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去る10月17日RI第2710地区地区大会本会議を開催しました。今回はコロナ感染防止の観点から完全リモート
形式で、会場ではホストクラブである広島西南ロータリークラブのメンバーだけで運営し、地区内クラブの皆
様にはYouTubeで視聴いただきました。登録はロータリークラブメンバーのみに限定し、約1,800名の登録を
いただきました。また、他地区12名のガバナーから視聴のご希望をいただきました。多くの皆様のご協力に厚
く御礼申し上げます。
最終的に本会議のWeb配信での方向性が決まったのが今年７月、最低限実施しなければならないことを洗い
出し、時間配分を検討し更に皆様が視聴できる時間を考慮して２時間30分の中で実施することを決定しまし
た。各クラブには選挙人の提出や登録のお願いに充分な時間がなかったにも拘わらずご協力をいただき、また、
登壇予定者の来賓の皆様、パストガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニーの皆様にはあらかじめ動画
での提供をお願いする等大変お手数をお掛けしましたが、皆様快く応じていただき心より感謝申し上げます。
９月にはRI会長代理に菅原裕典様が決定し準備に拍車がかかりました。菅原様は仙台泉ロータリークラブ所
属のRI2520地区パストガバナーで、現在RI研修リーダーをお務めです。菅原様からも心温まるメッセージをい
ただきました。
そのような中、記念講演の講師をお願いした尾木ママこと尾木直樹様より、広島にお越しいただき講演の
YouTubeライブ配信を承諾していただきました。「尾木ママの７つの人生力―コロナを生き抜くチカラ」と題
し、楽しむ力、言葉の力、聴く力、失敗する力、認める力、寄り添う力、感謝する力
について熱く語っていただき、本会議を盛り上げていただきました。物事の見方を変
えれば随分豊かな人生が送れることを学びました。
尚、記念事業には広島市心身障害者福祉センターに送迎用の福祉車輛１台を寄贈い
たしました。
今回、今できることを精一杯やっていこうとの思いからすべてWeb配信という形に
なりましたがやはり物足りなさは否めず、杉川ガバナーの強い想いで最後までリアル
開催を模索し、来年５月28日に会長幹事会並びに懇親会、翌29日に懇親ゴルフ大会を
開催する予定です。菅原RI会長代理にも出席いただき皆様と懇親を深めていただけれ
ば幸いです。どうかコロナ禍が収束に向かうことを祈るばかりです。
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第1630回例会 10月5日 
皆さん、こんにちは。今日まではZoomですが、来
週からはリアルの会合を再開します。今日は画面でご
辛抱ください。
さて、本日は、卓話者として「認定NPO法人コミュ
ニティリーダーひゅーるぽん」の理事長である川口隆
司様をお迎えしております。
当クラブ25周年の2011年には、３月11日に東北大震
災に見舞われました。そこで被災地石巻の住吉中学校、
山下中学校に喪失した運動用具を寄贈、2012年からは
紙芝居で被災地を盛り上げようとする紙芝居化100本
プロジェクトへの支援を行うなど、クラブ独自の震災
支援を行いました。その支援活動の一つに、2012年の
夏に仮設住宅で暮らす子供たちを家族と一緒に広島に
迎えて夏休みの思い出にしてもらおうという活動がご
ざいました。その活動で、川口さんを介して仙台のボ
ランティアをご紹介いただき、そのご縁で宮城県岩沼
市のご家族をお招きすることができました。
ひゅーるぽんさんとはそれ以来のご縁ではあります
が、今年の当クラブの地区補助金事業として、利用者
の課外活動や地域食堂の活動で活用できるテントや
机、いすなどの備品、それらを保管する倉庫などを
ひゅーるぽんさんに寄贈させていただくことを計画し
ております。
ひゅーるぽんさんは、子供たちの発達支援、障害者
の就労支援事業、ボランティアリーダーの育成等に尽
力されているNPO法人です。今年度杉川ガバナーの
重点方針には、ダイバーシティへの理解を深める卓話
の実施を挙げられております。障害者を含め多様な人
材に就労機会を与えるダイバーシティは、企業の人材
確保の観点からも重要な視点です。川口様から、障害
者支援の活動についてお話しいただき、ダイバーシ
ティ理解への一助にしていただければと思っておりま
すので、後ほどよろしくお願いいたします。
国際ロータリーでは多様性（ダイバーシティ）に関
して、2019年に次のような声明を出しています。
「ロータリーで私たちは、持続可能な良い変化を生
むために人びとが手を取り合って行動する世界という
ビジョンの実現には、多様性があり、公平で、インク
ルーシブ（包摂的）な文化を培うことが不可欠である
と理解しています。私たちは多様性を重んじ、すべて
の背景、年齢、民族、人種、肌の色、障害、学習スタ
イル、宗教、信条、社会経済的立場、文化、婚姻状況、
使用言語、性別、性的指向、ジェンダー自認だけでな
く、異なるアイデア、考え、価値観、信念を持つ人び
とによる貢献を大切にします。ロータリーへの入会、
参加、リーダーシップの機会といった面で、歴史的に
特定のグループの人びとが障壁に直面していたという

