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＜本年度会長テーマ＞ 『 つたえよう！つながろう！ 』

広島安佐ロータリークラブ

会長時間

2020年3月5日(木)第961回

創立21周年記念夜間例会

3階「瀬戸の間」

本日は新型肺炎ウィルス感染でほとんどのイ

ベントを中止にせざるをえない状況の中、敢え

てご臨席賜りました広島北RC会長粟屋様、幹事

島本様、広島陵北RC会長瀬川様、幹事吉田様、

安佐クラブ全員、心より御礼申しあげます。そ

して平素より多大なるご支援ご配慮を賜りまし

て広島安佐ロータリークラブも創立21年を迎え

ることが出来ました。これからも変わりない寛

容の精神で見守っていただければ幸いです。

広島安佐ロータリークラブ、現在在籍してい

るチャーターメンバーは青木会員、浮田会員、

谷会員、八條会員、の4名です。クラブは日頃

から和気あいあいとしていまして最近は若い会

員が徐々に増えているのとベテラン会員が温か

くフォローしてくれているのとで、とても良い

バランスの中でクラブ活動が成されておりま

す。たまに衝突もございますが、それもクラブ

を良くするという共通の思いからです。そんな

当クラブにも課題は山積でして、先ずは会員数

をまだまだ増やさなければなりません。最近改

めて気が付いたのですが今の楽しさを何倍何十

倍にも大きくしていくことが仲間を増やす一番

の方法だと思います。クラブの運営ばかりが優

先して大事なことを忘れていたのかもしれませ

ん。お伝えしたいのは、ロータリーとは「奉

仕」と「親睦」です。これを型にはめず大胆に

もっと楽しくしていきたいと思います。

「Let’s Fun」で行きましょう。ご清聴ありが

とうございました。

米山奨学生レシータンでございます。

広島安佐RC創立21周年記念を迎えることがで

き、誠におめでとうございます。そして、本日

も私は最後の例会となります。

2018年5月10日から貴クラブに配属されまし

て、皆様からご支援のおかげで大学で研究活動

や学外で社会活動の時間を十分に取れました。

心から感謝申し上げます。また、奨学金を支援

するだけではなく、カウンセラーの制度があり

ます。私のカウンセラーは青木さんです。日本

の父親のような存在として色々なご相談を頂く

ことができました。

例会に出席する時、貴クラブの皆様、他クラ

ブ及び卓話者に話すことができ、大変貴重な経

験を与えてくださいました。結果、大学を無事

に卒業することができました。そして、第一希

望企業の内定を頂き、4月から社会人1年目とし

て精一杯頑張って参りたいと思います。

最後になりましたが、広島安佐RCは益々ご発

展とご活躍されますことと、会員皆様のご健勝

とご多幸を祈念申し上げます。

米山奨学生 レ・シー・タン君

修了のご挨拶



最後の奨学金授与式でした。

夢に向かって頑張ってください！

懇 親 会

祝 辞

広島陵北ロータリークラブ

会長 瀬川 長良 様

皆様、こんばんは。広島陵北ロータリークラ

ブ会長の瀬川です。

広島安佐ロータリークラブの皆様、本日は創

立21周年を迎えられました事を心よりお慶び申

し上げます。また、お招きいただきましてあり

がとうございます。僭越ではございますが、一

言お祝いを述べさせて頂きます。

この1年を振り返ってみますと、日本では平成

から令和へと変わり、世界では、米中間の争

い、イギリスのEU離脱、中東の不安定な状態な

ど、数々の問題があり大きな転換期を迎えてい

ることが実感させられます。そんな大きな変化

には、足元にも及びませんが、我々のロータリ

ー活動も柔軟な対応を求められながら、変化す

る必要性を感じています。

安佐ロータリークラブと陵北ロータリークラ

ブでは、その変化に先駆けてガバナー公式訪問

を合同で実施しました。その準備を1年前から

両クラブの次年度執行部で打合せを始めました

