って、受けていまし

た。私は宮島・廿日市のトライアスロンの会長

をしています。広島ＲＣで話をしたときはこの

大会への何らかの協力をしてもらえないかとい

う思惑でした、が全く効果がありませんでし

た！」※当日は広島ＲＣ所属のガバナー補佐松

井敏さん、補佐付幹事大下洋嗣さんも正面の席

で聞いておられました。

タイトルの「今そこに…」はハリソン・フォ

ードの映画「今そこにある危機」からのパクリ

です。人生至る所にピンチがあるが、実はチャ

ンスも転がっている。それに気付かない。たと

え気付いても、そのままではダメで、それを掴

みにいかなければならない。

これから「未熟者の体験記」を話します。私

は今年72歳の年男ですが、いまだに「未熟者」

と思っています。未熟の反対は完熟です。完熟

とはそれは腐って落ちるだけです。未熟である

ことはまだまだ先があるという事、家族、従業

員、自分自身に期待して死ぬまで生きていくつ

もりです。

国泰寺高校入学した時、校技となっているサ

ッカー部に入りました。運動神経もそんなにな

くチビの私はとにかく最後まで「やり抜きレギ

ュラーになり試合に出る」と決めていました。

40人が入部しましたが、才能のあるものが厳し

い練習に耐えかねて次々に辞めていきました。

三年時に残ったのは4人、入った時はビリだっ

た私は高校選抜にも選ばれました。その時「続

ける価値は凄い」とおもいました。そうはいっ

てもボールと女性ばっかり追っかけていたので

当然の帰結として、大学入試に失敗しました。

進路指導の先生に「早慶に行く」と言ったら、

大きなため息をつかれたことが思い出されま

す。結局２浪して早稲田に入ったのですが、そ

のサジェスチョンをしてくれたのが現役で早稲

田に入っていた友達です。彼は「サッカーでも

がむしゃらにボールや相手に向かって行っても

駄目なように、目標に合った受験勉強をするよ

うに」と。２浪して遅れましたが大学3年の時

に結婚しました。わが社の社訓は「happy
together」、みんなをハッピーにすることを考

えよ、という事です。結婚した時妻をどう養っ

ていくかを考えました。そこで自分はプロダク

トよりクリエーションが向いているので、コピ

ーライターの道に進むことを決め、当時第三位

の広告代理店大広に入り、まさに天職を得たと

思っていた30歳の時、父親がやって来て、会社

経営の悩みを打ち明けられました。色々やり取

りをしているうちに父親を怒らせ「それならお

前やれ」「やってやる」と売り言葉に買い言葉

で辞表を出し、家業を継ぎました。給料は半分

に休みは年2日に！仕事は弁当を契約企業の配

り、後取りに行き残飯を捨て、洗浄機で洗う…

この繰り返しでした。「創る」ことにあこがれ

ていた自分を思い出し、クリエイティブな弁当

作り、バレンタインデーにはチョコを添える、

夏にはソーメンを入れる…、結果売り上げが2

割伸びました。そして「残飯はお客さんの答

え」ということに気付きました。

その当時、将来を考えると「コンビニ」と

「無店舗」に収れんされると考え、その一番は

セブンイレブンだと狙いを定め、何度も取引の

お願いに行きましたが「けんもほろろ」でし

た。セブンは三島食品のサラヤと広島駅弁当に

アプローチしたようですが、両社とも断わり、

仕方なくわが社に話を持ってきました。当時の

売り上げが2億9千万円でした。わたしは三島さ

んと駅弁さんにいつも「ありがとう」と言って

います。私は65歳で社長を引退して、女婿に継

ぎましたが残念なことのその社長が急逝しまし

た。現在は45歳の高卒の、デザートの工場長に

譲っています。わが社には広大など国立大学出

の社員も沢山いますが、今の社長は「責任を果

たす気概がある」と見込んで社長に就けまし

た。周りは心配しましたが全くの杞憂でした。

私は数字を追うことよりも筋（ストーリー）

を大事にします。そのことの方が夢が膨らみま

す。数字は後から付いて来るのです。