点を認識し、すべての人が成功のためのリソース、機
会、ネットワーク、支援への必要なアクセスを得られ
るよう、地域社会でのパートナーシップも含め、ロー
タリーのあらゆる側面で公平さを促進していくことに
私たちは全力を注ぎます。」
ロータリーの活動が多様性を認めるものでなければ
ならないだけでなく、ロータリアンに対しても多様性
への理解が求められています。皆様とご一緒に、ロー
タリーの活動を通じて多様性についての理解を深めて
まいりたいと思います。
以上で会長時間を終わります。
第1631回例会 10月12日 
皆さんこんにちは。コロナの波もようやく和らぎ、
２ヶ月ぶりに皆様とお会いすることができました。ま
た波がいつ起こるのか予断を許さないところではあり
ますが、当面波乗りのような対応をせざるを得ないと
考えております。そこで、出席の扱いですが、例会ま
たはZoomでの参加をご出席とし、ご出席いただけな
い場合はメーキャップをしていただくこととなりま
す。メーキャップについては、他クラブ例会への参加、
リアルでもＥクラブでも構いませんし、出席扱いとす
る例会以外の行事への参加でも構いません。在広クラ
ブでのメーキャップが可能である場合は、コロナ禍前
のメーキャップの状況と同じですので、全員出席の取
り扱いをしない、ということといたしましたので、よ
ろしくお願いいたします。
10月は、国際ロータリーの提唱する経済と地域社会
の発展月間です。ロータリーは世界各地で、職業訓練
やマイクロファイナンスなどの資金援助活動を行って
います。また10月24日は世界ポリオデーです。世界ポ
リオデーは、初めてポリオ・ワクチンを開発した米国
の医学者Jonas Salk（ジョナス・ソーク）氏の誕生日
を記念して国際ロータリーによって制定された日で、
この日の前後にはポリオ撲滅に向けたロータリーの活
動をアピールするイベントが世界各地で開催されま
す。ポリオは99.9％減っているということではありま
すが、なおアジア、アフリカにおいてわずかな症例の
報告があるようで、根絶まで最後の一押しが必要なと
ころとされています。ポリオ撲滅のための寄付へのご
理解をお願いします。
また、日本のロータリー独自のものですが、10月は
米山月間です。ロータリー米山記念奨学会は、日本ロー
タリーの創始者米山梅吉氏の生前の功績をたたえ、戦
後の平和日本の象徴として海外から優秀な学生を日本
に招き、日本を理解してもらう人材を育て、国際親善
と世界平和に寄与する活動として現在まで続いていま
す。奨学生はお世話クラブが決められ、カウンセラー
の会員を中心にクラブと奨学生が交流しながら支援を
していくことになっています。今日は、後ほど米山奨
学生の楊卿さんに卓話をいただきます。楊さんよろし
くお願いいたします。
今日お話しするのは、民法の改正です。
民法は、社会生活の基本を定める法律です。日々の
1258号
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取引、経済活動、夫婦、親子、相続、生まれてから死
ぬまで、経済活動から家族関係まで、人生のあらゆる
場面に関係しています。
現在の民法は、120年以上前の明治29年に制定され
たものです。昭和22年には新憲法の制定によって家族
法分野が改正されるなど大きな改正もあり、何回かの
改正を経て、当初はカタカナの文語体でしたがひらが
なの口語体に変わるなどしてはおりますが、基本的な
条文や章立てについては明治時代からのものを引き継
いだものとなっています。
民法については、近年毎年のように改正が続いてい
ます。まず、平成29年に債権法分野の大幅な改正がな
されました．企業活動に直結する取引法分野の改正で
あり、契約書や約款の内容の変更など体制の整備が必
要となりました。平成30年には、成人年齢が20歳から
18歳に引き下げられたことにより、18歳からは自分だ
けで意思表示ができるようにするための改正がなされ
ました。成人年齢の引き下げは来年の４月から施行さ
れます。
相続法分野でも改正が続いています。平成30年の改
正では、法務局に自筆証書遺言を預けることができる
制度や、相続時における配偶者居住権の保障、相続人
でない親族の特別寄与料の請求、相続人の取り分の最
低保障である遺留分確保の方法の変更などの改正がな
されました。さらに、今年４月には民法の共有制度に
ついて大幅な改正がなされています。今年の改正につ
いては、相続登記の義務化ということで、マスコミで