が、1番身近なクラブでありながら、新鮮な意

見や考え方がある事に気が付き驚きました。ま

た、我々は、親クラブでありながら、常々、安

佐ロータリークラブさんの活動内容の濃さは素

晴らしいと感じています。少数精鋭のﾒﾝﾊﾞｰの

方が、自らの責任と役割を理解され「柔軟な発

想」や「積極的な活動」が展開されているのだ

と思います。これからも引き続き「積極的な活

動」を期待しております。

次週、野球解説者の大野 豊様を卓話者に予定

をしていました合同例会は、大変残念ですが、

諸般の事情で中止にする事が、昨日の理事役員

会で決まりました。

1年に数回の合同例会が開催できれば、益々強

固な関係が築いていけると確信をしております

ので、本年度中に再度、合同例会が開催出来る

ように調整をしたいと思って例会委員会に指示

をしています。また、その時にはよろしくお願

いいたします。

安佐ロータリークラブさんの今後益々のご発展

を祈念するとともに、ここに居られます皆様の

ご健勝をお祈り申し上げまして簡単ではござい

ますが、お祝いの言葉とさせていただきます。

本日は、おめでとうございました。

乾杯のご挨拶

広島北ロータリークラブ

会長 粟屋 充博 様



本日は、広島安佐ロータリークラブ創立21周年

記念夜間例会で、親子、孫関係にある、広島陵北

ロータリークラブから瀬川会長、吉田幹事、広島

北ロータリークラブから粟屋会長、島本幹事、に

お越しいただきました。

道垣内会長の挨拶に始まり、広島陵北RC 瀬川

会長から祝辞をいただきました。そして、広島北

RC 粟屋会長による乾杯の音頭で21周年記念懇親

会が始まりました。

途中、もう一人のゲスト 米山奨学生のレ シー

タン君へ最後の奨学金授与が行われ、レ シータ

ン君からも祝辞をいただきました。とても美しい

日本語で丁寧な言葉で綴られた挨拶に感動しまし

た。レ シータンくんが広島安佐RCの例会へ出席

するのは今日が最後とのことで、各テーブルで記

念写真を撮りエールを送りました。

夜間例会は、通常の例会と違ってアルコールが

入るので、皆ご機嫌で会場内も和やかなムードに

包まれました。

そして、いよいよ本日のメインイベント！！余

興の時間です。ゲストに、広島が誇る「矢沢C吉

さん」とバンドの皆さんを迎え、ライブが行われ

ました。「矢沢C吉さん」は言わずと知れた、矢

沢永吉さんのそっくりさんで、懐かしい曲やヒッ

ト曲ありで会場内はとても盛り上がりました。

普段は紳士の先輩方も、今日ばかりはタオル代

わりにナフキンを振り回しノリノリでした。矢沢

C吉さんとバンドの皆さんありがとうございまし

た。

ライブの興奮冷めやらぬ中、懇親会も終焉に近

づき、皆で「手に手をつないで」を歌い会は終了

しました。

広島安佐RCは21年目の若いクラブです。現在、

創立時のチャーターメンバーは4名。ここ数年は

若い会員も増え、いいバランスでアットホームな

関係が築かれていると思います。まだまだ会員数

が少ないクラブではありますが、今後も会員増強

に尽力し会を盛り上げて行きたいと思います。

本日は、ゲストにお越しいただいた皆様、お祝

いくださった皆様、誠に有り難うございました。

（広報・会報委員）



先週末遂に広島市においても新型肺炎コロナ

ウィルス感染症患者が出まして俄かに一層深刻

な状況へと転じましたが幸いに陰性になり回復

させているようで一安心です。政府からの会合

やイベントの自粛要請期間が更に延び、選抜高

校野球大会も史上初の中止に追い込まれまし

た。在広RCでは当クラブだけが例会を休会せず

開催しておりますが全国的に感染者がこのまま

会員数 21名 出 席 率 80.95％

出 席 15名 ご 来 賓 1名

欠 席 6名 ご 来 客 1名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第959回 2月20日

ニコニコ箱

☆粟屋 充博会員（広島北RC会長）