わたしの机に親父が残した武者小路実篤の

「勉強・勉強・勉強、勉強のみ奇跡が生まれ

る」が貼ってありますが、私は勉強では奇跡は

呼べなと思います。私のモットーは「挑戦・挑

戦・挑戦、挑戦のみ奇跡が生まれる」です。

75歳ですべての役職から引退を考えていま

す。みなさん「未熟もん」なんですよ、「腹の

座った楽観主義者」になりましょう。



本日のプログラム

2月7日(木) 第 918 回

幹事報告

｢今、そこにあるチャンス｣
デリカウイング㈱
代表取締役会長兼ＣＥＯ

細川 匡 様

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友を配布してお

ります。

・1月被選理事役員会議事録を配布しておりま

すので、ご一読ください。

・2019-20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

てご注文をお願い致します。

２.例会変更

・広島東RC「創立60周年記念式典・祝賀会」

と き：2019年2月20日(水）18:00～21:00

※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島4F「悠久」

・広島安芸RC「新会員歓迎夜間例会」

と き：2月12日(火)18:30～※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島3階

「飛鳥の間」

・「広島北RC･広島西RC合同夜間例会並びに懇

親会」

と き：2月21日（木）18:30～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３.お知らせ

・1/31に配布いたしましたがん予防推進活動調

査のアンケートをまだ提出されていない方

は、ご提出下さい。よろしくお願いいたしま

す。

・次週2月13日は、崇徳高校にて8：50より、が

ん予防講話会が行われます。ご出席の方は、

遅れないように宜しくお願いします。

・次週2月14日の当クラブの例会は休会となっ

ております。

ニコニコ箱

￥28,000 累計￥418,548

会員記念日（2月）
☆結婚記念日おめでとうございます。

・石丸 博昭会員（H11.02.14）

丁度、20年になりました、感謝です。

・三宅 恭次会員（S58.02.10）

・大串 修二会員（H17.02.11）

☆創業日おめでとうございます。

・谷 勝美会員（S21.02.01）

創業74年を何とか迎えることが出来ました。

今後も堅実経営を旨に頑張っていく所存で

す。よろしくお願いいたします。

・山口 洋充会員

☆パートナー誕生日おめでとうございます。

･山口 洋充会員（ゆり：8日）

☆石丸 博昭会員

本日卓話を頂きます、デリカウイング代表取

締役会長兼CEO細川匡様、ありがとうござい

ます。宜しくお願い申し上げます。そして、

2710地区G6ガバナー補佐松井敏様、補佐幹事

大下洋嗣様、ようこそ。本日は、会員に出張

欠席が多く申し訳ございません。新会員、湯

本隼士さん、クラブ一同歓迎いたします。

☆奥芝 隆会員

松井ガバナー補佐、大下ガバナー補佐幹事、

先日のIMありがとうございました。門田先生

のご講演に涙流した一人でした。そして、パ

ネルディスカッション、素晴らしい人選で説

得力のあるディスカッションでした。懇親会

も楽しく、最後まで帰る事無く楽しませて頂

きました。ガバナー補佐、お疲れ様でした。

☆奥芝 隆様

湯本さんに、先程ロータリー情報をさせて頂

きました。すばらしい仲間がいっぱいです。

よろしくお願いします。

会員数 22名 出 席 率 100％

出 席 19名 ご 来 賓 0名

欠 席 3名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第916回 1月24日



「がん予防講話会」