も取り上げられています。パソコンの画面ではこの改
正の国土交通省、法務省のパンフレットをご案内して
います。
近年、親が死んで土地建物を受け継いでも、その利
用管理が全くなされず放置される物件が増えてきてい
ます。田舎にある山林、田畑を受け継いでも、経済的
価値はなく管理もできない。こういう不動産について
は、動かない物という意味での不動産ではなく、マイ
ナスの財産、負債的な財産という意味で、負ける動産
と書いて「負動産」と呼ばれています。無理やり負わ
されるという意味もあります。こういう負動産は相続
人が誰も引き取りたくありません。誰が引き取るか決
まらないまま放置され、さらに何年か経って関係者が
亡くなり次の相続が生じても、もはや親戚としての行
き来もなくどこに誰がいるのか分からない、こうなっ
て所有者が不明となる土地建物が増えてきています。
そこで、まずは不動産の名義変更については、死人の
名前のままにしておくのではなく、相続人の名前に変
えるように登記を義務化することになりました。相続
があって３年以内に登記をしないと10万円以下の過料
の制裁があります。
この法律は今年の４月に制定され、
令和６年４月までの間に発効することになりますが、
遡った相続にも適用されるので、今の時点で相続登記
をせずに放置している物件があり、相続登記をしない
まま令和６年４月になってしまうと、過料の制裁が来
る可能性があります。
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相続するということは、相続人が複数いる場合は一
つの物を複数人が持つという共有状態になります。共
有状態では、その物をどう使うか、誰が使うか、売っ
てしまうのか、どうするのか、一人で決めてしまうこ
とができません。持分の多数決によるか、全員の一致
によるか、決める内容によって違ってはきますが、他
の共有者の意思を無視して進められない、ということ
が問題となりますが、共有者が対立したり、そもそも
どこにいるのか分からない、さらに誰が共有者かを調
べるのも大変だ、ということになると、共有物の管理
や処分が進まず結局放置されてしまいます。そこで、
共有関係を定めている民法を改正し、他の共有者が不
明の不動産を裁判所の関与の下で管理する制度や、共
有者の意思が不明であっても他の共有者によって共有
物の利用等ができるようにする制度、遺産分割の話が
できないまま長期間経過した場合は法定相続分で画一
的に分けてしまう制度などが定められました。また、
土地を手放して国庫に帰属させる制度もできますが、
問題がない土地で概算した管理費10年分の持参金付き
で渡さないといけないので、使い勝手は未知数です。
街中で経済的に価値ある場所なら基本的にこういう
心配はありませんが、郊外の里山ではこういう物件は
少なくありません。里山の荒廃は国土の荒廃につなが
ります。所有者不明不動産の問題は日本の喫緊の課題
です。相続については、少子高齢化社会を迎え相続人
の数は減っていますが、かえって相続人間の対立が激
化している面もあります。次世代に自分の財産を円滑
に残すだけでなく、日本の社会をどう継続し発展させ
ていくのか、という観点から、民法の見直しが進んで
いるといえます。以上で会長時間を終わります。
第1632回例会 10月26日 
皆さん、こんにちは。地区大会へのご協力、ご参加
ありがとうございました。曽里地区大会実行委員長、
徳納副委員長をはじめとした皆さんのご尽力で、リ
モートでの開催も非常にスムーズに行われ、新しい地
区大会のモデルを示したことで、杉川ガバナー年度の
実績の一つになったのではと思います。地区大会実行
委員会の皆さん、本当にご苦労様でした。
本日は、平岩さんの歓迎会と通常例会を重ねて少し
詰め込んだ内容になっています。親睦と奉仕がロータ
リーの柱です。後ほどは山下会員からSDGsとロータ
リーについての卓話をいただきます。SDGsは職業奉
仕や社会奉仕に直結するテーマです。歓迎会で親睦を
図ったあとで奉仕を学ぶというロータリー活動の両輪
の例会ですので、親睦したあとは学ぶということでよ
ろしくお願いいたします。
さて、今度の日曜日は衆議院議員総選挙の投票日で
す。広島１区選出の岸田文雄総理大臣により衆議院が
14日に解散され、選挙が始まりました。衆議院の解散
に際しては、本会議において天皇の解散詔書を議長が
朗読し、議員は万歳三唱を行います。議長の解散の朗
読と同時に議員はその地位を失ってただの人になりま
経済と地域社会の発展月間・米山月間