創立21周年、おめでとうございます。今日の

創立記念例会にお招き頂きありがとうござい

ます。安佐RCの益々のご発展をお祈り申し上

げます。

☆瀬川 長良会員（広島陵北RC会長）

吉田 尊禮会員（広島陵北RC幹事）

創立21周年、おめでとうございます。今後、

益々のご発展を祈念しております。

￥12,000 累計￥695,９４２

会長時間

2020年3月12日(木)第962回

3階「安芸の間」

増していく状況になれば不本意ではありますが

次の段階を検討せねばならないかと案じていま

す。流川、薬研堀等の歓楽街は人手も減り空車

タクシーが行列を成し、リーマンショックの頃

と同じような状況が再現されています。小さな

集会から諸外国への渡航まで身動きできない状

況で我々はどんな行動をとるべきなのでしょう

か。自分自身や家族、従業員などを守るには、

日頃の行動を制限せざるを得ないのでしょう

が、今こそ地域内での消費や個人で出来る経済

活動は何だろうかと考えてみてはいかがでしょ

うか。その際、自分自身が他人に感染させない

ための自衛措置を抜かりなく施さねばなりませ

ん。私は常に熱いお茶もしくは白湯を入れた魔

法瓶を携帯しています。こまめに飲むことによ

り仮にウイルスが入っても速やかに胃に流し込

めるためです。そして水道水をそのまま飲みま

す。水道水に含まれるカルキや塩素が好奏して

諸外国よりも感染者が少ないのではないかと個

人的には思います。水道水について再考する価

値はありそうです。モノは試しに今日から「良

薬口に苦し」当分の間浄水器を通さない水道水

やお茶を普段より摂取してみてはいかがでしょ

うか。ご清聴ありがとうございました。

｢会員卓話｣

幣 真太郎 会員

昨日(3/11)の合同例会が新型コロナの影響に

より延期となり、急遽 卓話予定の大野豊さん

のピンチヒッター？をさせていただくことにな

りました。今月で退会することとなり、その挨

拶もかねてお話しさせて頂きます。

３年という短い間でしたが、ザッと思い返し

てみますと非常に中身の濃い３年間でございま

した。ロータリーのロに字も知らなかった私

に、弊社前任者から『一度参加して入会するか

どうか？を決めればいい』という言葉と共に着

任前の2017年3月16日にゲストで出席させてい

ただいたのが初めであります。



その日の卓話者はカープ現コーチの廣瀬さんで

した。当時はＲＣＣの解説をされておりました

ので裏話を含め楽しい話を聞くことができまし

た。奉仕については何も理解しておりませんで

したが、いろんな卓話を聞け、美味しい料理を

食べれば入会を断る理由もないな。ということ

で入会書にサインした覚えがあります。

その後、4月に広島へ着任し最初の例会は

『お花見夜間例会』。ん？飲みながらの例会？

ということで、場所は当時の会長であった岡本

さんのお店『桜下亭』。迷いながら到着した先

で美味しい食事とワインを傾けながら、和気あ

いあいと楽しい話をさせて頂きました。スター

トが夜間例会だったこともあり、若輩者の私で

したが大先輩の皆様とも仲良くさせていただく

ことができました。6月の最終夜間例会・夏の

家族会(野球観戦)・職場訪問例会・全国駅伝広

島代表応援など…。もちろん卓話頂ける例会も

勉強になりましたが、旅行会社で働く私として

はイベントで会員一同が盛り上がる例会が心に

残っております。

中でも、昨年の創立20周年記念夜間例会は皆

様が準備段階から必死に成功させようという思

いもあり、大成功に終わることができたのは感

激いたしました。

ロータリーの事をほぼ理解できていなかった

私には今年度ＳＡＡ理事に任命していただいた

事は感謝でしかありません。理事会で飛び交う

意見交換を聞いていると少しロータリーとは？

奉仕とは？というのが理解できてきた気がしま

す。

ただ、比治山清掃活動・サッカーチャレンジ

マッチ・職業人講話に関しては日程の都合もあ

