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＜本年度会長テーマ＞ 『 皆で手を取り合おう、ＤＥＩの下で 』

広島安佐ロータリークラブ

2023年1月12日(木) 第1051回例会

3階 安芸の間

会長年頭挨拶

皆様、新年明けましておめでとうございま

す。

今年は癸(みずのと)卯。十干の「癸」は十干の

うち十番目にあたり、物事の終わりを意味する

とともに、新しいことの始まりを意味します。

すなわち、「厳冬が去り、これまでの努力が花

開き、実り始める」。また、十二支の「卯」

は、草木が土を割って芽吹き、やがて地面を覆

うという繁茂の勢いを示します。私なりにこれ

を総合的に解釈させて頂くと、今年は「経済的

には新たな世界秩序が芽生え、勢いよく飛躍す

る年」と受け取れます。ぜひ、そのような一年

に成って貰いたいものですね。

ウクライナ侵略もプーチン大統領の体調不良

により新たな展開がありそうで、「世界のエネ

ルギー事情」も大きく変わる年になる予感がし

ます。

私共ロータリークラブにおいても、昨年、新

年度に入り直ぐに、親ロータリーの陵北ロータ

リークラブと共催でクラブ協議会が7月21に実施

され、続く翌々週にはガバナー公式訪問・フォ

ーラムが開催されました。

フォーラムテーマは、

①RI会長ジェニファー･ジョーンズ氏のＩＭＡＧ

ＩＮＥに沿った石川ガバナーの重点方針（ＰＥ

ＴＳ時の講演の５項目について）

i 健康寿命を延伸

ii ５大奉仕と7つの重点分野の遂行

iii 財団支援

iv ロータリーの公共イメージ向上

v 会員の増強

以上の内3テーマ

Ⅰ健康寿命の延伸 Ⅱロータリーの公共イメー

ジ向上 Ⅲ 会員の増強

を陵北ロータリークラブと協議し、決定しまし

た。

更に②新会員へのオリエンテーションと親睦に

ついて報告させて頂き、石川ガバナーより高く

評価して頂きました。これも皆様方のご尽力の

賜と考えております。

さて、2022―23年度ＲＩ会長ジェニファー･ジ

ョーンズ氏（ウィンザーローズランドＲＣ）が

掲げたテーマは「IMAGINE ROTARY」。会員の積

極的な参加を促すために、ロータリーには「適

応と改革」が必要であり、その改革による変化

を受け入れる事が大切であると強調していま

す。ロータリーにおける参加型の奉仕、人間的

成長、リーダーシップ開発、生涯にわたる友情

は目的意識と熱意を生み出します。ロータリー

こそが世界に変化をもたらす事ができる団体で

あり、今年度はポール・ハリスが信じた「人生

の 大の目的は人類に奉仕する」という“ＤＥ

Ｉ”の根幹を理解して、私たちが大きな飛躍を

していくステージにしなければなりません。Ｒ

Ｉ第2710地区ガバナー石川良興氏は地区ガバナ

ー信条を「人生100年に向けて、健康寿命を延ば

そう」と掲げ、“がん・生活習慣病の予防”を

主要なテーマとしてＤＥＩをクラブで検討し、

クラブに合った意識改革を実行し、「明日のロ

ータリー」をイマジンしていく事が肝要である

としています。

ご記憶に新しいと思いますが、私はお二人の

テーマ・信条を基本的スタンスとし、私自身の

会長方針として、「皆で手を取り合おう、ＤＥ

Ｉの下で」としました。年頭ですので改めて、

この三つの意味を再度紐解きますと、ＤＥＩと

は2019年に決議されたＲＩの活動指針で、「

Diversity Equity Inclusion」という三つの

主要なコンセプトポリシーです。Diversityは

「多様性」を意味し、ビジネスシーンにおいて



は「多様な人材を活かす戦略」を指します。

「性別」「国籍」「年齢」「障害の有無」な

ど、多様な属性や個人の価値観・発想を取り入

れることで、生産性の向上や企業の成長、個人

の幸せを同時に目指す考え方です。Equityとは

「公平性」ですが、すべての人と尊厳と尊重を

もって接し、あらゆる人の声に耳が傾けられる

ようにし、親睦、奉仕、リーダーシップの公平

な機会を設けることを目指しています。

Inclusionとは、「包括」「包含」という語源で

す。我々には様々な属性があります。例えば男

性・女性といった「性別」。日本人、外国人と