す。
自分の仕事を首になった瞬間に万歳をするのは「や
け」になったからだとも言われていますが、議会の解
散は戦前の大日本帝国憲法のころから天皇の名におい
て行われており、現行憲法においても天皇の国事行為
であり、天皇に対する敬意としての「天皇陛下万歳」
に由来するとも言われています。
このような衆議院解散ですが、解散権は内閣総理大
臣の専権であると言われています。今回も岸田総理大
臣が14日解散、31日投票の予定を決めたそうですが、
総理大臣が自由に解散を決めることができるというこ
とについては、最近は疑われていませんが、かつてそ
のこと自体が政治的争点になり裁判で争われたことも
あります。昔の大学の憲法の授業では内閣総理大臣の
裁量で衆議院の解散ができるのか、という問題が取り
上げられていました。
衆議院の解散について憲法が定めているのは、７条
と69条です。７条というのは天皇の国事行為という条
文で、天皇が行う行為の一つに衆議院を解散すること
が挙げられています。69条は「内閣は、衆議院で不信
任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したと
きは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職
をしなければならない。
」という条文で、衆議院の解
散か内閣の総辞職かを定めています。もともと衆議院
の解散は、この69条の内閣不信任に対抗して行われる
だけであり、その場合に限定されるという考え方が有
力でした。憲法制定に影響を及ぼしたGHQがこの見
解に立っており、昭和23年の戦後１回目の解散は、当
時の吉田内閣に対する不信任決議を受けて行われまし
た。ところが、その後は内閣不信任を受けての解散は
昭和28年の吉田内閣、昭和55年の大平内閣、平成５年
の宮沢内閣の３回の総選挙だけで、他の選挙は、今回
も含めて内閣で一方的に解散を決定して行っていま
す。内閣で決定して解散が行える根拠は、天皇が国事
行為で解散を宣明するにあたっての内閣の助言と承認
です。天皇は国政に関する権能を有しないので、天皇
が衆議院を解散するには、内閣が助言のために決定す
る必要があります。内閣総理大臣は内閣を構成する大
臣の任命権があって、反対する大臣を辞めさせること
もできますから、結局総理大臣が決めた解散を内閣の
決定にすることができるので総理大臣の専権事項と言
われるわけです。しかし、天皇の国事行為に対する助
言と承認を根拠とした解散については、セレモニーに
ついての助言から実質的な権限は読み取れない、とす
る見解もあって、内閣が一方的に解散権を行使できる
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としても、その根拠を憲法のどこに求めるのかについ
ては見解の対立があります。憲法における統治機構の
原則としては立法、行政、司法のチェックアンドバラ
ンスによる三権分立がありますが、解散権は行政と立
法のバランスを取る制度の一つであり、三権分立から
すると当然に内閣にそういう権限があるとする考えも
あります。しかし、内閣に解散権を与えると憲法に書
いてあるから憲法は三権分立だと言えるのであり、三
権分立だから内閣に解散権があるというように憲法を
読むべきだというのは説明になっていない、と批判さ
れています。
選挙は民意を問い、国民が主権を行使できる唯一の
機会と言っていいもので、民意を問う必要性は、国会
と内閣が対立する場合に限られるわけではなく、実際
は議院内閣制によって国会の多数派が内閣を構成する
場合が多く、内閣不信任での解散はまれにしか生じま
せんから、民意を問うための選挙がタイミング良く行
われるとは限りません。そこで、内閣がタイミングを
見て衆議院を解散することが積み重なってきており、
国民的な異論もなくなってきたことで、憲法的な慣習
が形成されてきたとも言え、解散権が内閣総理大臣の
専権であるということは憲法的に見ても定着している
ものと考えられるでしょう。
これからの日本の未来のため、与えられた一票を適
切に行使したいものです。これで会長時間を終わりま
す。