り3年間参加できませんでした。担当の会員様

にお詫びを申し上げます。

ここで少し弊社の現状の話をさせて頂きま

す。旅行会社で働いている私共は、この新型コ

ロナの影響で大大大打撃を受けております。1

月に中国で感染拡大→クルーズ船内で感染拡大

→近畿でのバスガイド→北海道全域→全世界…
と日が経つにつれ、どんどんキャンセルが増え

ております。会員の皆様から依頼いただいてお

りました案件に関しても全てキャンセルになり

ました。具体的な損害額は控えさせていただき

ますが、かなりキツイです…。ただ今は仕方が

ないと思っております。今、無理して旅行に行

っても楽しくないです。必ず収まる時期は来ま

すので、その時になりましたら皆様思いっきり

旅行を楽しんでください。旅は心のビタミンで

す。人生を明るくしてくれます。

最後にこんな若輩者でしたが、皆様の温かい愛

に恵まれ楽しい3年間を過ごす事ができまし

た。皆様のご健勝とご自愛をお祈り申し上げ挨

拶を終わらせて頂きます。ありがとうございま

した。

本日の卓話は、4月から福岡へ転勤のため、

今月一杯で退会することとなった

幣会員にお願いしました。

幣会員は阪急交通社 広島支店の支店長とし

て3年前、大阪から広島に赴任し前任者の引き

継ぎで、広島安佐ロータリークラブへ入会され

ました。

関西なまりと笑顔が優しい幣会員は、広島安

佐RCでも人気者で、今年度はSAA理事も担当

し、幣会員の読む「ニコニコ箱」にはとても癒

されました。

卓話では、入会から今日までのロータリーで

の活動を振り返り、思い出話に花が咲きまし

た。もう3年、まだ3年・・・3年という年月は

あっという間に過ぎたように感じます。

弊会員は「まだまだいたかった」と、少し残

念そうではありましたが、栄転とのこと、私た

ちも寂しさ以上にエールを送りたいと思いま

す。

4月からは、幣会員の後任として、次期広島

支店長にご入会いただけるとのこと、有り難く

感謝します。

幣さん、3年間おつかれさまでした。そし

て、ありがとうございました！！

（広報・会報委員）



会員数 21名 出 席 率 80.95％

出 席 16名 ご 来 賓 1名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 1名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第960回 2月27日

会長時間

2020年3月19日(木)第963回

32階「ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾙｰﾑ」

本日のプログラム

3月12日(木) 第 962 回

幹事報告

｢退会のあいさつ｣

（株）阪急交通社 広島支店

支店長 幣 真太郎 会員

１.BOX配布物

・2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。

・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。

・臨時理事役員会議事録を配布しております。

ご一読ください。

２.休会

・3月16日（月）広島東南RC 広島中央RC

広島廿日市RC

・3月17日（月）広島安芸RC 広島西南RC

・3月18日（水）広島陵北RC 広島東RC

・3月19日（木）広島西RC 広島北RC

ニコニコ箱

会員記念日（3月）
☆結婚記念日おめでとうございます

・大北 茂人会員(S48.03.03)

後２年で金婚式。私の身体がもつかな？

・奥芝 隆会員(S49.03.10)

当日、２人でショートケーキを１個ずつ食べ

ました。

・中村 富子会員(H03.03.12)

まさに今日が27回目の結婚記念日です。長続

きの秘訣は、夫婦らしくないことかもしれま

せん。

☆お誕生日おめでとうございます

・松岡 與吉会員(S21.03.30)

