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第1542回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌斉唱　われらの生業
お誕生記念月記念品贈呈
児玉　栄威会員　５月３日
新藤幸次郎会員　５月６日
小川　光博会員　５月12日
栗原　祐哉会員　５月15日

米山奨学生紹介
　2019年度米山奨学生
� 閻

えん

　璐
ろ

さん
　国籍　中国
　所属　�広島市立大学博士課程

国際学専攻
　研究テーマ　�「満州国」政権の正当性樹立と日

満プロパガンダ宣伝－『盛京時報』
を中心に－

会長時間「青少年奉仕月間」
５月は青少年奉仕月間です。全てのクラブと地
区は、年齢30歳までの青少年の育成の為の基本
ニーズ、即ち、健康、人間の価値、教育、自己開
発を支援するプログラムに関わることが推奨され
ています。青少年の多様なニーズを認識しつつ、
より良き未来を確実なものにするために青少年の
育成を図ることです。青少年や若い世代の社会人
が将来リーダーとなるために、必要なスキルを身
に付けるための常設プログラムとして、インター
アクト、ローターアクト、ロータリー青少年指導
者育成プログラム（RYRA）、ロータリー青少年
交換プログラムを用意しています。インターアク
トは、12歳から18歳までの青少年を対象に、ロー
タリークラブが提唱して結成され、毎年少なくと
も２つの奉仕プロジェクトを実施し、奉仕の心を
学びます。ローターアクトは18歳から30歳までの
青少年男女のために、リーダーシップと職業的専
門能力を開発することを目的とするこの奉仕クラ
ブを提唱し、支援しています。ロータリー青年交
換はクラブ及び地区が、１週間から１年間まで文
化交流のために海外へ出る年齢15歳から19歳の学

生を派遣し、また受け入れます。
ロータリー青少年指導者育成プログラム（ＲＹ

ＲＡ）は年齢14歳から30歳までの青少年及び若年
成人の指導者を助長し、奨励するためにクラブや
地区がセミナーを支援しています。以上、４つの
プログラムが代表するものです。現在、青少年奉
仕で最も大きな課題は、ローターアクトです。20
年前は、広島分区６クラブ、山口分区９クラブ、
総会員数は266名でしたが、現在は、広島分区４
クラブ、山口分区３クラブ、総会員数は60名と激
減しています。
これで会長時間を終わります。
�幹事報告
ロータリーレート変更の案内（１ドル＝110円

→112円、５月１日より）。／ロータリーの友誌・
ガバナー月信配布の案内。／ S.A.A.委員会とスマ
イル委員会より令和最初の例会を祝うプチギフト
準備の案内。／次週開催の現次合同クラブ協議
会・５月28日（火）夜開催の職業奉仕委員会GM
の案内を回覧。未回答者は回答のこと。／優良従
業員の推薦は本日迄受付。推薦のある会員は事務
局迄連絡のこと。／例会終了後、理事役員会開催。
�委員会報告

クラブ広報委員会（友誌を読む）
� 上田　直治会員

　この度ロータリーの友５月号
に我が広島西南ロータリークラ
ブの記事が掲載されました。
　『日本語教室交流会で在留外国人との触れ合い』
と言うタイトルで児玉会員の記事が掲載され私と
しても嬉しい限りです。
　これからもっともっと我がクラブの記事が掲載
されるよう皆でいろいろな奉仕活動に尽力してい
きましょう。
スマイルボックス

山本（春）、上田、佐々木、遠﨑、岩田会員　
14RC合同懇親ゴルフ大会のクラブ対抗の団体戦
で３位となりました。10年前に優勝して以来の快
挙です。貢献しました上位５名で自主申告します。
小野　誠会員　皆様のボックスに、ビアガーデン
のご案内を入れさせて頂きました。今年のANA
クラウンプラザホテル広島�屋上ビアガーデンは、
スパークリングワインも飲み放題に加え、４月26
日にオープン致しました。懐かしのDisco&Soul�
Musicとバーベキューで、いろいろなお集まりに
是非ご利用くださいませ。尚、本年も500円お得
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な前売りチケットを６月末まで販売致しておりま
す。ご購入の際はスタッフまでお気軽にお声掛け
下さいませ。
出席報告
　会員数�64名　出　席�52名　欠　席�12名
　　　　�　　　来　客�� 4名　来　賓�� 1名
　　　　�　　　ゲスト�� 4名
プログラム
外部講師卓話
「�お好み焼き店の現状」
　お好み焼みっちゃん総本店
� 代表取締役　小林　直哉氏
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第1543回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和
ご結婚記念月記念品贈呈
　宮﨑　　真会員　５月１日
　田中　茂樹会員　５月３日
　吉田　栄壮会員　５月４日
　白築　忠治会員　５月11日
　佐々木　宏会員　５月15日
　奥田　　實会員　５月16日
　杉本　清英会員　５月16日
　桒田　博正会員　５月26日

会長時間「『キログラム』の定義が変わる」
2019年、重さ（質量）の単位「キログラム」の

定義がほぼ130年ぶりに変わります。キログラム原
器と呼ばれる精密な分銅に頼らず、物理法則に基
づく不変の値「プランク定数」で定められます。
長さや質量、時間など普段何気なく使っているさ
まざまな単位は、測定技術の発展とともに見直し

を重ねてきました。
単位はものの量を表す基準です。親指と人さし
指を広げて長さを測った「尺」、足の大きさに基づ
く「フィート」、粒がそろったイナゴ豆の重さで宝
石を計測する「カラット」。むかしの人は身体や植
物などを基準にして測りました。
フランスが1791年、新しい単位の採用を決めま

した。長さの基準として北極と赤道を結ぶ子午線
の1000万分の１を１メートル、重さの基準として
水１リットルの質量を１キログラムと定めました。
しかし、いずれも「不変」でないという問題を
抱えていました。キログラム原器も100年あまりで
指紋１個分に相当する50マイクロ（100万分の１）
グラムほどずれました。最新の創薬研究やナノテ
クノロジー（超微細工学）などでは許容できなく
なっています。「高純度のシリコンで作った球を真
空の測定器で回し、直径を１ナノ（10億分の１）メー
トル以下の精度で測り体積の何個分の重さ」と表
現されるとのことです。１メートルは1983年に「光
が真空中を２億9979万2458分の１秒の間に進む距
離」と定義されました。
新しい定義は「世界軽量記念日」の2019年５月

20日から導入されます。いずれ、時間の単位「秒」
の定義も変わる可能性があります。かつて１秒は
地球の自転や公転に基づいて定義されていまし
た。しかしズレが大きく、1967年により正確な「原
子時計」を使った定義に変わりました。セシウム
原子が細かく振動する現象を使い「92億回振動す
る時間」を１秒と定めています。数千万年に１秒
しか狂わないそうです。それも、2001年には新し
く「光格子時計」が提唱され開発されました。セ
シウム原子時計の千倍近く正確で、160億年に１秒
しか狂いません、今後は光格子時計をどのように
社会の中で使えるのか検討しているそうです。
これで会長時間を終わります。
�幹事報告
マイ・ハート管弦楽四重奏団ひろしまのコン

サート案内・オークニジャパンのファミリーセー
ル案内配布の案内。／６月４日に新入会員が４名
入会予定。６月11日（火）夜ANAホテルで歓迎
会開催を調整中（次週案内予定）。／例会変更。
／例会終了後、現次合同クラブ協議会開催（現次
両方で役が付いている会員は現年度委員長席に着
席のこと）。
スマイルボックス

藤崎健次郎会員　５年間、大変お世話になりあり
がとうございました。
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出席報告
　会員数�64名　出　席�49名　欠　席�15名
　　　　�　　　来　客�� 0名　来　賓�� 3名
プログラム
外部講師卓話
「�ひろしま日本語教室について」
　広島日本語教室　代表
� 光原　鈴江氏
皆様、こんにちは。
本日はお招きいただきまして、ありがとうござ
います。
今回も、教室で日本語を勉強されているお二人
の方と来させていただきました。最初に学習者の
方にお話しをしてもらってから、その後私より教
室の報告をさせていただきます。
まず、スイスから来られた、バスチャン・シュ
ワイガッツさんです。
バスチャンさんは、昨年11月に広島に来られ、
ひらがなから勉強されて約半年たちますが、とて
も熱心に勉強されています。バスチャンさんはパ
ティシエをされており、お話のタイトルは「私の
好きな柚子」です。