掲

示

板

11月行事予定
❖11月２日（火） 13：45 ～
第５回理事役員会
❖11月９日（日） 13：40 ～
第２回クラブ協議会（温泉川ガバナー補佐を迎えて）
❖11月25日（木） 11：30 ～ 合同会長・幹事懇談会
12：30 ～ ３RC合同公式訪問例会
13：40 ～ 合同フォーラム

1258号
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例

会

第1630回例会
12：30～13：30

記

録
10月５日

Zoom

国歌 われらの生業
会長時間
幹事報告
ロ
 ータリーレート変更の案内（1ドル＝110円→112
円、10月から）
。ロータリーの友誌10月号・ガバナー
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月信10月号・クラブ月報８月号・2020-21年度事業
報告書のメール便発送の案内。／ 10月17日（日）
開催の地区大会の案内。未回答者は回答のこと。／
次週例会からANAホテルでリアル開催。奮って出
席のこと。／例会終了後、理事役員会開催。理事役
員以外の会員は例会終了後Zoomを退出のこと。
プログラム
外部講師卓話
「ひゅーるぽんの活動について」
認定NPO法人ひゅーるぽん理事長 川口隆司 様

経済と地域社会の発展月間・米山月間

第1631回例会
12：30～13：30

10月12日
ANAクラウンプラザホテル広島

奉仕の理想
四つのテスト唱和
お誕生記念月記念品贈呈
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
米
 山 奨 学 会 豆 辞 典 配 布 の 案 内。 ／ 例 年 実 施 の
EREY100ドル寄付を本年も実施（先週の理事会で
承認）
。11月会費で１人100ドル寄付への協力のお願
い。／本日以降のリアル例会開催時は全員出席扱い
の除外の案内。／次週例会は休会。／ 10月17日
（日）
12：30 ～地区大会を国際会議場で開催。
スマイルボックス
出席会員全員
出席報告
会員数 71名 出 席 55名（うちZoom出席12名）
欠 席 16名 ゲスト 1名
プログラム
月間卓話
「故郷と日本生活の話」
米山奨学生 楊 卿 さん
皆さん、こんにちは。
今日は卓話の機会を下さり、誠にありがとうござい
ます。
この半年間、米山奨学生としてご支援いただき、本
当に感謝しています。
今日は、日本での生活に関する感想と自分の故郷に
ついてお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。
私は現在、日本に来て６年目となり、学生生活にも
随分慣れましたが、来日当初は日本語が喋れず、また
日本での社会ルールも知らないことが多かったので困
ることも多くありました。そんなときは、周りの先生

方、先輩方から様々なサポートをいただいて、都度問
題や困難を解決することができ、今とても感謝してい
ます。
日本語が未熟だったころは、アルバイトや周囲の
人々との深い交流がまだ出来なかったので、大学で日
本語を一生懸命勉強して、日本語能力を向上させる一
方で、良いアルバイトを見つけて、日本人との交流を
多く持つように努めました。その甲斐あって、今は大
学内外で、多く友達ができました。
中国で卒業した大学は総合大学ですが、私は音楽で
はなく、生物を専攻しました。この頃の生活は、毎日
自分で勉強して、実験を繰り返し、大学と寮を往復す
るというものでした。ところが日本に来てから、大学
の雰囲気はかなり異なりました。音楽専門のため、周
りの学生たちは、皆明るくで、人と会う機会も多くな
りました。以前の生活とは違い、ここでは演奏会、大
学祭など豊富な社会活動がありますので、いろいろな
人と出会う機会に恵まれて、自分の視野を広くできた
と思います。
学生の生活に感じたことについては、歴史的観点か
ら日本をみると、日本は明治維新に成功して「文明開
化」によって西洋文化を取り入れた国であり、それと
は対照的に中国は戊戌の変法に失敗し、西洋文化の導
入が遅れました。日本の教育はドイツ、アメリカなど
西洋体制の影響を多く受けていることを感じていま
す。特にピアノ教育に関して、日本はドイツとフラン
スの影響をかなり大きく受けていると思います（中国
は旧ソ連の影響を受けました）
。中国と日本の間でこ
のように異なっている点を、日本に留学してから学ぶ
ことができました。
また、今回奨学金をいただいて、私は生活費を心配
することなく、人々との触れ合いの中で専門分野を深
めることができ、とても有り難く感じています。その
成果として、たくさんの学会で発表することができま
した。先月18日、私は国際音楽学会（APSMER）で
発表した折には、科学的視点からピアノ奏法のテーマ
1258号
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で世界の学者たちと色々討論し、アドバイスをいただ
いて、これからの研究や演奏活動を進んでいく力を得
ました。
プライベートでは、旅行が大好きな私は、青春18きっ