☆道垣内 文夫会員

皆様の元気なお顔を見ますと、頑張らねばと

思います。幣さん、本日急遽の卓話をありが

とうございます。

￥23,000 累計￥718,９４２

☆青木 幹丸会員

幣さん、短い間でしたがいろいろ有難うござ

いました。ロータリー特別価格でご紹介いた

だき、家内と長女が参加させてもらった広島

発着、香港・マカオ３泊４日のツアーは特に

思いで深い旅行だったようです。今後のご活

躍を念じますと共に、後任の方にお目にかか

ることを楽しみにしております。※今日はお

金を持っていませんので、借金しておきま

す。

☆長神 憲一会員

コロナが大変ですが、気持ちが負けてはいけ

ません。今朝。７時前には太田川の土手でつ

くしを採っておられる方がいました。久し振

りにヒバリも見かけました。春です。何事も

明るく過ごしましょう。

毎日のコロナ関連の報道にかき消されてしま

った重要なことの一つに福島2011・3・11があ

ります。わずか9年前の事です。福島原発事故

で発生したデブリ処理も大変ですがそれを冷や

し続けて日々増え続ける汚染水問題（増え続き

るタンク）を出来る限り調べてみました。先

ず、なぜタンクに貯めなければならないかとい



うと放射能を除去した汚染水には除去できない

トリチウムが含まれているからです。このトリ

チウムは三重水素ともいわれ微量ながら放射線

が含まれています。東電の公表した原発から発

生したトリチウムについては・主に水として存

在し私たちが飲む水道水にも含まれています・

ろ過脱塩、蒸留を行っても普通の水素と分離す

ることが難しい・半減期は12年だが食品用ラッ

プでも防げる極めて弱いエネルギーのβ線しか

出さない・水として存在しているので人体にも

魚介類にも殆ど留まらず排出される・セシウム

134、137に比べ被爆線量は1,000分の1と、これ

らはあくまでも東電のトリチウムの安全理由で

す。世界各国の原発でも現在、トリチウムの回

収はせずすべて放出されています。WHOが定め

たトリチウムの水中放出の濃度限度は1リット

ル当たり6万ベクレルです。これ以下に薄めれ

ば堂々と海洋放出できますが事はそう簡単では

ありません。東電は漁協と1,500ベクレル以下

で取り決めています。6万ベクレルでも10年以

上かかるのに、漁協と交わした数値で海洋に放

出すると何百年もかかる計算です。2020年現在

8億8千万トンあまりある汚染水を世界各国に納

得が得られる方法で海洋放出が出来るか注目さ

れています。ご清聴ありがとうございました。

｢2020佐々岡新カープについて｣

RCCプロ野球解説者

天谷 宗一郎 様

コロナ禍で広島のロータリークラブは、今月

はほとんど休会措置。今日の予定のボードには

「広島安佐ロータリークラブ例会」の表示の

み！安佐クラブは今月も休会なしで毎週例会を

開いています。

今日は２０日のプロ野球開幕を控えて、野球

解説の山崎隆造さんをゲストで予定しておりま

した。ところが、昨日（１８日）、山崎さんか

ら「咳が止まらん、熱はないしコロナではない

が、時期が時期だけに辞退したい」との急遽の

連絡。さて困った！ところがやはり野球解説の

天谷宗一郎さんが“代打”を買って出てくださ

いました。

テーマは今シーズンのカープを占う、というこ

とで開幕も延期になった状況も踏まえて、戦力

分析をして頂きました。