いった「国籍」。障害の有無、介護対象の有無

など、地球上にはあらゆる属性の人間が集まっ

ています。これらの多様性を単に「違い」とい

う言葉で片づけるのではなく、互いの特徴を認

め合ったうえで、一体感を持って認め合う事が

出来ればロータリーにとっても大きなメリット

があると言えます。ちなみに、「インクルージ

ョン」という概念は、薬物やアルコールの依存

者、施設に入っている児童など、社会的弱者と

して捉えられていた方々を「社会の中で支え

る」という考え方から生まれたものです。今年

度は、この行動規範の下で、皆で手を取り合っ

て、熱い真の友情を育てていきたいと考えてお

ります。明日のロータリーを「イマジン」する

ためには、この信条こそが も重要な原点で

す。目指すは勿論メジャーな活動“真の職業奉

仕”。ステップ バイ ステップで“職業奉仕

”というカテゴリーを実現させて参りたいと思

いますので年改まり、後半年になりましたが、

宜しくお願い致します。

さて、新年にあたり、「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

す。2022年2月にロシアがウクライナに侵略し、

ロシア産原油の禁輸が議論されると、原油価格

は100ドル/バレルを超え、3月にはWTIに加え、

欧州の指標価格であるブレントとともに取引時

間中に130ドル/バレルを超えました。また、ア

ジアの指標価格であるドバイも引き続き高い水

準で推移しています。LNGにおいても、欧州がロ

シア産ガスからの脱却を目指したことで短期的

な需給バランスが大きく崩れ、2022年3月には、

天然ガス価格は欧州のみならずアジアのLNG市場

でも史上 高値を付けました。しかしながら、

今般のロシアによるウクライナ侵略を受けて、

G7を始めとする欧米各国は、ロシアに対し、エ

ネルギー分野を含む様々な制裁措置を講じてき

ました。2022年3月11日のG7首脳声明では、秩序

立った形で、世界が持続可能な代替供給のため

の時間を確保しつつ、ロシアのエネルギーへの

依存を削減するため更なる取組を進めていくこ

とで一致しています。一次エネルギー自給率の

高い、米国、カナダ、英国は、ロシアからの原

油輸入の禁止を決めたほか、LNGや石油製品等に

ついても禁輸を発表しています。フランス・ド

イツ・イタリアは、ロシアへのエネルギー依存

度が高く、EUとしては、2030年までにロシア産

化石燃料からの脱却を目指す計画を発表し、自

国へのエネルギー安定供給を確保すべく検討を

進める発言をしています。

このような世界のエネルギー事情の中、我が

国は現在「株安」「円安」「物価高」という残

念な状況に陥っていますが、これも世界のパワ

ーバランスが崩れてきた為だと言えるでしょ

う。米中の緊張感は尋常では無く、パンデミッ

ク以上にトップリーダーの動きが非常に気にな

る昨今です。彼らに、「人生の 大の目的は人

類に奉仕する」というRIの信条を是非理解して

貰いたいものです。

後に、RIの目指す「クロスカルチャーコミ

ュニケーション」について、ムルハーン千栄子

女史との対談エピソードを紹介し、本日の所感

を締めたいと思います。

ムルハーン女史は大阪出身で、１９５９年渡

米、ニューヨーク市立大学卒業後１９７３年に

「幸田露伴」でコロンビア大学博士。その後コ

ロンビア大学講師を経て、イリノイ大学で比較

文化の教授を９２年迄勤められ、９４年帰国。

福岡女学院大学教授として１０年間教鞭をとら

れました。その間、「妻たちのホワイトハウス

愛して泣いて闘った夫婦の列伝」などを著

作。更には、現代日本文学の翻訳・普及事業推

定委員なども務められています。

ムルハーン千栄子女史は対談の中で、「特に

比較文化で重要な条件は『情報リテラシー』情

報分析解釈力です。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

る必要があります。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です」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。当然、TOP