ぷを買って、東京から北九州まで太平洋沿岸の多くの
町に行きました。東京から北九州まで、列車のアナウ
ンスの言葉が地域によってどんどん変わって、人々の
喋り方も変わって、とっても面白いことを感じまし
た。また、食べ物の特色、お土産の特徴、生活の雰囲
気もそれぞれの地域差があるのも興味深く感じまし
た。中でも異国情緒深い神戸と、穏やかで住みやすい
広島が大好きな町です。
皆さんは広島の黄金山に登ったことがありますで
しょうか。私は以前、黄金山の近くに住んでいました、
夕方６時ごろ、日没を見るときに、６時に鳴る鐘の音
を聴きながら、本当に複雑な気持ちになったのを思い
出します。この世界で、戦争も暴乱も複雑な国際関係
もなかったら、私たちは如何に心豊かに平穏に暮らせ
るだろうと。
さて、これからの私は、今月の20日に博士論文を提
出し、そのあとは演奏会を準備します。最後まで引き
続き頑張れるのは、皆様のお陰と感謝しています。６
年間の日本生活で、心から広島に住んでいる友達、先
生方が大好きです。
次は私の故郷、生まれたところ雲南省の大理ペー族
自治区について、そして、そこでの私の生活について
も話したいです。
雲南省は中国西南部に位置するところです。少数民
族は16個あります。私の故郷、大理はペー族という民
族です。ぺー族の他に漢族 ・回族・チべット族 ・リス
族 ・ ミャオ族 ・イ族などが生活しています。大理は皆
さんがご存知の通りに、大理石が有名です。昔は南諸
国と大理国の都城でした。13世紀、元朝が大理国を征
服して支配し始めました。私の子供のころは大理の治
安がとても悪かったです。皆様はその原因、何だと思わ
れますか？大理は世界最大の麻薬密造地帯であった黄
金の三角地帯にとても近いです。中学に上がると、私た
ちは毎週一回麻薬について授業を受けます。麻薬の種
類、危険性、販売麻薬についての法律などを勉強しま
した。継続的など対策を経て、現在の大理は治安が優
れた、文化深い世界にも有名な観光地になりました。
まずは皆さん、大理の自然景色と古い街の様子を少
しご覧ください。
（映像視聴）
皆さんがご覧のように、Erhaiという湖とCangshan
という山があり、とても特徴がある観光街です。私は
この街の中に生まれて、子供からペー族の言葉と文化
から影響を受けました。実は、私の両親も少数民族で
す、母は確かにイ族でした。父の民族は知りませんが、
少数民族だと思います。そしたら、
私もハーフですね。
私は８歳から、中国の民族楽器竹笛を勉強し始めまし
た。４年間を勉強して、12歳の時に全国のコンクール
で第一位を取りました、実は全集ピアノの指導教官柴
8
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田先生から竹笛を買っていただきました、今日の卓話
で吹きたいと思いましたが、Amazonで買いましたの
で、運送が中国からまだ届いていません。また次回機
会があれば、ぜひ竹笛も演奏させていただきたいと思
います。少数民族自治区の暮らしは一番いいところは、
中国政府は各民族の文化を保護するために、民族の祭
りであれば、その民族の自治区だけの祝日になりま
す。大理ペー族自治区も、国の祝日以外に、自治区の
成立記念日、ペー族の祭り、回族の祭り、イ族の祭り
などさまざまな祝日があります。また、少数民族の子
供たちは、中高学校に行く優待政策もあり、大学入試
の優待政策があります。さらに、少数民族の家族は政
府から毎月の補助金もあります。
中高学校の時に、一番面白いことは私のクラスで約
六つの少数民族の学生がいました。たまに彼らたちは
自分の民族の服を着たり、同じ民族であれば自分の民
族の言葉で喋ります。私たちにとっては外国語みたい
で、全然わかりませんでした。また、学校も二つの食
堂があって、一つは普通の食堂です、もう一つは豚肉
がない食堂です。なぜなら、回族の学生は豚肉が食べ
られないためです。
食べ物といえば、大理も沢山の特色お土産がありま
す。その中に、私が一番好きなのはこのようなもので
す。中国語ではRushanと呼ばれています。大理はミャ
ンマーやベトナムの料理の影響も受けています。例え
ば、私がとても好きな酸っぱい魚、生豚肉を梅辛いソー
スを付けて食べます、とても味が特別な料理です。
現在の大理は世界でも有名な観光地になっていまし
た。数多くの日本人もここに住んでいます。中国で人
気がある日本有名なドキュメンタリーディレクター竹
内亮は多くの中国に住んでいる日本人と日本に住んで
いる中国人を取材して、どのような生活をしているの
をYouTubeやNHKで 放 送 し て い ま す。 竹 内 さ ん は
2019年大理に行って、そこに住んでいる日本人たちを
取材しました。もし皆様が日本人が大理に住む様子に
興味がありましたら、YouTubeで竹内亮を検索した
ら、彼の色んなドキュメンタリー映画があります。皆
様もぜひご機会があったら、大理に旅行しにいらして
ください、私は案内します。
今日の卓話はここまで終わりたいと思います。もう
すぐ紅葉の美しい時期になります。皆様のご健康を心
よりお祈りいたします。ありがとうございました。