「�私の好きな柚子」

�バスチャン・シュワイガッツ氏
� （スイス）
みなさん、こんにちは。はじ
めまして、私のなまえはバス
チャンです。スイスからきました。ねんれいは30
さいで、パティシエをしています。スポーツと、
りょうりがとてもすきです。ひろしまにろっかげ
つすんでいて、にほんごをべんきょうちゅうで
す。どうぞ、よろしくおねがいします。
きょうは私のすきな、ゆずのはなしをします。
私はゆずがすきですから、ゆずをつかったケー
キをつくります。かんきつけいのあじとかおりが
だいすきです。ゆずはそだつのに10ねんかかりま
す。ゆずのきは、たいようがすきです。そしてこ
えだのおおきいとげがあります。
このくだものは、いまヨーロッパでにんきで
す。いろいろなりょうりにつかわれはじめまし
た。いつかゆずのさんちでゆうめいな、こうちに
いってみたいです。
これでおわります。きょうはみなさんありがと
うございました。そして私のせんせいもありがと
うございました。

続きまして、ドイツから来られた椎
しい

葉
ば

マリアさ
んです。マリアさんはとても意欲的な方で、今回
の卓話のお話をしましたら、自分へのチャレンジ
としてやりたいと快く受けてくれました。タイト
ルは「日本とドイツのちがい」です。

「�日本とドイツのちがい」

　� 椎葉マリア氏
� （ドイツ）
皆さん、こんにちは。
椎葉マリアと申します。ドイ

ツから来ました。日本人の父とドイツ人の母がい
ます。
去年の８月から１年間、「でじま・くにくさ」

という老人ホームで、大学のインターンシップで
ボランティアをしています。
ドイツに行かれたことがありますか？
ドイツって聞いたら、どんなイメージを持ちま

すか？
ちなみにドイツ人は毎日ビールを飲んだり、

ソーセージを食べたりしていませんよ。
これからドイツと日本のちがいについて話した

いと思います。お話しの前に一つ言いたいことが
あります。どちらが正しいとか正しくないではな
いです。私の経験したことの話です。よろしくお
願いします。
一つ目は、職場での働き方についてです。一番
大きな違いは、日本の縦社会とドイツの横社会で
はないでしょうか？　先輩後輩という言葉はドイ
ツではないです。例えば、老人ホームの園長先生
には、ダイレクトに話せないかなぁ。園長先生は
別の人という感じがします。園長先生と話すとき、
私はありのままの自分ではなく硬くなってしまい、
終わったあと、フッーと疲れます。ドイツでは敬
語はあまり使わなく、リラックスして話せると思
います。また報告も、下から順番に伝わっていく
のではなく、ダイレクトに伝えることができます。
次に、職場での日本人の気遣いはすごいです
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ね。ドイツ人からみると、一生懸命仕事をしてい
る、たくさん我慢をしている日本人がすごいで
す。休みがあんまりなくて、スーツを着ている真
面目なイメージがあります。過労死という言葉は、
日本にしかないのではないでしょうか。
職場で休むとき、ごめんなさいっていうことは、
ちょっとストレスじゃないでしょうか？　ドイツ
では休むことが当たり前になっていると思いま
す。日本では休むと迷惑をかけるという気持ちが
強いと思います。例えば旅行で休むときも、楽し
んできてね～って言ってくれて、旅行をしたあと、
職場にありがとうの気持ちをみんなに伝えたり、
お菓子を買うほうがうれしく、元気で休むことが
できると思います。迷惑とかごめんなさいの気持
ちは、休みづらいと感じました。
二つ目は、日本人の外国人に対する接し方につ

いてです。日本人のおもてなしの文化や心遣いは
すごいと思っています。ドイツから旅行で日本に
遊びに来た友だちが、みんな「日本最高」と言っ
ていました。日本はきれい、日本人はやさしいとも
言っていました。困っているとき、すぐ気づいてく
れたそうです。ドイツでは自分から困っていると
言わないと、気づいてくれないことが多いです。
でも少しめんどくさいこともあります。頑張っ
て日本語の勉強をしても、日本の生活や文化に慣
れてきても、いつまでも外国人にしかみられない
ことです。
私は週に２回卓球をしています。この間卓球の
試合で、チョコをもらって「ありがとうございま
す」と言ったとき、「ありがとうまで言えるんだ」
と言われました。ドイツから広島に来て８か月に
なるんじゃけえ、その時ちょっと失礼じゃないか
なぁと思いました。多くの日本人は、外国人の外
見を見ていると思います。私はマリアとして話を
したいです。私の日本語がまだ足りないから、う
まく伝わらないかもしれないけれど、私の中にあ
る思いを知ってほしいという気持ちがあります。
私はドイツにいる間、日本人のマリアとドイツ
人のマリアがいると思って、心の中がぐちゃぐ
ちゃになっていました。でも日本に来て、その全
部が私なんだと、マリアのままでいいんだと思え
るようになりました。みんなにもマリアはマリア
と思ってほしいです。お互いの違いや文化を認め
合い、その人のそのままを受け入れて、お互いを
尊敬しあうという意識を持ってほしいです。
最後になりますが、広島日本語教室の皆さん、
ありがとうございます。

皆さん、どうぞドイツに来てください。
ありがとうございました。

それでは、これから教室の報告をさせていただ
きます。
昨年2018年度は、当教室にとって、とてもすば

らしい一年となりました。まず２年前に広島ユネ
スコ協会より「活動奨励賞」を頂いておりました
が、今年２月27日に、ヒロシマ平和創造基金より
「国際交流奨励賞」を受賞いたしました。さらに
先月４月１日には、広島市より「広島市政功労賞」
をいただきました。
どちらも30年以上に渡るボランティア活動を評

価していただいたもので、私たちも思ってもみな
かったことで、大変驚くとともにとても嬉しく
思っています。
このように長く教室を続けてこられたのも、ひ

とえに広島西南ロータリークラブさんより、ご支
援をいただいたお陰と、深く感謝しております。
本当にありがとうございました。
また昨年度は、念願かなってロータリークラブ

の方と合同で「交流会」を実施することができま
した。昨年11月17日（土）に、袋町の「ひと・ま
ちプラザ」で、日本の文化に触れる体験、書道、
折り紙、けん玉、福笑いなどを楽しんだあと、ダ
ンスや合気道、全員で伝言ゲームやじゃんけん
ゲームなどをして、楽しく交流することができま
した。ロータリークラブの11月の会報にも大きく
紹介していただきましたが、交流会に参加してく
ださった方、また景品などの提供をしていただい
た方、本当にありがとうございました。この場を
おかりしまして、厚くお礼申し上げます。学習者
も楽しかったと、大変喜んでおりました。そして
そのじゃんけんゲームで最後に勝ち残った勝者
が、今日来てもらったバスチャンさんです。
このように、教室では年に一度全員での交流会

を開催しております。今年度もまた何かやりたい
と思っていますので、その時はお声を掛けさせて
いただければ幸いです。
現在私たちの教室には、小学生、中学生、高校

生の子どもたちが来ています。彼らはある程度す
れば日常会話はできるようになるのですが、学校
の教科学習はまったく別なもので、学習するのに
かなり辛い思いをしています。母国ではとても成
績の良かった子が、日本ではまったくわからなく
て、とても傷ついています。以前よりこのことに
ついて、子どもたちの日本語の習得と学校の教科
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学習を、どう対応したらいいのかとずっと考えて
おりまして、行政へも協力を求めてまいりました
が、まったく対応はされませんでした。このまま
ほっておけない状態で、今年４月より子ども教室
をスタートさせました。
彼らは大人の都合で、日本に連れてこられ、日

本語と学校の勉強に苦労しています。現在５名の
子どもが主に勉強していますが、それぞれボラン
ティアの方に、個別に数学や漢字などを教えても
らっています。彼らが成長すれば、日本国民となる
子どもたちですから、私たち皆で育てていかなけ
ればならないと思っています。特に言葉がわからな
いゆえに、事故や事件に巻き込まれたり、非行に
走ったりしないよう、彼らの居場所をつくり、しっ
かり見守ってあげる必要があると考えています。
以上のように、昨年度は大変忙しくも充実した
一年を過ごすことができました。
今年度はさらに、教室の学習内容を充実させ、
安定的な運営を図っていくことを目標としており
ます。今後とも、ご支援ご鞭撻を、どうぞよろし
くお願いします。
本日は、どうもありがとうございました。
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第1544回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間「『アナログ』あっての『デジタル』」
　「これらが十分にできたら、私はあなたのお弟
子になりましょう。」戦国時代から安土桃山時代
にかけての茶人、千利休が弟子に対し、言った言
葉です。それは「利休七則」。次のような行いを
言います。
　「茶は服のよきように点て」、「炭は湯の湧くよ
うに置き」、「夏は涼しく、冬は暖かに」、「花は野
の花のように生け」、「刻限は早めに」、「降らずと
も傘の用意」、「相客に心せよ」
　茶の湯を学ぶものにとって基本となる心得で
す。この七つを常に一糸乱れず実行し続けること
は、簡単なことではありません。「当たり前のこ
とを実行する事こそが最も難しい」という教えで