見出しは真っ向から反対のものになります。

この様に、米国ではそれぞれの立場で、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る時代になりま

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。

以上で卓話時間を終わります。ご静聴ありがと

うございました。

1月12日（木）。

令和5年（2023年）初例会です。皆さん、明け

ましておめでとうございます。

本日は、岡本会長の年頭挨拶がありました。

年が明けても、ロシアによるウクライナ侵攻

は続き、コロナ第８波も押し寄せるなど、世の

中は相変わらずざわついています。

広島安佐RCでは、毎例会、四つのテストを皆

で唱和しています。こんな時代だからこそ、改

めて四つのテストの意味を心に刻みたいと思い

ます。

一つ、真実かどうか。

一つ、みんなに公平か。

一つ、好意と友情を深めるか。

一つ、みんなのためになるかどうか。

今年は卯年です。兎のごとくピョンピョン跳

ねて、ジャンプする年になるよう祈ります。

（広報・会報理事 中村 富子）

今年最初の「四つのテストの

唱和」は、奥芝奉仕理事がな

さいました。

ニコニコ箱

￥11,000 累計￥303,000

会員記念日（1月）
☆お誕生月おめでとうございます

・谷 勝美会員（S17.1.28.）

☆パートナー誕生月おめでとうございます

・中村 富子会員（和人様：1月15日）

1/15で58才になるみたいです。昨年は、手術をし

たり大変でしたが、今年は健康第一で頑張っても

らいたいです。

・奥芝 隆会員（博子様：1月28日）

感謝あるのみです。

・浮田 収会員（麻美様：1月22日）

☆入会月おめでとうございます

・山口 洋充会員(H25.1.10.)

☆岡本 忠文会員・横手 裕康会員

新年あけましておめでとうございます。うさぎ年

と言うことで、会員の皆様方にとって更なる飛躍

の年となりますように。

☆青木 幹丸会員

皆さん、おめでとうございます。かつてカウンセ

ラーで担当したベトナム人米山奨学生レ・シータ

ン君から報告がありまして、今年3月に、現在東

南RCでお世話になっている同じ米山奨学生のベ

トナム人女性と結婚するそうです。これも目出た

い！



出席報告 第1048回 12月1日

会員数 19名(内免除1名) 出席率 83.33％

出 席 14名 ご来賓 0名

欠 席 5名 ご来客 2名

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 1名 ゲスト 1名

☆道垣内 文夫会員

１/９、安佐RC有志にて八本松コースをラウンド

いたしました。今年初ラウンドでしたが90を切る

事が出来ましたので、出宝いたします。

☆大北 茂人会員

10年通った市民病院泌尿器科を卒業しました。長

かったです。

ニコニコ箱

幹事報告

1月12日(木) 第 1051 回

本日のプログラム

「会長年頭挨拶」

１.BOX配布物

・ガバナー月信1月号、とロータリーの友1月号

・休会のお知らせ（2/9）

２.例会変更

・広島陵北RC「広島城お堀の鯉の餌やり」活動

と き：1月18日（水）12：30～14：00

ところ：例会：リーガロイヤルホテル広島

事業：広島城二の丸御門橋

３.お知らせ

・次週の例会プログラムは、「会員新年の抱負」と

なっております。皆様お一言ずつご挨拶をお願い

いたします。

2023年1月19日(木) 第1052回例会

3階 安芸の間

会長時間

さて、今月は五大奉仕の中の『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

てこられことと思います。

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。

1910年、“RIの創立”と位置づけられた第一

回ロータリー大会で行った演説の中で、シェル

ドン氏は以下のような言葉を残しました。

He profits most who serves his fellows

best

2010年の規定審議会において、彼のこの言葉

が、RIの標語の一つとして以下のように決めら

れました。

“One Profits Most Who Serves Best”

これは現在、”Service above Self“と共にRI

の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

シカゴでは、無秩序な自由競争のもと資本家が

労働者を搾取し、顧客や同業者を騙してでも金

儲けに走るといった、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、そ

して信頼して取引ができる仲間同士が集まっ



た。それ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、115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、私たちが毎回例会で唱和している“