冒頭「今日は由宇での二軍戦を観に行くつも

りでしたが、昨年もこの会に呼んでいただき、

ボロボロになったことをよく覚えており、私が

どれだけ喋りが上手くなったか皆さんに判断し

てもらうため、山崎さんの代理でやって来まし

た」と前振りをした後、ホワイトボードを使っ

て選手名を書きながら話を進められました。

まず全体の状況について「打撃陣は調子が良

い。しかし、投手陣、特に中継ぎ、抑えが決ま

っていない。昨年４位に低迷したのはここが不

振だったから、その点、開幕が延びたことで佐

々岡監督にとって考える時間が出来たのは幸

い」、一つの例としてオープン戦後中田廉を上

げている、恐らくこれからの練習試合で試すと

思う、と。

そして先発陣をボードに書き「大瀬良、ジョ

ンソン、森下、床田…あと２枚足りない」、天

谷さんは野村が５月には出てこれそうだが、秋

から期待しているケムナも早々と２軍落ち。ア

ドウア、山口…？永川コーチは「今の若き選手

はガツガツしたところがない」と。総括すると

中継ぎが決定的に弱い。期待しているのは左の

塹江、皆さん名前を覚えておいてください、

と。

開幕は４月１０日か１７日と言われている。

２４日でも連盟は消化できると言っている。そ

うなると遅れている、経験豊富な中崎、今村に

期待できるとのご託宣。

次いで、野手については守備位置を図示し

て、打順こみで解説。

天谷さんは打撃がよくなれば守備と足がある

野間に１番センターをやってもらいたいが、今

のところセンターで３番は西川か…。誠也の前

後とよく言われるが、私は５番、６番が重要だ

と思う。松山とピレラ、特にあまりマスコミは

書かないがピレラは足も速い。この５、６番を

注目して欲しい、と。

そして順位予想では広島、巨人、阪神、中

日、ＤeＮＡ、ヤクルト…、広島ということで

カープをトップに上げたのではなく、打撃陣で

昨年は新井さんの引退、丸の移籍が大きかった



が、今年はそれがない。しかし巨人は山口がメ

ジャーへ。阪神のジョンソン、中日ロドリゲ

ス、なんといっても筒香、いずれも大リーグ。

そしてヤクルトはバレンティンがソフトバン

ク、と各チームは主力が抜けている。鍵は投手

の中継ぎ陣がどこまで頑張れるかに掛かってい

る。

来年また、ここにどなたかの代理で良いです

から、この予想を基にご批判を頂きたい。それ

と話がどれだけ上達したかも判定してくださ

い、と話を締め括られました。

（三宅会員）

本日のプログラム

3月19日(木) 第 963 回

幹事報告

｢2020佐々岡新カープについて｣

RCC野球解説者

天谷 宗一郎 様

１.BOX配布物

・3月定例理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

・比治山公園清掃活動中止のお知らせを配布し

ております。ご確認ください。

・在広ロータリークラブ休会のお知らせを配布

しております。



２.お知らせ

・4月29日（水・祝）に開催予定の在広14RC合

同ゴルフ大会ですが、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため 残念ながら「中止する」

と決定いたしましたので、お知らせいたしま

す。参加予定でした方は、ご確認下さい。

ニコニコ箱

会員記念日（3月）
☆お誕生日おめでとうございます

・横手 裕康会員(S53.03.29)