もあります。その昔「ハレ」・「ケ」という言葉を
使っていた時があります。ハレの語源は「晴れ」
であり、「晴れの舞台」「晴れ着」などとして現代
でも使われています。一方、ケは、普段（日常）
を表す言葉として使われており、その時代は普段
着をケ着と言ったそうです。ハレは特別・ケは日
常。ケとは日常であれば、当たり前という言い換
えもできると思います。残念ながらその意味を
持った「ケ」は現代の言葉としては残っておりま
せん。「アナログ」と「デジタル」。数年前よりよ
く使われることばです。文字や絵や音など手を加
えられていないものがアナログ。その原型を０と
１の２進法に置き換えたものがデジタル。言葉で
説明されても、デジタルは腑に落ちません。利休
七則でいえば、七則それぞれが「ケ」の行為であ
り、これを常に実行することが難しいと言ってい
るのでしょう。現代は、アナログは古く、デジタ
ルは新しいと解釈されているように思われます。
積み重ねる日常がなければ、特別な日は訪れない
でしょう。大切なことは「ケ」を呼吸するがのご
とく意識せずに行えるまで繰り返し積み重ねるこ
とではないでしょうか？　広島西南ロータリーク
ラブの「ケ」とは「職業奉仕」ではないかと思っ
ています。これで会長時間をおわります。
�幹事報告

　クラブ月報・６月18日（火）夜開催の最終夜間
例会案内配布の案内。／2019－20年度ロータリー
手帳配布の案内（事前申込者のみ）。／次年度会
員名簿を作成中。締切後に関わらず記載事項に変
更がある場合は、今週中に連絡のこと。／例会終
了後、次年度理事会開催。
スマイルボックス

遠崎　秀一会員　このたびグループ会社よりゴル
フマナー、ゴルフルール改正2019をマンガでわか
りやすく出版致しました。ロータリーメンバーの
方も是非ご購入とコンペ賞品としてもご活用下さ
い。
出席報告

　会員数�63名　出　席�52名　欠　席�11名
　　　　�　　　来　客�� 4名　ゲスト�� 2名
プログラム

優良従業員表彰
�　㈱ニシキプリント
� 　吉澤　美保氏
　例会場に足を踏み入れるのは
「初めまして」ですが、西南ロー
タリークラブ様の会報誌作成ではいつもお世話に

（6）� 2019年5月
ロータリークラブの多様性を高めよう！



なっている、ニシキプリントの吉澤美保です。こ
のたびは優良従業員として表彰いただきましてあ
りがとうございます。西南ロータリークラブ様に
心よりお礼申し上げます。
　私は広島に生まれ育ち、平成９年に新卒でニシ
キプリントに入社しました。入社後は新設された
ばかりの校正担当部門に配属され、現在まで同じ
部署に所属しています。この部署で、営業がお客
様から預かった印刷原稿を整理し制作現場へ指示
を出す橋渡し役と、校正出し前や印刷工程に入る
前のチェック役、そして工程管理を担当していま
す。また、西南ロータリークラブ様の会報誌編集
会議のようにお客様との打ち合わせに営業と同行
することもあり、製造業の現場部門でありながら
会社の外と中の中間的な立場でもあります。その
ほか、これまでに自社ホームページ管理とメール
マガジン配信やブログ執筆担当、報道機関へのリ
リース文書発信担当等も経験しています。
　私には中学２年生の１人娘がいますが、娘の出
産・育児休暇後は、私の希望で正社員から拘束時
間の短いパート勤務に変えてもらいました。小さ
い頃はしょっちゅう熱を出すので週１日しか出勤
できなかったこともありましたし、今でも学校行
事等で仕事を抜けてばかりですが、宮﨑社長はも
とより周囲の理解のおかげで、嫌な顔をされるこ
とも机がなくなることもなく、ここまで続けられ
ています。昨年より、これも私からの希望で、正
社員に復帰したところです。
　社内には他にも「優良従業員」と呼ぶにふさわ
しい社員がたくさんいる中で私を選び、「おいしい
ご飯が食べられるから」と甘い言葉で私を騙し…
もとい、推薦してくださった宮﨑社長に感謝します。
　最後になりましたが、表彰してくださった西南
ロータリークラブ様のますますのご発展をお祈り
いたします。
　本日はありがとうございました。

　　岡本電機㈱　森　　信輔氏
　初めに、この度は優良従業員
ということで表彰頂き誠にあり
がとうございます。
　突然ですが、最初に私の好き
な言葉を最初に紹介します。
　それは「雑草にも花は咲く」です。
　これは私が中学生の時、担任の先生が授業の中
で言われた言葉でした。
　本来の意味は忘れましたが、私はどんな道端の

雑草にでも花は咲く、花をつける、花を咲かせる
ことができる、と捉えておりました。
　雑草＝自分
　花＝結果、成功
　なぜかこの言葉が今でも心の中に残っており、
自身と重ね合わせてきたのだと思います。
　これまで、この「雑草魂」で（当たり前のこと
を当たり前にする）ということを心掛け、弊社経
営理念にもある「関係する全ての人々から選ばれ、
喜ばれ、感謝される事を我々の使命とする」を常
に意識しながら行動した結果、お得意先様に自分
のファンができて良い信頼関係が成り立ち、成果
を出すことができたのだと思います。
　これからも継続・実践してまいりたいと思いま
す。
　私は岡本電機㈱に入社後20年が経ちましたが、
一度も病気やけが等で欠勤したことがありません。
　たいして人に誇れることではありませんが、丈
夫に育ててくれた両親にも感謝し、これからも後
輩社員の良い見本となれるよう日々精進し、自身
も上を見て成長していきたいと思います。
　最後に、これからも広島西南ロータリークラブ
様の益々のご発展と皆様のご多幸をお祈りし、御
礼の言葉とさせて頂きます。
　この度は誠にありがとうございました。

5
� 28

第1545回例会
12：30〜13：30　ANAクラウンプラザホテル

それでこそロータリー
連続出席100％

　吉田　栄壮会員（28年）
　佐古　雄司会員（８年）
　高鍋　　徹会員（１年）

1233号� （7）
	 青少年奉仕月間



米山功労者表彰
　佐古　雄司会員
　新藤幸次郎会員
　寺本　真司会員
　徳納　武使会員

会長時間「“不易流行”の大切さ」
　「不易流行」は俳聖・松尾芭蕉の言葉と伝えら
れています。俳句は十七音という世界一短い詩形
であるため、絶えず新しい句材を求め、新しい表
現を心掛けないと、陳腐な類型的な句しか得られ
なくなります。このように絶えず新しさを追求し
て行くことが「流行」と言われています。「不易」
の方は、俳句として存立する普遍の条件、例えば
五七五の十七音形であるとか、季語の存在、「切れ」
と呼ばれる「詩」発生装置など、いくつかの原則
を普遍の鉄則として維持していくことです。変わ
るものに目を奪われず、絶えず変わらぬものに着
目することがあたかも良いことのように思われて
いる節がありますが、「不易」を大事にするとは
聞こえはいいのですが、未来や、将来の展望を語
ることができず、カビの生えた伝統を持ち出して
いることに他ならないのだと思います。
　今の時代、新しいものを盛るには新しい器が必
要です、なにが「不易」なのかを見極め、それを
守ることはもちろん大事なことであります。され
ど、古ければ価値があるというものでもありませ
ん。変わらぬ様相の中に変わりゆくものを見つめ
る事こそ必要な作業であると思います。
　広島西南ロータリークラブの「不易」とは何か？
「流行」とは何かを見極め、未来志向で変化して
いくことをクラブ全員の「想い」とし、取り組ん
でいくことが求められていると思います。今年度

も理事役員は多くの課題に挑戦し、クラブ改革に
取り組んでまいりました。この思いを次年度に引
継ぎ、広島西南ロータリークラブの更なる発展繁
栄を祈念しております。これで会長時間を終わり
ます。
�幹事報告

　６月11日（火）夜開催の新会員歓迎会・６月18
日（火）夜の最終夜間例会の案内を回覧。未回答
者は早めに回答のこと。／次年度会員名簿を作成
中。在広Ｂ５判名簿の自宅住所と電話番号記載に
ついて、連絡済の会員以外は現行通りの記載、今
年度入会者は記載なしで対応。／宮島桜を囲む会
等でクラブ負担費用を立て替えている会員は事務
局迄連絡のこと。／例会終了後、例会場前で月報
編集会議開催。
スマイルボックス

栗原　佑哉会員　６月１日（土）マリーナホップ
マーメイドスペースで第２回マリー大運動会を三
井ホーム様協賛のもと開催致します。ワンコによ
るワンコのための運動会、入場無料ですし、当日
参加も可能ですので遊びにきて下さい。
出席報告