四つのテスト”こそ、職業奉仕の理念そのもの

なのです。

新年に、今一度歴史を振り返って四つのテス

トの意味についてイマジンしてみましょう。

以上で会長時間を終わります。

「会員卓話」

～会員新年の抱負～

八條 範彦会員

◯今年は4年に一度の選挙の年なので、頑張りま

す！！

◯5月のG7サミットの成功と岸田政権の支持率ア

ップを願います。

◯一昨年と昨年同級生が亡くなったので、改め

て、できることは今の内にしておきたいと思

う。

◯1年間健康でありたい。

横手 裕康会員

◯今年は、次期会長が一番のトピックス。

◯社会保険労務士会の会長も引続き頑張る。

◯スポーツジムに、もっと行けるよう時間管理

をして、時間を有意義に使いたい。

◯もっと自分を律していきたい。

三宅 恭次会員

◯豊富はない（笑）

◯昨年は大病をし、死を直視したが、今は検査

結果も良好。

◯健康第一。

◯3年前がターニングポイントで一時は安佐RCの

退会も考えたが今はロータリー精神を守って

引続き悩みます。

青木 幹丸会員

皆さんが今年の干支、癸卯（みずのとう）を

取り上げて、溜まったエネルギーが徐々に発現

してくる年と個人的な願いを託しておられま

す。

わたしは、経験則として何十年に一度そんな

ことも巡ってくるかも知れないと、目に見えな

い作用（はたらき）みたいなものをあながち否

定はしませんが、もとより仏教徒ですから易学

にはまったく関心がありません。

出来れば「良い歳の取り方をしている」と言

われるような老成を望んでいますが、やはり老

いという自然の流れに抗いながら日々を過ごし

ていくのでしょうね。



ひとつロータリーでは、新年度、広報・会報

理事を拝命しております。

新機軸として、例会場リーガロイヤルホテル

広島の北西に来年2月の竣工を目指し新しいサッ

カースタジアムが建設されていますが、その建

設状況を画像で毎回会報に載せたいと考えてい

ます。

リーガで例会がある度に32階へちょっとお邪

魔して、北側の窓越しに写メを撮りたいと思い

ます。

実はもうスタンドや屋根が鉄骨で組み上がり

つつあるので、今から始めたいくらいなのです

が、まっ、7月からにしましょう。

せいぜい身体に気をつけて生業に勤しみ、そ

してロータリーに少しでも貢献できればと念願

しております。

大北 茂人会員

◯今年で73歳、会社に入って50年、社長になっ

て20年。

◯コロナ禍で業績はダウンしたが、来期に向け

て黒字に！社員の給与アップ！

◯今年は内容のあるゴルフを目指す。

◯ゴルフのために基礎体力を上げる。毎日素振

り30回と柔軟体操をする。

松岡 與吉会員

私は今年７７歳になります。男性の平均寿命

は８０歳ですので、あと３年となります。いま

まで風来坊で生きてきました。

これからは社会の肥やしとなって、慌てず、目

立たずひっそりと余生を送ります。

子供たちや会社に迷惑を掛けずに、文句を言わ

ずに見守ります。感謝の一年

岡田 哲也会員

◯社長になって3年目。売上も上がっている。

◯副幹事を任されて半年。司会にも大分慣れて

きた。母親に「おまえは風呂で屁をこいたみ

たいで何を言っているのか分からん」と言わ

れていたが、以前に比べたら人前で話すこと

も苦にならなくなった。

◯昨年から息子と一緒にキックボクシングを始

めた。継続してお腹を引っ込めたい！

浮田 収会員

◯この3年は大変な経験をしてきたが、一つ言え

るのは、社員を誰一人クビにしなかったこと

が幸い。これを乗り越えられたのは家族のお

かげ。今迄にない経験をした。

◯健康第一、ケガや事故をしない！奥さんに怒

られない！を目標に。

奥芝 隆会員

◯30年間糖尿病とも付き合って来た。今年に入

って、左手の中指がつる、左腕が腫れるな

ど、年齢を痛感する。

◯夜（流川）の散歩をやめ、家の近所を散策し

ている。

◯健康が一番。



山岡 稔会員

◯今年62歳。人生設計では、代表取締役を降り

て若者に任せる。

◯65歳過ぎたら隠居する。

道垣内 文夫会員

◯豊富は⼆つ。
◯⼀つは、今年、夫婦共々年男・年⼥。還暦旅⾏で
10⽇間クルーズ船の旅を奥さんにリクエストされ
ている。

◯今年は卯年なので、もう⼀回⾶び跳ねる！！

黒田 七郎会員

◯同じく豊富はない（笑）
◯今年は2⽉から、関⻄の孫を受け⼊れる。（仕事
を⼿伝わせる）が、「じいじ」とは絶対に呼ばせ
ない。

中村 富子会員

◯道垣内会員と同じ歳なので、卯年の年女。還

暦です。

◯コロナ禍以前に業界が疲弊しているが、新し

い出会いもあり、少しは明るい兆しに期待し

たい。

◯来期は、安佐RCの幹事という大役を仰せつか

るので頑張るのみ。

◯兎のように、大きくジャンプしたい！

1月19日（木）。

本日は、会員による新年の抱負を発表しまし

た。

発表に当たって順番は公平にくじ引きで決めま

した。一番くじは八条会員から。

皆さん、様々な想いや目標がありますが、「健

康第一」の声が一番多かったようです。心も身

体も健康に！元気であれば何でもできます。今

年1年、元気に頑張りましょう！！

（広報・会報理事 中村 富子）

ニコニコ箱

￥7,000 累計￥310,000

☆パートナー誕生月おめでとうございます

・浮田 収会員（麻美様：1月22日）コメント

RCのお陰で毎年妻のメモリアルを忘れず助かっ

ております。妻は進化、小生は後期高齢者なり。

☆岡本 忠文会員・横手 裕康会員

本日は会員皆様の抱負をお聞かせ頂ける機会で

す。楽しみにしております。

幹事報告

1月19日(木) 第 1052 回

本日のプログラム

「会員新年の抱負」

１.BOX配布物

・1月分定例理事役員会議事録

・2月の例会プログラム

・「創立24周年記念夜間例会」のご案内

・在広13RCの例会出席と自粛する会員様への対 応

とメークアップについて

２.例会変更

・広島南RC「職場訪問例会」

と き：1月27日（金）12：30～※同日変更

ところ：広島銀行本店営業部

※メークアップ受付あり

３.