2019年2月13日(水）

崇徳高校

広島安佐ロータリークラブは提唱クラブとし

て崇徳中高等学校のインターアクトクラブの活

動を支援、指導しています。

「がん講話」は広島中央ロータリークラブ所

属の田原榮一ガバナーが「がん予防推進」を掲

げられた際、若年世代からがんの仕組みと予防

についてよく知る必要性があるとの観点から崇

徳高校に「がん講話」の開催を呼び掛けたとこ

ろ、高校一年生を対象に行って頂くことになり

ました。初年度は中央ＲＣの藤村啓吾医師、昨

年と今年は児玉哲郎医師が講師役を買って出て

くださいました。

今年の講和の前、児玉先生は「去年は少し専

門的すぎたので、今回はできるだけ分かりやす

くがんのできる仕組みから話します。映し出す

シートも文字を大きくして来ました」と。しっ

かりした準備をしてくださったことに頭が下が

る思いです。

講演ではがんのできる仕組み―ＤＮＡの変

異、悪い方向に分裂して修復が働かなくなると

異常細胞が増殖、がん化、さらに血液によって

いわゆる転移が起こる、と話を始められまし

た。

さらに、日本人では３人に一人ががんに罹

患、それに高齢化もがんに罹る人が増える要因

の一つ。それは５０歳代から急カーブで増えて

いることがそれを示しています。

臓器別では大腸、胃、肺が男性で罹患が多

い。死亡では肺、大腸、胃の順。ただ、５年生

存率は現在６２．１％で、年々上がっており、

今やがんは決して怖い病気ではない。

がんはたばこ、生活習慣、感染が原因の主な

ものだが、これを防ぐには禁煙、節酒、バラン

スのとれた食事、つまりは暴飲暴食をしないこ

と…そして早期発見のためがん検診を受けるよ

う、「皆さんのお父さん、お母さんに進めてく

ださい」と訴えておられました。

およそ５０分、児玉先生は生徒に噛んで含め

るように分かりやすく話をされました。

このプロジェクトは田原ガバナー年度で終わ

ることなく、継続しています。崇徳側もこのカ

リキュラムに積極的で、高校―安佐ＲＣ―中央

ＲＣの三者によるモデル的な、ロータリーらし

いプロジェクトになっています。

専門医の児玉会員を派遣して下さる中央ロー

タリーに感謝と敬意を表します。

崇徳高校がん予防講話会

卓話「がんを知ろう がんにならないために」

講演者

広島中央ロータリークラブ

児玉哲郎

2016年に全国で新たにがんと診断された患者

は、のべ99万5千人と発表された。2人に１人は

一生のなかで1回はがんと診断される時代で

す。男性では、第一位が胃がん、次いで前立腺

がん、大腸がん、肺がん、肝がんの順となり、

一方女性では乳がんが最も多く、大腸がん、胃

がん、肺がん、子宮がんの順となっています。

この数十年の間に食生活の欧米化でがんの発生

頻度が大きく変化しました。

一方死亡数では、2017年には37万3千人を数

え、全死亡の27.8%を占めています。年齢から

みると、40歳以上の働く世代でがん死亡割合が

高くなっています。とはいえ、がん患者の5年

生存率は60％を越え、もはやがんは不治の病で

はありませんが、進行がん、難治がん、再発が

んで苦しむ人も少なくありません。国は、2018

年第3次がん対策基本計画を策定し、がん患者

を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目

指すことを目標に、①がん予防、②がん医療の

充実、③がんとの共生を重点施策として掲げ、

がん対策を総合的かつ計画的に推進することと

しています。

がん予防 には、一次予防（予防）： がんに

罹らないようにする(タバコを吸わない，食生

活に注意するなど)と二次予防（検診）： がん

で死なないようにする(早期発見・早期治療)が

ありますが、がん予防には、がんの原因を避け

ることが第一であり、生活習慣でがんを防ぐ

（“がんを防ぐための新12ケ条”）ことが肝腎

です。



2019年2月21日(木）第919回