　会員数�63名　出　席�49名　欠　席�14名
　　　　�　　　来　客�� 1名　来　賓�� 1名
　　　　�　　　ゲスト�� 1名
プログラム

外部講師卓話
「�スポーツを核とした地域づく
り〜スポーツの力で社会を変
える。未来へつなぐ〜」
� 広島県知事　湯﨑　英彦氏

広島県スポーツを巡る近年の動向

➢ 平成27年10月 スポーツ庁の設置

関係省庁と連携したスポーツ行政の総合的な推進

3

日本でもスポーツ産業活性化の取組が始まっています

➢ 平成23年８月 スポーツ基本法施行

基本理念をはじめスポーツに関する施策の基本となる事項を制定

⇒ スポーツが国の政策に

➢ 平成29年３月 第２期スポーツ基本計画の策定

広島県

スポーツを核とした地域づくり

～スポーツの力で社会を変える。

未来へつなぐ～

令和元年５月28日

広島県知事 湯 﨑 英 彦

広島県

FISE WORLD SERIES HIROSHIMA 2019

【本日の内容】

広島県スポーツを巡る近年の動向

2

海外ではスポーツビジネスが大きな成長産業に

○ プロスポーツ

・ ＭＬＢの市場規模は１５年で４．３倍

1995年…1,693億円 → 2010年…7,364億円

（日本：1995年…1,531億円 → 2010年…1,973億円（１．３倍））

・ プレミアリーグ（英・サッカー）の市場規模は１６年で６．８倍

1996年… 480億円 → 2012年 … 3,275億円

（日本：1996年…  481億円 → 2012年 … 728億円（１．５倍））

○ 大学スポーツ

・ 全米大学体育協会 （ＮＣＡＡ) の収益は約1,000億円

○ スポーツ施設

・ スタジアム・アリーナを中心としたまちづくり （シンガポールなど）

スタジアム・アリーナに，ショッピングモール，図書館，博物館等を併設

「コストのかかる施設」から人が集まる「収益を生む施設」へ

（8）� 2019年5月
ロータリークラブの多様性を高めよう！



広島県

19

アーバンスポーツの振興に取り組んで行きます

ＦＩＳＥの開催を契機に，広島をアーバンスポーツの聖地として

成長させ，持続的な地域の活性化につなげていきます

・ ＦＩＳＥ 広島大会の継続的な開催

・ アーバンスポーツアカデミーの誘致

・ 県民に身近なスポーツとして浸透させる取組

地域・経済の活性化に向けたこれからの取組広島県

7

スポーツを核とした地域づくりを一体的に推進

スポーツに関する事務を知事部局に一元化（Ｈ30.4～）

近年の動向を踏まえた本県の取組 広島県

13

 「ＦＩＳＥワールドシリーズ広島 2018」の開催
本県では“ＦＩＳＥ”を日本初開催。延べ８６，０００人が来場し，

地元への経済効果や，大会映像の世界への発信による都市

ブランド価値の向上など，様々な効果

※86,000人 ・・・

東京ディズニーリゾート（100ha）の

１日の来場者数(89,200人(2018年))

とほぼ同数！

近年の動向を踏まえた本県の取組

広島県

17

国際競技大会等の開催
☑ 「サイクリングしまなみ2018」 （10月）

・ ３回目の開催。47都道府県，海外22カ国・地域から約7,200人が参加

・ 地域の有志の方々による，地元の特産品等によるおもてなし

☑ 「2018ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート競技大会」（11月）

・ 16歳の紀平梨花選手が2本のトリプルアクセルを決め，グランプリシリーズ

初出場で初優勝

・ 延べ１６，４００人が来場し，世界水準の技を観戦

近年の動向を踏まえた本県の取組

広島県

18

今年もメキシコ選手団がやってきます！

・ 今年度は県内１０市町において，２１競技の選手団による

合宿を予定

地域・経済の活性化に向けたこれからの取組広島県

12

アーバンスポーツの世界大会 “ＦＩＳＥ” の開催

近年の動向を踏まえた本県の取組

“ＦＩＳＥ”とは

・ 「Festival International du Sport Extreme」（フランス語）の略称

・ “アーバンスポーツ”と呼ばれる，東京オリンピックから正式競技となるBMX，

スポーツクライミング(ボルダリング)，3x3バスケットボール，スケートボードや，

パルクール，ブレイクダンスなど都市の遊びの中から生まれたスポーツの大会

・ フランス・モンペリエで行われた大会では，５日間で５０万人を動員

ボルダリング パルクール

広島県スポーツを巡る近年の動向

 「ゴールデン・スポーツイヤーズ」
今年から３年連続するスポーツのビッグイベント

6

2019年
ラグビー
ワールドカップ

2020年
東京オリン
ピック・パラリンピック

2021 年
関西ワールド
マスターズゲームス

開催期間 9/20～11/2（44日間）
オリ：7/24～8/9（17日間）
パラ：8/25～9/6（13日間）

5/15～5/30（16日間）

開催地
岩手県釜石市など
１２会場

東京都など
大阪府など
８府県４政令市

競技数等 ４８試合
オリ：３３競技
パラ：２２競技

３０競技

参加者（見込） １，０００人 １５，０００人
５０，０００人
（国外２万人，国内３万人）

来場者（見込） ２００万人 １，０００万人 ２０万人

⇒ スポーツを活用した地域・経済活性化の大きなチャンス！

広島県スポーツを巡る近年の動向

➢ 平成28年６月 日本再興戦略2016

・ 「官民戦略プロジェクト10」 ④スポーツの成長産業化

➢ 平成28年６月 スポーツ未来開拓会議 中間報告
※スポーツビジネスにおける戦略的な取組を進めるための方針決定を目的にスポーツ庁と経済産業省が設置した有識者による会議

5

⇒ スポーツ市場規模を
５．５兆円 から１５兆円（2025年）に

17,522 17,225 

32,961 21,148 

19,166 
16,670 

0 0 

0

50,000

100,000

150,000

2002
（H14）

2012
（H24）

2020 2025

小売

スポーツ施設業

興行・放送等

（約7兆円）
（約5.5兆円）

（10兆円）

（15兆円）
（億円）

（年） 出典：「第2期スポーツ基本計画」（スポーツ庁）から作成

※

広島県

11

メキシコ選手団の事前合宿の受入れ

・ 平成３０年度は県内９市町において，４月の柔道をはじめ，

ソフトボールや陸上競技など１２競技の選手団による合宿を実施

※ 広島＆メキシコは…

・ 全国最速！

・ 全国最大！

・ 全競技で練習公開！

近年の動向を踏まえた本県の取組

広島県

16

国際競技大会等の開催
☑ 「ジャパンウイメンズオープンテニス2018」 （9月）

・ 2018年の全仏オープン・ダブルスで準優勝した地元広島出身の

二宮真琴選手をはじめ１６か国・地域の選手が参加

・ 約１１，７００人が来場

☑ ｢2018ハンザクラスワールド＆インター

ナショナルチャンピオンシップ広島大会｣(10月)

・ “ハンザクラス”とは，「誰でも乗れるように」というコンセプトのもと，

障がいのある人のために開発された小型ヨット

・ アジアで初めて開催され，２４ヵ国，約１９０名の選手が参加

・ 約２３０名のボランティアによる運営支援

近年の動向を踏まえた本県の取組広島県

文部科学省ホームページ （http://www.mext.go.jp/）

（第２期スポーツ基本計画）

スポーツを巡る近年の動向

4

広島県近年の動向を踏まえた本県の取組

10

メキシコ選手団の事前合宿の受入れ
・ 「メキシコ選手団キャンプ受入・交流全県推進会議」を設立し，

メキシコキャンプを全面サポート

・ 文化交流の推進など，様々な取組を展開

「メキシコ選手団キャンプ受入・交流全県推進会議」（平成３０年２月）

映画「リメンバー・ミー」とのタイアップポスター

広島県

8

地域・経済の活性化をはじめとした政策の推進

第２期広島県スポーツ推進計画（Ｈ31.4～）の策定

政策目標 施策の柱 主な取組

Ⅰスポーツを通じた
地域・経済の活性化

１ スポーツを通じた魅力ある地域づくりの推進 ・わがまち♡スポーツの推進
・県スポーツコミッションの設立
・アーバンスポーツアカデミーの設置

２ スポーツの成長産業化 ・スポーツ大会・イベント・合宿誘致
（スポーツツーリズムの推進）

・アーバンスポーツの振興

３ 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした地域活性化 ・合宿の着実な実施と機運醸成
・オリパラ後に向けたノウハウの蓄積