・自由参加ではございますが、1/22(日)に開催さ

れます「天皇盃第28回ひろしま男子駅伝」の応

援をお願いします。参加出来る方は、10：30に

平和公園噴水前にお集まりください。参加出来

る方は、事務局までご連絡ください。

・北上和賀RCの12月会報が届いております。是非ご

覧ください。



出席報告 第1049回 12月15日

会員数 19名(内免除1名) 出席率 88.89％

出 席 14名 ご来賓 1名

欠 席 5名 ご来客 1名

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 2名 ゲスト 0名

1月22日（日）

「天皇盃 第28回ひろしま男子駅伝」

の応援をいたしました。

2023年1月26日(木) 第1053回例会

3階 安芸の間

会長時間

さて、本日のゲスト卓話は、広島弁護士会,日

本弁護士会常務理事の久笠信雄様です。久笠様

は広島城南RC 2007-08年度会長、2011-12年度

G7ガバナー補佐、2016-17年度地区ロータリー財

団監査委員等を歴任されました。現在は故合っ

てロータリー関連からは身を引かれております

が、本クラブも監査委員時代など特にお世話に

なりました。

尚、演題は職業奉仕月間に相応しく「職業に

ついて」となっております。詳細は紹介者の奥

芝会員に後程ご紹介頂きます。皆さん卓話を楽

しみにしていらっしゃいますので、宜しくお願

い致します。

先程申し上げましたように、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インターアクトクラ

ブを通じて活動ができる喜びを、今一度改めて

感じ、皆さんと分かち合いたいと思います。

今後も“ひゅーるぽん”の代表者、市行政と

共に三位一体となって応援をしたいと考えてお

ります。皆様方も彼らの作品に接する機会があ

ると思いますので、是非とも支援の手を差し伸

べて頂きたいと思います。

以上で会長時間を終わります。

本日26日は1月 終週です。今月１月は「睦

月」。正月に親類一同が集まる〝睦び（親しく

する）″の月、旧暦では、先日広島駅伝が行わ

れた１月２２日が元旦でした。

本日は、100万ドル食事です。

おにぎり弁当です。



職業奉仕は， RLI（会長・幹事研修会）や卓

話時間で常に語られるロータリー特有の概念で

す。

プロテスタントの国で発生した職業奉仕の考

え方の根底には，プロテスタント特有の考え方

があるように見えますし，職業の意味とあり方

に関する正義論（西洋哲学の一部門）の考え方

が大きく影響しているように思われます。

そこで，卓話では，１０の質問を用意して，

一緒に考えながら，これらの考え方を紹介させ

ていただくこととしました。

なお，正解のない質問もありますが，皆さま

の今後のロータリーの活動に役立てていただけ

ればと思います。

設問は次のとおりでした。

Q1．職業によって生計を維持するために必要な

こと。

Q2．弥生時代や奈良，平安時代の職業にはどん

なものがありましたか。江戸時代は？

Q3．職業はいつから選べるようになりました

か。

Q4．職業を選択できるための２つの条件を考え

て下さい。

Q5．職業成功のための２つの要素を考えて下さ

い。

Q6．お金を稼ぐこと以外に職業はあなたにとっ

てどんな意味がありますか。

Q7．職業はあなたの自身や心の拠り所としての

意味しかないのですか。

Q8．職業奉仕に関連する声明の中に、「あらゆ

る職業において も高度の道徳的水準を守り、

推進すること」とあります。この言葉が意味す

るものは何でしょうか？

「来賓卓話」

～職業について～

広島弁護士会会長

久笠法律事務所 所長弁護士

久笠 信雄 様

Q9．コンビニエンスストアを営む朝右衛門さん

は，大型台風が到来して交通網が寸断されるこ

とを予見して大量にティシューを購入・備蓄

し，台風被害を受けた住民たちにティシュー１

箱を１０００円で売り付けました。ロータリア

ンの活動として妥当だと思いますか。

Q10．ロータリアンには，「自己の職業上の手腕

（プロフェッション）を社会の問題やニーズに

役立てること」が求められています。具体的に