第1632回例会
12：30～14：00

10月26日
ANAクラウンプラザホテル広島

平岩新会員歓迎例会
ＲＯＴＡＲＹ
会長時間
幹事報告
本
 日は平岩新会員歓迎例会。歓迎会を挟み13時35分
から山下哲夫会員の卓話の案内。／ 10月17日（日）
経済と地域社会の発展月間・米山月間

地区大会本会議開催報告（地区大会実行委員会各位
の労を称える拍手）
。／ 11月９日（火）例会後のガ
バナー補佐を迎えてのクラブ協議会出欠についての
未回答者は回答のこと。／地区大会で2020-21年度
ロータリー賞を受賞。表彰状を受付に掲示。／地区
より、2780地区主催ポリオ根絶サミット・ロータ
リー米山スリランカ学友会法話の案内。詳細は事務
局迄。／例会終了後、月報編集会議開催。
出席報告
会員数 71名 出 席 49名 欠 席 22名
ゲスト 1名
プログラム
会員卓話
「SDGsとロータリー」
山下哲夫 会員
１，SDGsについて（2015年国連採択）
Sustainable Development Goals フ ラ ン ク フ ル
ト学派
２，サステナビリティ学の始まり
東大出版2010年（資源利用と循環型社会）

地球持続性への挑戦 Reduce reuse recycle
３，月尾東大名誉教授のエコロジカルフットプリン
ト（ロータリーの友）
４，ムヒカ.ウルグアイ大統領
イ
 ンド人がドイツ人の、中国人が日本人の生活水準
５，ロータリーの奇跡
 ベリア抑留のドイツ兵日本兵の地区大会での再会
シ
６，職業奉仕との関連（深川純一氏の講演）
有
 益な職業の人的物的持続（反対は企業整理・倒
産のロス）
ロータリーアンと企業持続（４つのテスト）
高潔性（親睦、多様性、奉仕、リーダーシップ）
論語と算盤（ロータリーの友８月号更家悠介）
論
 語（内藤湖南、吉川幸次郎、宮崎市定、山本七平）
７，人間の高潔性（人間の質を高める）
コンプライアンス 内部統制 ガバナンスコード
ESG CSR SRI 鎌倉ファンド
８，環境保全と気候変動への対応
 石燃料の減少、中本廿日市ロータリー会長の卓話
化
９，持続と開発の矛盾（ロータリーの友９月門脇厚司）

アクト中食の平岩宏隆と申します。杉川ガバナーとANAクラウンプラザホテルの小野さまのご紹介で入会
させていただきました。どうぞ宜しくお願い致します。
小野さまのご紹介を少し補足する形で自己紹介させていただきます。
・妻は１人。私は剣道五段ですが、家内は剣道七段の腕前です。
・子供は３人。長男はクアラルンプール勤務、次男は大阪で大学生、三男はなぎさ高校の２年生です。
・あと犬が一匹。
高校を出たのち、京都で学生生活を送り、そのまま関西で三和銀行という銀行に就職しました。それなり
に楽しく働いてはいましたが、2002年に家業であるアクト中食に転職し、その後はプロマート・業務用食品
スーパー部門の拡大に注力しました。
2014年に現職、経営サポート本部の責任者となり、主に働き方改革・労働環境改善に努め、2018年には私
たちのような業界では先駆け的に、働き方改革実践企業に認定していただきました。
2020年春から続くコロナには外食の中間流通として本当に苦しめられて、大きなダメージを受けました。
一方、悪いことばかりではなく、平時では到底できなかったスピードでの新規事業立ち上げを意思決定す
ることができ、社内改善も大幅に進捗しました。
また「やさいバス」というコミュニティビジネスをお手伝いする機会にも恵まれ、これを広島に定着させ
るべく頑張っているところです。
市場の先行き縮小が見えるなか、従来の業務をどうアップデートしてゆくか？新しい環境でどう地域に貢
献することができるか？が課題です。今後はこれまでより、もっと地域に寄り添い、地域と共に発展するモ
デルが大切なんだろうと思います。
そういう意味でも、ロータリー入会を機に地域貢献、社会奉仕について勉強させていただき、社業に活か
して参りたいと思います。ご指導・ご鞭撻の程、どうぞ宜しくお願い致します。
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 2021年10月 杉川ガバナー公式訪問記録 
公式訪問日

クラブ名

例会時間

会長・幹事
懇談会

フォーラム

会場

10月５日（火）

呉南
江田島

合同 12：30～13：30 11：30～12：00 13：45～14：45 シティプラザ

10月７日（木）

岩国
岩国西

合同 12：30～13：30

10月12日（火）

10月19日（火）

9：55～10：25 10：30～11：50
岩国国際観光ホテル
11：55～12：25 13：40～15：00

東広島

12：30～13：30 11：30～12：00 13：40～15：00

東広島21

18：30～19：30 17：30～18：00 19：40～21：00

下関
10月13日（水） 下関西
下関北
広島

スギヤ

グランラセーレ東広島

合同 12：30～13：30 11：00～12：00 13：40～15：10 シーモールパレス
12：30～13：30 11：30～12：00 13：40～15：00 リーガロイヤルホテル広島
9：50～10：20 11：00～12：20
柳井クルーズホテル
10：25～10：55 13：40～15：10