Ⅱスポーツを通じた
健康長寿の達成と
スポーツ参画人口
の拡大

１ スポーツを通じた健康寿命の延伸 ・ビジネスパーソンを対象としたスポーツの機会創出
・高齢者を対象とした「通いの場」の拡充

２ 子供のスポーツ活動の充実 ・教師の指導力の向上
・外部指導者等の活用による運動部活動の支援

３ 活動を支える人材の育成とスポーツに親しむ機会・場の充実 ・若い世代の活用と人材育成
・トップチームのアスリートの活用
・施設の利便性向上と利用可能施設の拡大

Ⅲ競技力の向上 １ トップアスリートの戦略的な発掘・育成・強化 ・ジュニア選手の発掘
・外部指導者等の活用による運動部活動の支援
・指導者の質の向上

２ 障害者スポーツのトップアスリートの戦略的な発掘・育成・強化 ・選手の発掘・育成
・スポーツ医科学の知見の活用

３ 選手をサポートする体制・環境の充実 ・スポーツ医科学のサポート体制整備

Ⅳスポーツを通じた，
多様性が尊重され
る，平和で持続可
能な社会の実現

１ スポーツを通じた，多様で寛容な社会づくりの推進 ・誰もがスポーツを楽しむことのできる場・機会の提供

２ スポーツを通じた平和の推進 ・スポーツを通じた平和のメッセージの発信

３ スポーツを通じた環境に配慮した持続可能な社会づくり ・スポーツを通じた環境啓発

近年の動向を踏まえた本県の取組

広島県近年の動向を踏まえた本県の取組
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メキシコ選手団の事前合宿の受入れ
・ 東京オリンピック・パラリンピック開催決定（平成25年9月）を受けて，

推進体制を整備し，誘致を推進

パディージャ ＭＯＣ会長

・ 平成２９年５月にメキシコオリンピック委員会と協定を締結

広島県
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 「ＦＩＳＥワールドシリーズ広島 2019」

・ 今年は４月１９日（金）～２１日（日）に，７月豪雨災害からの

復興大会として，ｅスポーツなど，さらに内容を充実して開催

・ 延べ103,000人が来場し，世界トップレベルの技と興奮を体験

近年の動向を踏まえた本県の取組

広島県
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・ 「eスポーツ(esports)」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で，

コンピューターゲームの対戦をスポーツ競技として捉える呼び方

・ 海外の大会では，賞金総額約28億円（優勝賞金約12億円）

・ 2018年アジア競技大会の公開競技として実施され，

「

近年の動向を踏まえた本県の取組

広島県
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今年も広島で様々な大会が開催されます

・ ホッケーシリーズファイナル（女子）

６月１５日（土）～２３日（日） 広島広域公園第二球技場

・ ジャパンウイメンズオープンテニス

９月９日（月）～１５日（日） 広島広域公園テニスコート

・ FIVBワールドカップバレーボール２０１９男子広島大会

１０月９日（水）～１５日（火） 広島グリーンアリーナ

・ 第35回U20 / 第13回U18 日本陸上競技選手権大会

１０月１８日（金）～２０日（日） エディオンスタジアム広島

地域・経済の活性化に向けたこれからの取組

広島県
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 地域の 「スポーツのメッカ」 づくりを支援します

“わがまち♡スポーツ”の推進
・ 「わがまち♡スポーツ」 とは，北海道北見市常呂町のカーリングのように，

スポーツを活用して，地域の活性化を図る取組

・ 地域住民に，一体感・連帯感や地域に対する誇りが生まれたり， 国内外から

人々が集まることにより賑わいが生まれ，地域が活性化することが期待される

・ 県内には，北広島町のソフトテニスや世羅町の駅伝など，

地域の資源と呼べるスポーツが数多く存在することから，

県が各地域の取組を支援し，スポーツを活用した地域づくりを波及させて行く

一般財団法人どんぐり財団提供 出典：広島県立世羅高等学校ＨＰ

地域・経済の活性化に向けたこれからの取組

1233号� （9）
	 青少年奉仕月間



広島県おわりに
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県民の皆さん誰もがスポーツを楽しんでおり，

スポーツの力によって，健康と豊かさと幸せを

実感できる地域づくりに取り組むため，これからも

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

広島県地域・経済の活性化に向けたこれからの取組
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（地域アイデンティティの醸成と社会・経済への効果）

地域での取組が発展し，外部の人々に評価されて

地域アイデンティティが醸成され，更に新たな取組が生まれる

「地域アイデンティティの醸成」と「ブランド力の向上」との

間に好循環が生まれ，地域経済の活性化をはじめとした

様々な効果に繋がっている

広島県おわりに
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スポーツの意義と役割 （スポーツ基本法の前文より抜粋）

・スポーツは，世界共通の人類の文化である。

・スポーツは，今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む
上で不可欠のものとなっている。

・スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利である。

・スポーツは，次代を担う青少年の体力を向上させるとともに，人格の形成に
大きな影響を及ぼすものである。

・スポーツは，人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与する

ものである。

・スポーツは，健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠である。

・スポーツは，我が国社会に活力を生み出し，国民経済の発展に広く寄与する

ものである。

・スポーツは，我が国の国際的地位の向上にも極めて重要な役割を果たすもの
である。

⇒ スポーツは幅広く社会に貢献できる

広島県おわりに
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スポーツ競技は…

・ 明確なルールのもと，

・ 公平なジャッジ（審判，判定）により，

・ 観衆のもとで相対して行われる。

⇒人々が信頼し，安心して関わることができる

広島県
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推進組織（広島県スポーツコミッション）の設置

・ 「スポーツを核とした地域づくり」を推進するための

「広島ならでは」の推進組織を設置

（推進組織の機能（例））

・ スポーツツーリズムの推進（大会・合宿誘致，イベント運営支援，

観光関係団体との連絡調整等）

・ 地域スポーツの活性化支援（「わがまち♡スポーツ」の推進等）

・ スポーツ施設の機能強化

（スポーツ施設間の連携，施設マネジメント機能の強化等）

・ 人材育成（スポーツマネジメント人材・指導者の育成等）

・ 情報発信・ブランディング

（スポーツ情報の積極的な発信，スポーツの聖地化等）

地域・経済の活性化に向けたこれからの取組

　令和元年５月11日（土）、「西南の集いin東京」が東
京西南ロータリークラブをホストクラブとしてホテル
ニューオータニにて開催されました。
　西南の集いは全国の「西南ロータリークラブ」が年
に一度集まり親睦を図る会で、参加クラブは提唱クラ
ブの京都をはじめ、岡山、松本、福知山、熊本、鹿児島、
東京、広島の８つのロータリークラブです。設立年次
の古いクラブからホストを勤め、今回の東京で６回目
の開催となりました。残念ながら鹿児島が欠席となり
ましたが、各クラブから総勢150名のロータリアンが
出席し、過去最大規模での開催となりました。当クラ
ブからは岡本会長、徳納幹事をはじめ梶本、曽里、佐
藤二郎、佐藤克則、杉本、桒田、新藤、伊藤、児玉、
稲田、各会員の12名で出席しました。
　17時より会長・幹事会が開催され、次年度は私た
ち広島西南RCがホストを務めることが正式に決まり
ました。そして18時より懇親会が催され１年ぶりの再
会で会場は大変な盛り上がりを見せていました。
　懇親会でのアトラクションは毎回ホストクラブが趣
向を凝らして準備してくれます。今回の東京ではまず、
「江戸木遣り」という江戸時代の火消しの歌った伝統
的な歌が披露され、乾杯後のメインアトラクションに

は「レビュー」というグループの歌と踊りのショーが
披露されました。元タカラジェンヌも入った、さしず
め男女混合の宝塚ってところですかね。
　アトラクションも食事も素晴らしく、準備に当たら
れた方たちのご苦労はいかばかりかと察するに余りあ
る思いでした。東京西南ロータリークラブのおもてな
しの心に感謝申し上げる次第です。
　また当日会合に先立ち、新藤副委員長の企画で国会
議事堂を見学し、ガイドの方より議事堂の歴史や造り
について大変興味深いお話を聞かせていただきまし
た。普段テレビで見るくらいしかありませんが日本の
歴史を刻んできた場所に立つことができ、大変有意義
な１日を過ごすことができました。
　次回の開催について事前の情報もあり、委員会では
すでに来年、５月23日にANAクラウンプラザホテル
にて「西南の集いin広島」を開催する準備を進めてい
ます。
　広島にも全国から多くのロータリアンが楽しみに来
られることと思います。次年度は実行委員会を組織し
本格的な準備に入りますので、皆様のご協力のをよろ
しくお願い致します。

西南の集い in 東京　５月11日　西南の集い親善委員会委員長　児玉　栄威
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　先般の５月18日及び19日で国際ロータリー2710地
区の2018－19年度　ロータリー青少年指導者養成プ
ログラム（RYLA）に参加してきました。今年度は下
関ロータリークラブの主管で開催され、テーマは「維
新150年　集え！歴史の舞台へ～志士たちの情熱を体
感し、夢に向かって行動しよう！～」でした。開催場
所は下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきで行われ
ました。地区内からローターアクト会員を中心に53名
が参加、ロータリー会員を合わせると120名参加しま
した。広島西南ロータリークラブからは株式会社第一
ビルサービスで県営住宅の管理を担当している27歳