3階｢安芸の間」

会長時間

今日の会長時間は20周年記念例会にお越しい

ただく北上和賀ロータリー・太子ロータリー様

をお迎えするにあたり、広島を説明するにはま

ず、自らの知識を更新していなくてはと思い、

少し広島について他地区から見た広島という視

点で調べてみました。特に北上和賀ロータリー

様に於かれましては東日本と言う事も有り、西

日本中国地方に属する広島県について馴染みが

無いと思います。

そんな中で、昨今賑わいを呈しているインバウ

ンドもあり、他国から見た広島の是非訪れたい

所？を調べてみました。すると、なんと日本の

訪れてみたい観光地2位3位が広島でした。

第2位 広島平和記念資料館（原爆ドーム、広島

平和記念公園）／広島県広島市

第2位は広島県にある広島平和記念資料館で

す。原子爆弾によってもたらされた悲惨さを物

語る資料が数多く展示されています。2017年度

時点で広島平和記念資料館の入館者数はおよそ

173万人。そのうち36万6,779人が海外から訪れ

ています。

広島市自体の外国人観光客数は、アメリカが最

も多く20万6,800人でした。

続いて、オーストラリアから13万6,100人、中

国から12万7,000人、台湾から10万900人となっ

ています。

現在、広島平和記念資料館の本館は改修工事中

ですが、2019年4月25日からリニューアルオー

プンです。

第3位 宮島（厳島神社）／広島県廿日市市

赤い大鳥居で有名な厳島神社。誰もが一度は目

にしたことがあるのではないでしょうか。

大鳥居はなんと奈良の大仏とほぼ同じ高さの

16mもあり、樹齢500年～600年のクスノキで作

られています。宮島が位置する廿日市市は、フ

ランスが最多で5万9,745人、続いてアメリカか

ら4万4,940人、オーストラリアから3万1,233

人、イギリスから2万4,872人の外国人観光客が

訪れています。廿日市市はプロモーションの一

環で、宮島と同じく海に浮かぶ世界遺産モン・

サン・ミシェルとコラボレーションを行なって

いるので、こういった連携がフランス人観光客

の増加へとつながっているのかもしれません。

流石に1位は広島でなく京都です。第1位に輝

いたのは伏見稲荷大社でした。こちらは5年連

続で1位を獲得する人気っぷりで、口コミでも

高く評価されていることがわかります。

全国の伏見稲荷神社の総本社と言われ、連なっ

た赤い鳥居はあまりにも有名です。

本日の卓話時間はクラブフォーラムです。皆様

どうぞ宜しくお願い致します。

ロータリー財団表彰

松岡 與吉 会員

マルチプル・ポール・ハリス・

フェロー 第４回

｢クラブフォーラム｣

～創立20周年記念にむけて～



本日のプログラム

2月21日(木) 第 919 回

幹事報告

１.BOX配布物

・1月分の個人別出席一覧表を配布しておりま

す。ご確認ください。

・2月定例理事役員会議事録・創立20周年記念

委員会議事録を配布しております。ご一読く

ださい。

２.例会変更

・広島西RC

「広島西RC創立49周年記念夜間例会」

と き： 3月7日（木）18:30～※同日変更

ところ： ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３.お知らせ

・本日開催予定でした2月被選理事役員会は、

次週に延期となりましたので、お間違えのな

いようお願い致します。

・がん予防推進活動調査・会社におけるがん予

防に関する調査のアンケートを未提出の方

は、提出して下さい。用紙をなくした方は、

事務局にお知らせ下さい。

会員数 22名 出 席 率 90.91％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 4名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第917回 1月31日