先週納付を忘れてしまいました。すいませ

ん。42歳を迎えます。 コロナで世の中暗い

ニュースが多いですが、明るい一年にしてい

きます。

・清家 俊一会員（S26.03.30）

☆入会月おめでとうございます

・谷 勝美会員（1999.3.4）

☆道垣内 文夫会員

お客様ようこそお越し下さいました。ごゆっ

くりお寛ぎ下さい。天谷様、卓話楽しみにし

ております。よろしくお願いいたします。

☆大串 修二会員

天谷さん、先日はお疲れ様でした。楽しい食

事会でした。そして本日お越しの鈴木様！ご

ゆっくりしていって下さい。

☆長神 憲一会員

本日は32階です。コロナ等どこ吹く風という

くらい良い天気ですね。本日卓話して下さい

ます天谷宗一郎様、お話を楽しみにしており

ます。明るく景気の良いところをぶち上げて

下さい。よろしくお願いいたします。

☆三宅 恭次会員

今日の卓話、急遽山崎さんに代わって、天谷

さんに来てもらいました。ピンチヒッターで

すが、カープの最新情報、開幕延期の影響に

ついてお話下さい。

￥24,000 累計￥742,９４２

会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 18名 ご 来 賓 4名

欠 席 3名 ご 来 客 0名

メーキャップ 0名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第961回 3月5日

会長時間

2020年3月26日(木)第964回

3階「安芸の間」

コロナウィルス感染対策で世界中のイベント

や会合が未だ自粛、外出禁止令発動という最悪

の状況が続き、世界経済がストップしていま

す。東京オリンピックは延期・フラワーフェス

ティバルも中止・マツダをはじめ自動車メーカ

ーも生産調整の為ラインをストップさせてしま

いました。一部の新聞では世界恐慌と表現して

います。RC行事も同様の動きですが、我々RC会

員は一経営者でもあります。経営者の目標は個

々様々でしょうが私の出会った尊敬に値する80

歳ほどの女性社長曰く経営者とは「自分の足元

である地域を照らすこと、そして社員を通して

地域に楽しさと豊かさを還元すること」だとお

っしゃいます。私も同感です。広範囲に止まっ

てしまった活動は地域での活動で盛り上げなけ

ればなりません。自己責任において出来る限り

経済を回して行きたいものです。何年か前に流

行った経済学用語でエコノミックガーデンとい

う言葉があります。もともとは将来の人口減少

においての地域経済を救うという仕組みですが

地域経済を「庭」地元の中小企業を「植物」に

見立て地域という土壌を生かして企業を大切に

育てることにより地域経済を発展させる政策で

して一言でいうと「地元企業が成長する環境を

つくる」というものです。人口減少に加え、今

回の武漢ウイルスの影響により大企業で当たり

前の世界最適調達の根本が揺るいでしまいまし

た。改めてグローバル化のリスクが露呈し我々

が地域内連携の重要性を再考する時に来たので

はと感じています。悩むだけでなく足元の環境

を深く読み取り私たちがRCで歌う「手に手つな

いで」を実践するチャンスではないでしょう

か。ご清聴ありがとうございました。



｢トヨタがんばれ、

SONYがんばれ、産業革命4｣

徳山大学非常勤講師

田村 国昭 様

コロナ禍で広島市内１３ロータリーのほとん

どが３月初めから休会措置を取る中で、安佐ク

ラブは果敢にも毎週木曜日例会を持っていま

す。

３月最終例会のゲストは田村国昭さん。田村

さんは広島生まれ、高校まで広島で過ごされ東

京の大学卒業後、大手広告代理店博報堂に入

社、主にマーケッティングやイベント関係の分

野の仕事をしてこられました。特に長野冬季オ

リンピックの開会式、Ｊリーグの立ち上げなど

に関わってこられました。今から１０数年前、

広島の博報堂に転籍され、定年後は広島の私立

大学で非常勤として、「今の世の中を読み解

き、将来を予測する」講義をしてこられていい

ます。

今回のテーマ「産業革命４」を話すにあたっ

て６０枚のパソコンシートを作成、出席会員に

配布して頂きました。

冒頭「私は癌を患っています。余命半年と言

われて６年超生きて今日に至っています」と述

べた後、指差し棒を持って、まさに大学での講

義を彷彿とさせる、熱弁をふるって頂きまし

た。

コロナで大変な時代を迎えていますが、これ

は２０年、３０年先の日本だと思ってくださ

い。経営者も「どうしよう、どうしよう」と右

往左往するのでなく、先を見据えた戦略を持つ

のが経営者です、と前振りのあと本題に入られ

ました。

産業革命はイギリスで始まった機械化が第一

次でその後電気化、コンピューター化、そして

今が産業革命４＝「リアル＆サイバー化」つま

りはネット産業革命、ビッグデータ、クラウド

コンピューティング、ＩＯＴ、量子コンピュー

ターの時代と定義付けた後、具体的な産業、企

業群の動きに触れながら説明されました。

未来を制するのがデータ、つまりは「データ

のないところには未来がない！」と。

その先頭に立つのがアメリカのＧＡＦＡプラ

スマイクロソフト、それに対抗しているのが中

国のファウエイなど…。日本は周回遅れだが、

辛うじてその後に付いて来ているのがトヨタ！

トヨタは既に自動車製造販売の会社ではない、

と宣言していろいろな手を打ってきている。具

体的には富士山ろくに２０００人規模スマート

シティの建設計画を発表、そして企業間の連携

も積極的に進めている。つい最近はＮＴＴとの

資本提携も発表している。それからＳＯＮＹ、

嘗て技術力を誇っていた会社だが、低迷期に陥

っていた。しかし、ここに来て「電子の目」で

見事に復活。自動運転で欠かせない前後左右を

感知するセンサーである。この技術は自動車以

外でも未來都市にとって欠かせないものであ

る。

田村さんが強調されたのは、中国は先端技術

の特許でダントツ、ゆえに米中の争いはし烈、

そこで日本企業はどういう位置を占めることが

出来るか？それを意識しているのが唯一トヨタ

である、と結ばれました。

（三宅会員）

１．機械化
石炭
石油

２．電気化
ベルトコンベア
大量生産

３．コンピュータ化
情報制御
グローバル

４．リアル＆サ
イバー化
ネット産業革命
ビッグデータ
クラウドコン
ピューティング
I0T
人工知能

量子コン
ピュータ

計算量が１兆個あったとする
と従来コンピュータ１００台で
３０年間、量子コンピュータは
１台で０．１秒。
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身心の機能の拡張＝夢の技術
によって生き延びてきた人類。