の中本亮
りょう

翔
と

君に参加してもらいました。中本君は安佐
南区の川内消防団でも活躍しています。私は次年度の
青少年委員長なのですが手違いで付き添ってきまし
た。初日は長府地区、唐戸地区、海上自衛隊下関基地
の３班に分かれて見学しました。私達は自衛隊の見学
でした。終戦直後、関門海峡にはアメリカ軍が投下し
た5000発の機雷が放置されていました。その掃海任
務を担当したのが下関基地の掃海部隊だそうです。本
物の掃海艇にも乗せて頂きました。翌日はそれぞれの
見学で学んだこと、今後の問題解決などを発表し無事、
修了証を頂きました。� （杉本清英）

2018－19年度　ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）の報告

無事、修了証授与

国際ロータリー2710地区

2018-19年度

ロータリー青少年指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（RYLA）の報告

2019年５月１８日、１９日

下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき

懇親会
吉原ガバナーの乾杯

自衛隊Ｂグループの
メンバー

終了後の全体写真

海上自衛隊下関基地掃海艇見学

開講式の様子
下関ロータリークラブ冨永会長の挨拶

（予め分けられた班毎に着席）

10年会芝楽会

　令和元年５月15日（水）19時より会員７名、ゲスト１名、
合計８名が集まり第９回10年会を開催しました。
　10年会は入会10年未満の若手会員及びその友人知人を招
いた交流会ですが、今回で９回目の開催となります。日程
調整がうまくいかず、４カ月ぶりの開催となりました。
　今回も恒例の折本会員が運営する貸会場「LeReve」にて
の開催となりました。今回のメインは山國会員の用意してく
れた釣りたての鯛です。参加者が協力して刺身、アラ炊き、
鯛めしを作りました。さすが素材がいいだけにどの料理も全
く臭みがなく、刺身は絶品の甘さがありました。今回の料理
も記憶に残る料理となりました。
そして会はそのまま二次会へと移
行し終始楽しく過ごすことができ
ました。今回も素敵なゲストの方
にご参加頂き、お連れ頂いた折
本会員に感謝です。次回は８月８
日の開催を予定しています。
　みなさん、ご参加よろしくお
願いします。� （岩田）

　５月22日から２泊３日で、メンバー８名で山梨遠征へ行っ
てきました。23日の芝楽会はフジサンケイクラシックが開
催される富士桜カントリー倶楽部で行いました。コース、
景色ともに素晴らしいゴルフ場でした。優勝は佐々木会員
でした！
　今回の旅では初日に佐々木会員、二日目は山本会員から
皆さんへビールをご馳走になりました！ありがとうござい
ました！� （三宅）
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当社の業務内容と歴史　長野　宏会員
　みなさん、こんにちは。
　今日は職業奉仕ということで、当社の概要の卓話
時間をいただき、ありがとうございます。
　まず、配布資料ですが、我が社が今、紹介HP作成
中で会社案内等が、現在出せる状況ではありません
ので、今日は簡単な年表と消防設備の設置基準表を
基に、当社の今に至る概要をお話し致します。
　まず、今の会社の生業をお話しするには、親会社
であります株式会社ナガノの設立のきっかけとなり
ます祖父の職業から遡ってお聞きいただきたいと思
います。
　私の母方の祖父は、明治35年生まれで、戦前は鉄
道省、戦後は国鉄に勤めておりました。勤務は広島
鉄道管理局で、中国四国を管轄していたそうです。
　私は祖父の現役の頃は知りませんが、幼稚園の頃、
定年退職後の後、国鉄の関連会社の社長をしていた
頃の記憶が少し残っております。
　今の広島駅の北口にあったように思います。
　この頃、父は母の中工の役員をしていた叔父の伝
手で、中電工の子会社に勤めておりました。
　その後、昭和44年に長野電気商会を設立すること
になるのですが、そのきっかけが、国鉄の関連会社
に日本信号という会社がありまして、昭和23年に消
防設備が新法により明確に設置義務が施行されたの
をきっかけに昭和28年から感知器の製作を開始しま
す。
　その後、消防設備士制度の施行が昭和41年４月１
日にあり、この資格制度により、消防施設業が一つ
の業種として確立します。
　このような環境の中、今からは防災・消防設備の
需要が大きくなると判断し、昭和44年に有限会社長
野電気商会を設立、消防業をスタートします。
　消防業界的には、高度経済成長に伴い、先進国へ
まい進する中、火災事故の度に消防法改正（厳しく
なる／年表を説明）があり、法的義務設置が増えて
いきます。（※例えば、今までは300㎡に火災報知設

備を設置する決まりが150㎡で必要になるといった
感じです。）
　昭和40年代には、大手消防メーカーでは、ボーナ
スが立つ程出るくらい、右肩上がりだったようです。
　この頃、昭和40年代後半49年に、今度は消防設備
点検制度が施行されます。
　この時点で法的に、設置及び点検義務が確立され
ます。
　長野も、日本信号他、国鉄関連会社や中電工など
の仕事、また国鉄広島県内の駅舎等の工事・点検を
多々受注するようになり、順調に推移していったよ
うです。
　その後、株式会社ナガノに社名変更し、バブル崩
壊まで松下電工の防災代理店等取得など順調でした
が、その後、業務縮小していきます。
　その後、全くの別資本で私が平成16年に有限会社
ナガノ防災サービスを設立し、点検・改修を主体に
業務をスタートします。
　会社は現在、数人の社員で小さいですが、先輩等
皆様のおかげをもちまして、何とか順調に経営して
おります。
　最近は、商品販売にも力をいれていこうと思いま
して、今以上の消防メーカーの代理店取得、また自
社商品の開発にもチャレンジしております。
　今日は、当社第一号商品であります消火器カバー
をお持ちしておりますので、見ていただければ光栄
です。
　これは、特許庁にて意匠登録して番号もいただい
ております。
　第二号商品も開発中ですので、ご期待下さい。
　また、業界的には、今、技術系人材が慢性的に不
足しており、現在の課題となっております。
　対策としましては、点検・検査
への女性の雇用を積極的に行おう
と思っております。

次年度地区研修・協議会　５月11日（土）13：00 ～　広島国際会議場

職業奉仕委員会GM　５月28日（火）
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年号　 ナガノの歩み 消防に関するトピックス
昭和23年（1948年） ７月、�火災予防を重視した消防法が交付され、新生消防がスタート
昭和35年（1960年） ７月、防火管理制度の整備
昭和40年（1965年） ５月、消防設備士制度創設
昭和41年（1966年） ４月１日、消防設備士制度施行
昭和44年（1969年） 有限会社長野電気商会設立
昭和47年（1972年） ５月13日、大阪市の千日デパート火災
昭和48年（1973年） 11月29日、熊本市の大洋デパート火災
昭和49年（1974年） ６月、消防用設備等の点検報告制度創設
昭和50年（1975年） ４月１日、�消防用設備等の点検報告制度施行（法17条の3の3）

昭和55年（1980年） 株式会社ナガノに社名変更 ８月16日、静岡駅前地下街ゴールデン街爆発火災
11月20日、栃木県、川治プリンスホテル雅苑火災

昭和56年（1981年） ５月、適マーク制度確立
昭和57年（1982年） ２月、東京都のホテルニュージャパン火災
昭和62年（1987年） ６月６日、東村山市の老人ホーム昭青会松寿園火災
平成２年（1990年） ３月18日、兵庫県の長崎屋尼崎店火災
平成13年（2001年） ９月１日、東京都の新宿歌舞伎町雑居ビル火災

平成14年（2002年） ４月、防火対象物定期
　　　点検制度創設

平成16年（2004年） 有限会社ナガノ防災サービス設立 10月、住宅用火災警報
　　　器の設置義務化

平成21年（2009年） ６月、防災管理点検制
　　　度創設

平成23年（2011年） ３月11日、東日本大震
　　　　　災

平成28年（2016年） 12月、新潟県の糸魚川
　　　市大規模火災

マンション・一⼾建て住宅の排水管高圧洗浄
(手洗い・浴室・洗濯機・キッチンの排水管、屋外排水管)