｢クラブフォーラム｣

～創立20周年記念にむけて～

ニコニコ箱

￥1,000 累計￥434,548

☆石丸 博昭会員

本日はメーキャップにお寄り頂きました広島

RC・福永文顕様、東京中央RC・北崎隆様よう

こそ。マルチプルポールハリスフェロウ、松

岡会員、ありがとうございます。

皆様、ごゆっくりお過ごし下さい。

2019年2月21日(木）第920回

3階｢瀬戸の間」

会長時間

昨日、崇徳学園にて職業人の講和会の奉仕

活動を行いましたので報告致します。

高校二年生を対象に2クラスを担当させて頂

き、１クラス目は私が不動産業として60名、2

クラス目は横手会員による社会保険労務士とし

て50名の担当です。

私の会場は崇徳学園新校舎のとても立派な教

室で、カフェテラス形式の会場でした。どの学

生も真剣に講和を聞いてくれていた様に思いま

す。

不動産業と言えば派手なイメージが有る様に

思われますが、実は地道な作業が多く、更に信

用が第一である事、業務内容は賃貸・売買・管

理・企画に分かれる事などを話しました。

当初の学園希望でした文系大学へ浪人経験者

のお話を頂戴したいとの要望からはかなりそれ

た演題になってしまいましたが、約30分の時間

があっという間でした。時間が短く踏み込んだ

業界説明はできませんでしたので、質問を後日

戴けますと真摯にご回答申し上げる約束とし、

講和会を終えました。

いずれにしても、学園側より生徒の感想や質

問が当クラブ事務局に来る事と思います。その

時には改めてご紹介させて頂きたいと思いま

す。自身の職業分類を改めて感じる良い機会で

すし、職業人の講和会は学生にとってもロータ

リアンにとっても意義のある奉仕活動と思いま

す。是非他の会員にも職業奉仕の一環としてお

願いしたと思います。



本日のプログラム

2月28日(木) 第 920 回

幹事報告

１.BOX配布物

・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。 2019年4月4日(木)18:30～ 修竜

２.例会変更

・広島中央RC「職場訪問例会」

と き：2019年3月18日(月)12:30～13:45

ところ：「悠悠タウン江波看護小規模多機能

サービス」

・広島廿日市RC「職場訪問例会」

と き：3月11日（月）12：30～

ところ：廿日市市 大野学校給食センター

３.お知らせ

・次週の当クラブの例会は｢創立20周年記念夜

間例会｣となっておりますので、お間違えの

無いようお越しください。

(3月7日16:30～ 3階｢音戸の間｣集合)

会員数 23名 出 席 率 82.61％

出 席 14名 ご 来 賓 0名

欠 席 9名 ご 来 客 4名

メーキャップ 5名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第918回 2月7日

｢クラブフォーラム｣

～創立20周年記念にむけて～

ニコニコ箱

￥12,000 累計￥446,548

会員記念日（2月）
☆入会月おめでとうございます

・中村 富子会員(2017.2.2)

入会して丸2年が経ちました。まだまだロー

タリアンとしては未完成ですが、これからも

ビシビシご指導ください。

☆石丸 博昭会員

陵北RC小川様、森中様いつもありがとうご

ざいます。ゲスト紹介デビュー湯本会員、宜

しくお願いします。

☆奥芝 隆会員

いよいよ20周年が近付いて参りました。私達

と同様に、三戸さんや福原さんの頑張りに感

謝致します。

☆中村 富子会員

先日は母の葬儀の際にお心遣いを頂きまして

有難うございました。母は84歳で人生を全うし

ました。感謝申し上げます。

☆小川 嘉彦会員(広島陵北RC)

早いものですね。20年前の仮クラブ例会を思

い出します。

崇徳学園ＩＡＣ募金

2月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美･道垣内 文夫

合計 6,000円

総合計 46,000円

～職業人による講話会～
2月27日(水)崇徳高校2年生対象

石丸 博昭会員（不動産業について。浪人生

と現役生について）

国家資格なのに年齢性が無い事。いつでもチ

ャレンジできるなら、何をするか・いつするか

・どうなりたいかは・・・自由！不動産業は賃

貸・売買・管理その他に分かれる。

どんな人が向いているかの質問が有ったが、答

えは素直に相手の話を聞くことが出来る人！自

分から商品を売り込む人は向きにくい事。（不

動産はお付合いでは買ってくれない）すごく儲

かるイメージだとすれば、それは本人次第であ

る事。受験浪人を考えているならば、それから

生まれる良い事悪い事両方ある、これもその期

間をどう過ごすかで将来に結果が判る。

横手 裕康会員（社会保険労務士になるま

で）

社会保険労務士という仕事が世の中でどのよ

うな役割を担っているのか・・ということをお

話させて頂きました。朝早くからの授業となり

ましたが、生徒の皆様がとても熱心に聞いてく

れました。