3万2千年前壁画

紀元前3000年前

1万年前
農耕革命

５０万年前
ホモ・エレクトス石器 組織

紀元前3500年前

メソポタミア

印刷革命

15世紀

産業革命

18世紀後半

電気革命
19世紀～20世紀

コンピュータ
情報革命
戦後

2011年～
産業革命４

文
字

古代エジプト

440万年前
ラミダス猿人 人類の祖先
2足歩行 一夫一婦 家族

シヨウヴェー

5万～10万年前現生人
ホモ・サピエンス
クロマニヨン人

超高速 中速 歩行 地下交通網 環境。健康管理 スマートホーム
編み込まれた都市 Ｗｏｖｅｎ Ｃｉｔｙ

本日のプログラム

3月26日(木) 第 964 回

幹事報告

｢トヨタがんばれ、ＳＯＮＹがんばれ

産業革命4｣

徳山大学非常勤講師

田村 国昭 様

１.BOX配布物

・休会のご案内を配布しております。

(4月30日)

・3月被選理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

２.休会

・3月30日（月）広島中央RC

３.お知らせ

・次回例会（4/2）は、お花見夜間例会となっ

ております。時間は18：30～、場所は桜下亭

です。お間違えのないよう、よろしくお願い

いたします。

本日、最後の例会と

なりました弊会員。

最後のＳＡＡ姿。

いつも明るく元気に

ニコニコ箱の紹介を

して下さいました。

転勤先でのご活躍

を、会員一同お祈り

申し上げます。



崇徳学園ＩＡＣ募金

3月分
松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 37,000円

ニコニコ箱

会員記念日（3月）
☆お誕生日おめでとうございます

・青木 幹丸会員(S31.03.09)

先日、若い夫婦が大阪から転居して帰ってき

ました。ますます暇が出来そうです。それと

借りていた1,000円をプラス。

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・青木 幹丸会員(信恵：21日)

いつもきれいなお花を有難うございます。

☆入会月おめでとうございます

・青木 幹丸会員（1999.3.4）

ロータリーも22年目に入りました。気合いを

入れ直して頑張るぞ。

☆道垣内 文夫会員

お客様ようこそお越し下さいました。ごゆっ

くりお寛ぎ下さい。

☆大串 修二会員

本日お越しの皆様、どうぞごゆっくりして

行って下さい。そして本日卓話の田村様、楽

しみにしております。

☆長神 憲一会員

お客様ようこそおいで下さいました。コロナ

の中ありがとうございます。久永様お久し振

りです。今日はありがとうございます。本日

卓話して下さいます徳山大学非常勤講師、田

村国昭様、お話を楽しみにしております。昨

日、散歩の途中でカワセミに出会いました。

さすがに青い宝石と呼ばれるだけあって、き

れいでした！

☆奥芝 隆様

本日卓話していただく田村先生、どうかよろ

しくお願いいたします。そして浜井様、久永

先輩ありがとうございます。

今月3月31日に広島駅ビル風車が54年の歴史

に幕を下ろします。テレビにも4回取り上げ

ていただき、朝からお客様の列で涙が出てき

ます。皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。

☆三宅 恭次会員

本日の卓話ゲスト、田村様お話期待していま

す。メーキャップの久永様、ゲストの浜井様

ありがとうございます。

☆中村 富子

田村さん、ようこそいらっしゃいました。本

日の卓話、とても楽しみにしてました。無理

のない範囲でよろしくお願いいたします。

そして、今日が最後になる幣さん、3年間お

疲れ様でした。幣さんのニコニコ箱が聞けな

くなるのがとてもさみしいです。福岡でも頑

張ってください。

￥24,000 累計￥766,９４２ 会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 14名 ご 来 賓 0名

欠 席 7名 ご 来 客 0名

メーキャップ 0名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第962回 3月12日