排水管詰まり抜き

ハウスクリーニング
キッチン、レンジフード、浴室、トイレ、ガラス・サッシ・網⼾等日頃手の 届きにくい
お家のお掃除全般

エアコンの分解洗浄

空き家の維持管理
定期巡回による換気・通風・通水・通電・室内清掃・外回りチェック、
郵便物回収転送、有事時巡回

お墓清掃・お参り代⾏サービス

お家のお掃除全般
エアコンの分解洗浄

⼋洲管理株式会社の社名の由来

「八洲」(やしま)は日本の古称であり、「古事記」
「日本書紀」に記載されている「大八洲国」に由来し
ます。

伊邪那岐(イザナギ)の命と伊邪那美(イザナミ)の命
の間に出来た八の島々を大八洲と言います。

淡路之穂狭別島(ｱﾜｼﾞﾉﾎﾉｻﾜｹﾉｼﾏ) 淡路島
伊予之二名島(ｲﾖﾉﾌﾀﾅｼﾏ) 四国
隠伎之三子島(ｵｷﾉﾐﾂｺﾞﾉｼﾏ)     隠岐島
筑紫島(ﾂｸｼﾉｼﾏ) 九州
伊伎島(ｲｷﾉｼﾏ) 壱峻島
津島(ﾂｼﾏ) 対馬
佐渡島(ｻﾄﾞﾉｼﾏ) 佐渡島
大倭豊秋津島(ｵｵﾔﾏﾄﾄﾖｱｷﾂﾞﾉｼﾏ) 本州

(東北、北海道が含まれていないのは、古事記編纂
当時は政権統治外であったためと思われます。)

ビルメンテナンス
概要図

１．会社名
八洲管理株式会社

２．所在地
〒７３３－００３２
広島県広島市⻄区東観⾳町１９－１ タルタビル
TEL ０８２－２３２－７８７１ FAX  ０８２－２３２－７８７１

３．役員構成
代表取締役社⻑ 佐藤 秀雄

取締役会⻑ 佐藤 二郎
取締役 米山 真和
監査役 佐藤 美知子

４．設⽴年⽉⽇
昭和４３年７⽉２５日 現在創⽴51年⽬

５．事業内容
（１）ビルメンテナンス業
（２）建築物衛⽣法に基づく建築物の総合管理、清掃、空気環境測定、

貯水槽・浄化槽清掃、排水管清掃、水質検査、衛⽣害虫駆除等の業務
（３）ビル清掃全般・ガラス及びカーペット類のクリーニング業務
（４）建築設備の運転・保守管理及び法定検査業務
（５）施設警備･駐⾞場管理業務
（６）マンション管理業務
（７）運動施設・庭園等の芝⽣・植栽管理業務
（８）ハウスクリーニング業務全般
（９）清掃⽤具・材料の販売
（10）上記各号に関連・付帯する業務

６．資本⾦
１０，０００千円

７．従業員数
１００名（平成３0年６⽉３０日現在）

８．事業登録
(1) 建築物環境衛⽣総合管理業 広島市17総 第81004号
(2) 建築物排水管清掃業 広島市17総 第61007号
(3) マンション管理業 国土交通大臣 (4)第071672号
(4) 警備業 広島県公安委員会認定 第73000066号
(5) 医療関連サービスマーク G(5)-1602341224
(6) 人材派遣業 派34-300679

9．加盟団体
(1) 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
(2) 公益社団法人 広島ビルメンテナンス協会
(3) 広島県ビルメンテナンス協同組合
(4) 一般社団法人 広島県警備業協会

リサイクルプラスチックごみの選別作業

カミソリ類は「不燃ごみ「」 プラ制植木鉢は「その他プラ」 ⻭ブラシは「その他プラ」、電動⻭ブラシは
「不燃ごみ」

ライターは使い切っては「不燃ごみ」 プラ制スプーンは「その他プラ」 プラ制おもちゃは「その他プラ」

中身がついたものは簡単に水洗いして ペットボトルの中に異物を⼊れない アルミホイル類は「不燃ゴミ」

リサイクルプラスチックごみに混入していてリサイクル出来ないもの(例)

日常清掃 空調フィルター清掃
病院清掃 エアコン清掃
定期床面清掃 厨房清掃
カーペット清掃 喫煙室清掃
ガラス清掃(高層ビルにも対応)
網⼾清掃 等

常駐設備管理 電気・空調設備保守点検
給排水設備保守点検 エレベーター設備点検
⽴体駐⾞場点検 消防設備点検
建築設備定期検査 特殊建築物定期検査

等

空気環境測定 ねずみ・昆虫等の防除作業
貯水槽清掃 汚水槽・浄化槽清掃
水質検査 グリストラップ清掃
産業廃棄物取次 等

常駐警備
駐⾞場管理

等
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2018-2019年度　第11回理事・役員会　議事録

日　時：2019年５月７日　13時45分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ
出席者：岡本（俊）、山下（幸）、室㟢、徳納、
　　　　佐々木（宏）、曽里、岩田、桒田、宮㟢、
　　　　児玉、山國、三宅、橋本

開会挨拶　岡本（俊）会長
議事
　①�　新会員候補者の紹介
　　�　鍵岡馨氏、時岡俊輔氏、森豊彦氏（藤崎会
員の後任）の３名が入会予定との報告。

　②�　退会会員について
　　�　對馬久子会員、山田泰子会員から退会した
い旨の申出があり、承認。

　③�　最終夜間例会について（岩田理事）
　　�　例年通り8,000円のコースで、マリンバの
アトラクションを予定している。

　④�　６月プログラムについて（岩田クラブ管理運
営委員長）

　　�　資料（６月プログラム）のとおり説明→承認。
　⑤�　事業報告書について
　　�　・提出期限を、小委員会委員長→理事６／
４（火）、理事（取り纏め）・特別委員会委員
長→幹事６／10（月）とする。

　⑥�　2021－22年度地区役員について

　　�　資料（2021－22年度地区役員等組織図案）
の地区役員の顔合せを、６／４（火）18：00
からホテルグランヴィアで行う。

　⑦�　４月度会計報告（佐々木理事）
　　�　資料（会計報告書）のとおり説明。順調で
あることを報告。

　⑧　各理事役員報告
　　　佐々木理事：�次年度、当クラブが「西南の

集い」のホストクラブ。
　　　岩田理事：�会員の送別会を５／14に行い、

歓迎会は７月に行う予定。
　　　宮㟢理事：�５／15に10年会を開催予定。桒

田理事：投稿した原稿が友誌に
掲載された。

　　　山國S.A.A.：�本日の例会で、出席者に、持
ち帰り用の菓子を提供した。

　⑨　その他（曽里理事）
　　�　来年度から、１業種の会員数が自由化され、
メークアップ期間が年度内となる。クラブで
細則を設けた方がいいのではないか。

第12回理事役員会
　令和元年６月４日（火）13：45 ～
　ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ
直前会長講評　室﨑直前会長
閉会挨拶（山下（幸）副会長）

５月の会員記念日

児玉　栄威　３日
新藤幸次郎　６日
小川　光博　12日
栗原　佑哉　15日

会員誕生日
宮㟢　　真　１日
田中　茂樹　３日
吉田　栄壮　４日
白築　忠治　11日

佐々木　宏　15日
杉本　清英　16日
奥田　　實　16日
桒田　博正　26日

結婚記念日 パートナー誕生日
山國　　豊夫人　麻　記様　17日
小川　光博夫人　秀　子様　17日
岡本　倫明夫人　和　子様　24日
谷口　公啓夫人　季代子様　27日
萬歳　幸治夫人　洋　子様　28日
折本　　緑夫　大野公嗣様　29日
高鍋　　徹夫人　愛　里様　30日

創　業　月
宮本　　昇　光和海運㈱� S35年
小川　光博　小川電気通信㈱� S22年
佐藤暖以子　三光電業㈱� S32年
藤田　　進　Juho司法事務所� H16年

入　会　月
村尾　博司　H３年
谷口　公啓　H11年
岡本　倫明　H28年
稲田　健二　H30年
栗原　佑哉　H30年

DONATION
5  月 年度累計

ス マ イ ル 96,000 円 902,500 円
善 意 の 箱 13,076 円 128,504 円
100万ドル 51,198 円 564,144 円

掲　示　板

６月行事予定
❖�６月４日（火）13：45 ～
　第12回理事役員会� ANAホテル４F
❖�６月11日（火）13：45 ～
　次年度理事役員会� ANAホテル４F

（14）� 2019年5月
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広島西南RC　４月度個人別出席状況一覧表
（メークアップ期間の都合上１ヶ月前を掲載しております）

名…名誉会員　■…出席免除会員　○…ホームクラブ出席　△…メークアップ　×…欠席

2019年６月18日

発　行　広島西南ロータリークラブ
　　　　会長　岡本�俊雄　幹事　徳納�武使
　　　　事務所　広島市中区基町6-78
　　　　　　　　リーガロイヤルホテル13F
　　　　TEL 082-221-4894 FAX 082-221-4870