10月20日（水）

柳井
柳井西

合同 12：30～13：30

10月21日（木）

宇部
宇部東

合同 12：30～13：30 11：30～12：30 13：45～15：00 ANAクラウンプラザホテル宇部

10月22日（金）

下関中央
合同 12：30～13：30 11：00～12：00 13：40～15：10 下関グランドホテル
下関東

10月25日（月）

光

10月26日（火）

三原

地区随行
佐々木宏
佐々木宏
橋本幸範
佐々木宏
山下哲夫
佐々木宏
佐古雄司
佐々木宏

12：30～13：30 11：00～12：00 13：45～14：30 ホテル松原屋

佐々木宏

12：30～13：30 11：30～12：00 13：40～15：10 三原国際ホテル

遠崎秀一

委員会コラム
【三原 塩そばまえだ】

先日阿蘇山が噴火しました。マグマが地下にたまると、火山は噴火として
現れます。コロナウィルスが蔓延し始めてもうすぐ２年。我々の日常は、新
型コロナウィルスの出現によって行動を抑制され、当たり前のようにできた
外食もままならない日々が長らく続いてきました。脳内のマグマ溜りには、
食欲マグマが噴火寸前です。
塩そばまえだ
いまや、三原で最も有名なお店、と言っても言い過ぎではないと思わ
れる「塩そば まえだ」さん。
三原は年々人口が減り、
駅周辺の中心地でも人通りはまばらであるなか、
こちらのお店のお昼時の人口密度は常に新宿並です。並ばずに食べようと
思ったら、みなさんの食事時を外した、14：30以降がおすすめです。
お店ができた当初にお邪魔した時はさほど混んでなかった印象ですが、
誰もが「これはっ！」と思う味は、人を虜にするということですね。
一言でいえば、
「50過ぎでも美味しいラーメン」です。上品に透き通っ
た魚介系出汁に、アクセントのゆず皮のかけらが絶妙のお味です。是非
とも！
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経済と地域社会の発展月間・米山月間

2021 - 2022年度
2022年度
日

時：2021年10月５日

場

所：Zoom開催（ANAクラウンホテルより）

第４回理事・役員会

例会終了後〜

議事録

⑸EREY100ドル寄付について
全員に・例年通り11月会費で100ドル請求を承認

出席者：根石、桒田、佐藤（克）、佐藤（二）、折本、

⑹R財団・米山寄付状況について

藤田、佐藤（暖）、白築、井上、萬歳、山國

Zoom例会で話ができて無いので次回例会で確認

欠席者：漆原、河原

する
⑺11／25ガバナー公式訪問合同例会について

根石会長挨拶

西南幹事対応（西・廿日市幹事と打ち合わせ確認）

議事

S.A.A.幹事と協力し準備する

⑴例会出席（メークアップ）等の取扱いについて

西南テーマ

全員出席扱いは10／５例会までとする。

クラブのDX対応について→担当鍵

岡さん

10／12以降の例会につき、当クラブのリアル例会

⑻９月度会計報告（資料報告）

出席、Zoomでの例会視聴、他クラブ例会出席・

⑼各理事役員報告（特になし）

地区大会出席等へのメーキャップにて出席扱いと

⑽その他

する。いずれもされない場合は欠席扱いとする。
次回開催日

再 度緊急事態宣言等の規制がされた場合、在広
クラブ例会開催中止の場合、Zoom例会開催で

第５回理事役員会 令和３年11月２日
（火）13：45 ～
閉会挨拶

（メーキャップ不要、全員出席扱い）承認。

佐藤副会長

⑵11月プログラムについて
会員の卓話とする（資料予定通りとする）
⑶平岩会員歓迎会について
10／26昼例会で歓迎会（30分程度延長）
⑷11月クラブ協議会について
合同例会での西南テーマ→DX対応を鍵岡さん担
当（11／２理事会に資料提出）
10月の会員記念日
入

会員誕生日
山國
豊
影久 知也
上田 直治
杉川
聡
先小山英夫

１日
８日
８日
８日
９日

遠崎
根石
岩田
白築

秀一
英行
洋子
忠治

10日 曽里
11日 杉川
19日 根石
23日

平原
森
佐藤
曽里

一彦
豊彦
二郎
裕

７日
12日
16日
18日

編集後記

伊藤
藤井
児玉
室﨑

英彦
良造
栄威
雅宣

21日
24日
30日
31日

月

裕 H３年 桒田
聡 H９年 橋本
英行 H14年
創

結婚記念日

会

業

パートナー誕生日
博正 H23年 白築忠治 夫人
幸範 H23年 山本 豊 夫人
岩田智博 夫人
大江かおり 夫人

啓子 様
幸子 様
美恵子 様
伸太郎 様

８日
20日
25日
26日

月

石井 和彦 養神館病院
伊藤 英彦 ㈱クロマ
梶本 尚揮 ㈱綜合建築設計
岡田 真規 ㈱リノベートファーム
佐々木信幸 ㈱ネクサス

S ７年
H16年
S 50年
H21年
H４年

2021年11月25日発行

コロナ禍による緊急事態宣言が９月末で解除され、感染拡大防止集中対策
発 行 広島西南ロータリークラブ
期間も10月14日で終了し、10月は５日を除き以降は、いわゆるリアル例会の
開催が可能となりました。17日に行われた地区大会は、WEB配信という通常 ［会 長］ 根石 英行
［幹 事］桒田 博正
とは異なる対応を迫られながらも盛会に終えたことは、実行委員の皆様の多 ［事務所］ 広島市中区基町６-78
大なるご尽力があったからこそと拝察いたします。
リーガロイヤルホテル13Ｆ
さて。人間は社会的動物。やはり、面と向かってお話をすると心が活気づ
ＴＥＬ 082-221-4894 ＦＡＸ 082-221-4870
きます。例会にて会報の記事について話しかけてくださった佐々木さん。会
報編集やる気３倍増しになり、やる気に満ちて取り組んでいます。ありがと
編 集 会報資料委員会
うございます。
（大山 修司）

1258号 11

平岩新会員歓迎例会

10月26
日（火

）