どうしろというのでしょうか。

1月26日（木）。1月 終例会です。

今日は谷会員の誕生月を祝って乾杯とバースデ

ーソングを歌いました。

本来なら、第一例会でお祝いするのが通例です

が、諸事情で今日になりました。

谷会員は、広島安佐RCの 高齢！いつも大らか

に私たちのことを見守ってくださっています。

ゴルフの腕前も抜群だそうです。いつまでもお

元気で！安佐RCの“お父さん”でいてくださ

い。

さて、本日の卓話は、広島弁護士会会長で弁

護士の久笠信雄様にお越しいただきました。

今月は職業奉仕月間ということで「職業につい

て」のお話でした。

◯私たちの生活における職業の役割

◯職業と倫理／道徳的水準について

◯職業と倫理／資本主義・自由主義との関係に

ついて

◯職業と社会

というちょっと難しそうな内容でしたが、紹介

者の奥芝会員が「みんなを眠らさんようにお願

いします」と言ったからかどうか、一人ずつ順

に質問に答えるQ & A方式でグイグイ来られたの

で、誰一人居眠りする人はいなかったように見

受けられました。私に対する質問はかなり高度

な問いで、質問の意味が分からなく当然答える

こともできない…ということで、久笠様に“弁

護”をお願いし代わりに答えていただきまし

た。（笑）

今週は、10年に1度の大寒波に襲われ日本列島

が凍えました。市内でも北部は未だ雪が残って

います。週末も再び寒波がやって来るという予

報が出ています。皆さん、寒さ対策を万全に、

事故のないよう元気にお過ごしください。

（広報・会報理事 中村 富子）



幹事報告

1月26日(木) 第 1053 回

本日のプログラム

「来賓卓話」

～職業について～

広島弁護士会会長

久笠法律事務所 所長弁護士

久笠 信雄 様

１.BOX配布物

・1月被選理事役員会議事録

・14RC合同ゴルフ大会のご案内

２.例会変更

・広島北RC「3RC合同夜間例会並びに懇親会」

と き：2月16日(木)18：30～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

出席報告 第1050回 12月22日

会員数 19名(内免除1名) 出席率 88.89％

出 席 16名 ご来賓 9名

欠 席 3名 ご来客 0名

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 0名 ゲスト 0名

崇徳高校IAC募金
1月分

谷会員・松岡会員・奥芝会員・岡本会員

合計 4,000円

総額 51,000円

2022年12月度クラブ出席率

会員数19名(内免除1名)

例回数：3回

クラブ出席率：87.04％

ニコニコ箱

￥11,000 累計￥331,000
☆誕生月おめでとうございます

・谷 勝美会員（Ｓ17.1.28.）：コメント

お陰様で満81才を迎えることになりました。これ

からも健康に留意して頑張っていくつもりです。

引き続き皆様にはお世話様になりますがよろしく

お願いします。

☆岡本 忠文会員・横手 裕康会員

久笠様、本日はようこそ安佐ＲＣにお越し下さい

ました。卓話、楽しみにしております。よろしく

お願いします。

☆奥芝 隆会員

久笠先生、本ありがとうございます。そして、楽

しみにしております。

☆青木 幹丸会員

23日月曜日、所用で米子へ出かけた帰り道、安来

の遠藤くんのところへ寄りました。ビニールハウ

ス６棟を構えイチゴを主体に商品作物を生産して

おられるとのこと。来春からイチゴ狩りに本格参

入される予定で、地元の商工会青年部の世話役を

引き受け、どこか松江のロータリークラブ入会を

考えていらっしゃる本当にイキイキした遠藤くん

でした。

☆谷 勝美会員

久笠先生、本日はお忙しい中有難うございます。

よろしくお願いします。

☆浮田 収会員

先日の男子駅伝、応援有難うございました。７位

入賞でした。

・広島陵北RC「3RC合同夜間例会並びに懇親会」

と き：2月16日(木)18：30～

※2/15から変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

３.休会

・1月31日（火）広島西南RC

※メークアップ受付なし