編　集　会報資料委員会

　今月は、３・４月最下位だったカープ

が首位で、喜んでいましたが、　突如、

川崎市での悲惨なニュース。同じ子ど

もを持つ親として大変腹立たしく、また、悲しく

思います。亡くなった方への御冥福をお祈り申し

上げます。� （長野　宏）

氏　名 2 9 16 23 出席率
1 荒木　　攻 × × × × 0%
2 萬歳　幸治 ○ ○ ○ ○ 100%
3 藤崎健次郎 △ △ △ ○ 100%
4 平原　一彦 ○ ○ ○ ○ 100%
5 林本　正継 ○ ○ ○ ○ 100%
6 平石　雅史 ○ ○ △ × 75%
7 橋本　幸範 ○ ○ ○ ○ 100%
8 石井　和彦 △ ○ ○ △ 100%
9 岩田　智博 ○ ○ ○ ○ 100%
10 伊藤　英彦 △ △ ○ △ 100%
11 井上　俊博 ○ ○ ○ △ 100%
12 稲田　健二 ○ ○ ○ ○ 100%
13 梶本　尚揮 ○ ○ ○ ○ 100%
14 桒田　博正 ○ ○ ○ ○ 100%
15 児玉　栄威 ○ ○ ○ ○ 100%
16 河原　英二 ○ ○ × × 50%
17 栗原　佑哉 △ ○ △ △ 100%
18 三好　清隆 ○ ○ ○ ○ 100%
19 村尾　博司 ○ ○ ○ ○ 100%
20 宮本　　昇 △ ○ △ △ 100%
21 室﨑　雅宣 ○ ○ ○ ○ 100%
22 宮﨑　　真 ○ ○ ○ ○ 100%
23 三宅陽一郎 ○ ○ ○ ○ 100%
24 水谷　耕平 △ △ △ ○ 100%
25 根石　英行 ○ ○ ○ △ 100%
26 長野　　宏 ○ △ ○ △ 100%
27 奥田　　實 △ ○ ○ ○ 100%
28 小川　光博 ○ ○ ○ ○ 100%
29 岡本　俊雄 ○ ○ ○ ○ 100%
30 折本　　緑 △ ○ ○ ○ 100%
31 小野　　誠 ○ ○ ○ ○ 100%
32 岡本　倫明 ○ △ ○ ○ 100%
33 沖井　　翔 ○ ○ ○ ○ 100%

氏　名 2 9 16 23 出席率
34 佐々木　宏 ○ ○ ○ ○ 100%
35 白築　忠治 ○ ○ ○ ○ 100%
36 曽里　　裕 ○ ○ △ △ 100%
37 杉川　　聡 ○ ○ ○ ○ 100%
38 先小山英夫 ○ ○ ○ △ 100%
39 佐藤　二郎 ○ ○ ○ ○ 100%
40 佐藤　克則 ○ △ ○ △ 100%
41 杉本　清英 ○ ○ ○ ○ 100%
42 佐々木信幸 ○ ○ ○ ○ 100%
43 佐古　雄司 ○ ○ △ ○ 100%
44 新藤幸次郎 ○ ○ ○ ○ 100%
45 佐藤暖以子 △ ○ △ △ 100%
46 田中　茂樹 ○ △ ○ △ 100%
47 谷口　公啓 △ ○ ○ ○ 100%
48 遠崎　秀一 △ ○ △ ○ 100%
49 寺本　真司 ○ ○ ○ ○ 100%
50 徳納　武使 ○ ○ ○ ○ 100%
51 對馬　久子 △ ○ △ △ 100%
52 田中　朋博 ○ ○ ○ ○ 100%
53 田中　和之 ○ ○ ○ ○ 100%
54 高鍋　　徹 △ ○ ○ ○ 100%
55 上田　直治 ○ ○ ○ ○ 100%
56 漆原　健夫 ○ ○ ○ ○ 100%
57 山本　　豊 ○ ○ ○ ○ 100%
58 山下　哲夫 ○ ○ ○ ○ 100%
59 吉田　栄壮 ○ ○ ○ ○ 100%
60 山下　幸彦 ○ ○ ○ ○ 100%
61 山本　春男 ○ ○ ○ ○ 100%
62 山國　　豊 ○ ○ ○ ○ 100%
63 山田　泰子 △ ○ ○ ○ 100%
64 影久　知也 △ △ △ △ 100%
65 藤田　　進 △ ○ ○ ○ 100%
66 熊本　卓司 ○ ○ ○ ○ 100%
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送別会
末廣浩一郎
　このたび、一身上の都合により広島西南ロータリークラブを１月末日をもって退会させていただきました。
　また、先日は盛大に送迎会を開いていただき、誠にありがとうございました。
　広島西南ロータリークラブから栄えあるガバナーの選出が決まり、　皆様が会員増強に力を入れているこの
時期に退会させていただいたことについては、誠に心苦しく、また申し訳ない思いで一杯です。
　退会してしまうと皆様とのご縁が切れてしまうように思えて、何度も逡巡し、大いに迷いました。
　しかしながら、この４年間というものほとんどロータリー活動に参加することが叶わず、また今後の状況
も勘案すると、残念ではあるけれど一度ここでけじめを付けさせていただいておくべきであろう、と思うよ
うになりました。

　皆様には入会当初からいろいろとご指導をいただき、経営者としての心構えから職業奉仕の理念とその実践など、本当に多
くのことを学ばせていただきました。心より感謝いたしております。
　在籍中は至らぬ点も多くあったかと思いますが、どうぞお許し願います。
　今後とも皆様から教えていただいたロータリーの理念を大切にしつつ、今後も仕事にも活かしていきたいと考えています。
　尚、司法書士の業務は継続しております。仕事でも仕事以外でも、今後ともご連絡いただけると幸いです。
　最後になりましたが、広島西南ロータリークラブと皆様の更なるご発展とご健勝とご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
　本当にありがとうございました。

感　謝　! !　　對馬　久子
　７年半、本当に有難うございました。
　多くの素晴らしい出会いを頂き心より感謝しております。楽しかった思い出が走馬灯のように浮かんでき
ます。「初めてのクリスマス会でミニスカートの「白雪姫」をさせて頂いたこと、広域公園の梅の木の養生、
お花見、宮島の桜の木の養生とバーベキュー、宇品の花火大会、台湾訪問、カンボジアの寺院訪問…」はじ
めての経験に胸躍らせ、しかしながらここ 2～ 3 年は外での活動への参加もままならなくなってきておりま
した。

　気持ちはいつまでも皆さんの後をついて行きたいと思いつつ、年々思いとは反していく体力とも仲良くゆっくりと付き合っ
ていかなければならない現実。昨年迎えた「古希」を最後にお別れをと思っていましたが、なかなか断ち切れなくて。しかし
ながら、自分の体力を考える時、これから先は皆様の足手まといになりそうで、それは私の意図するところではないので、こ
れ以降は少し距離をおき皆様の活動の応援をできたらと今は思っております。
　私の人生の中で「西南ロータリークラブ」の皆様に出会えたことは最高の幸せでした。今後も狭い広島の中ですので、お会
いすることもあろうかと思いますが、その折には是非お声かけ頂ければ嬉しく思います。クラブと皆様方の今後益々のご発展
を心よりお祈りしております。

藤崎健次郎
　本日が最後の例会出席になります、藤崎です。河野氏の後任として徳納会員・佐藤克則会員のご推薦で
H26.４月に広島西南RCに入会させて頂き、５年間皆様と大変楽しい有意義な時間を過ごさせていただきまし
た。
　２月の段階では、福岡・広島支店を兼任との事で、火曜日の例会は出席できるだろうと判断していましたが、
先月半ばに東京へ戻るよう突然に指示があり先週ゲスト参加しました森豊彦氏と交代をすることとなりまし
た。

　在籍中は、諸先輩方からロータリアンのあるべき姿、奉仕の理念を教えていただき今後の人生にも大変勉強になりました。
　広島西南RCは退会致しますが、広島へは度々出張してきますので、個人的には継続してお付き合いをお願いしたいと思い
ます。姿を見かけましたら是非声をかけてください。
　今後も、公私ともに四つのテストを忘れず行動して参りたいと思います。
　最後になりますが、広島西南RCの、益々のご発展を祈念しましてお礼のご挨拶とさせていただきます。
　森　豊彦をよろしく！　５年間ありがとうございました。（５月14日例会　退会挨拶より）

山田　泰子
　皆様、大変お世話にな
りました。私、４月末を
もって退会させていただ
くこととなりました。
　３年半という期間でし

たが、多くの事を学ばせていただき楽し
い、貴重な体験をいたしました。ありが
とうございました。来週からは新しい時
代の扉が開きます。西南クラブにおかれ
ましても、ますますのご発展を祈念して
おります。
　本当にありがとうございました。
� （４月23日例会　退会挨拶より）

５月14日（火）　広島グランドインテリジェントホテル２Ｆ


