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第1640回例会　1月25日  
皆さん、こんにちは。
米山奨学生の楊さんにもカメラの前でご参加いただ

いています。新年というには日が過ぎてしまいました
が、年明け初めての例会です。昨年末クリスマス例会
でご家族と一緒に楽しい時間を過ごせましたがあっと
いう間のオミクロン株の蔓延で、皆さんと直接お会い
できることがままならない状態になってしまいました。

今回は初めて、会長幹事が集まった例会場を設けな
い形で、各会員がパソコンの前に座っての例会となり
ます。初めての試みで行き届かないところもあろうか
と思いますが、お許しいただければと思います。

広島のコロナ患者の数は、これまでなかった４桁が
続いておりますが、オミクロンは重症化せず療養期間
も短いようなので、病気の実態や感染の状況を見なが
ら２月以降の例会の開催について柔軟に対応してまい
りたいと考えております。

当クラブでは、新年の例会は年男年女の皆さんにお
話をいただくのが恒例です。カメラを通じての実施と
なりますが、抱負をお話しいただく貴重な機会であ
り、また寅年は多数の会員がおられますことから、ま
ずは口火を切って上田会員、小野会員、森会員のお三
方にお話をいただきます。後ほどよろしくお願いいた
します。

さて、１月は職業奉仕月間です。小野職業奉仕委員
長のご尽力で広島銀行本店の見学を予定していたので
すが、オミクロン株で職場訪問は中止とせざるを得ず、
残念でなりません。また機会があればと思います。

日本のロータリー活動では、職業奉仕はロータリア
ンの拠って立つ基盤とされています。今年度のシェ
カール・メータ会長の今月のメッセージを見ても、職
業奉仕について、職業におけるサービスやビジネスを
使って、困っている人を助けるという点が強調されて
います。やはり職業奉仕の基本は、自分が従事してい
る職業で倫理観を保ち、顧客、従業員、取引先などの
ステークホルダーの利益を高めるように努力すること
で自らも利益を得ていく、ということにあるのではな
いかと思います。

ロータリーの職業奉仕の理念を唱えたのは、初期の
ロータリアンであったアーサー・フレデリック・
シェルドンで、シェルドンの「最もよく奉仕する者、
最も多く報いられる」の標語はロータリーの職業奉仕
を示すものとして皆さんもご存じのところかと思い
ます。シェルドンがこの標語を唱えたのは、ロータ
リーができて間もない1910年のことですが、当時のア
メリカは大衆が豊かになる現代的な資本主義の勃興
期でした。取引関係も荒々しく、騙されるのは買主が
悪いせいで、買主が注意しなければならない「買主注

意せよ」の風潮の時代でした。初期のロータリーでは
ロータリアン同士の取引が奨励されており、またロー
タリアン同士で取引をして儲けることが外から批判さ
れていたようですが、ロータリアン同士であれば信頼
して取引を行うことができ、それによって取引のコス
トが下がったという側面もありました。

買主注意せよというのは、単純な詐欺に気をつけろ
ということではなく、売主側から言えば品質の悪い安
いものをいかに高く売るかが商売のやり方なので、買
主側は値段に合わない品質の悪いものを掴まされない
ように気をつけろ、という意味でした。シェルドンは、
セールスの教本を作ってビジネス教育を行っており、
そういう風潮を改めるべく活動した人です。シェルド
ンは、質が悪く安いものをできるだけ高く売って利ざ
やを儲けるのが良い商売ではなく、良いものや良い
サービスを提供することで値段を高くして売っていく
のが良い商売であるということを訴えたかったので
す。「最も良く奉仕する者、最も良く報いられる」と
いうのは、最も良い商品やサービスを提供すれば、最
も儲かるということが基本的な発想にあってのものだ
と言えます。

買主が注意しなければならないとされていた1910年
頃のアメリカの資本主義の状況は、シェルドンなどの
尽力によって、売主が注意しなければならない状況に
変わりました。現代では、売主は自ら提供するサービ
スや商品が値段に見合ったものであることを買主であ
る消費者にきちんと説明でき、消費者を納得させるこ
とができなければ、リピーターはおろか手に取って貰
うことすらできず、それこそ商売になりません。さら
に言えば、SDGsの観点から消費者の納得を得るため
の事情は広がってきており、商品の品質だけでなく環
境への影響や商品に関わる人々の人権保障、供給する
事業者の経営姿勢までが問われてきています。

コロナ禍で苦しい時期こそ、職業奉仕の基本に立ち
返り、自らのサービスや商品が値段だけでなく幅広く
消費者の納得に支えられたものであるのか、不断に見
直していくことが求められているのではないでしょう
か。職業奉仕月間にちなんで、職業奉仕をお考えいた
だければと思います。

これで会長時間を終わります。

第1641回例会　2月1日  
皆さん、こんにちは。まん延防止措置の延長で在広

クラブでも例会中止の連絡などが来ております。引き
続きZoomでの例会で様子を見ざるを得ないと考えて
おりますが、詳細につきましては、本日この後にある
理事会での議論を経て、改めて皆様にご案内をさせて
いただきます。こういう厳しい年に向けてではござい
ますが、前回に続きまして年男放談ということで、本
日は曽里会員、佐藤克則副会長に本年の抱負をお話し
いただきます。後ほどよろしくお願いいたします。

さて、今日はロータリーとはいささか離れて、少し
前の１月20日のニュースではありますが、仮想通貨を
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巡る最高裁判所の裁判をご紹介いたします。
ビットコインをはじめとする仮想通貨、インター

ネットだけでなく旧メデイアの新聞テレビでも仮想通
貨の話が出ない日はありません。私はまだ仮想通貨の
取引をしたことはありませんが、定番のビットコイン
などの有名なものから詐欺まがいの怪しいものまで、
仮想通貨も星の数ほどあるようです。

仮想通貨は、インターネット空間でコンピュータ上
にだけ存在するものです。世界の様々な場所のいろい
ろなコンピュータで計算され、ブロックチェーンとい
う記録を残していく技術によって作成されているコン
ピュータ上のデータを、決済の手段として通貨のよう
に使うものです。仮想通貨はコンピュータで計算され
ることで存在しており、インターネットにつながって
いるコンピュータであれば、どこの国の誰のコン
ピュータでも仮想通貨の計算に参加することができ、
世界で多数のコンピュータで計算が続いていることで
いろいろな仮想通貨は成り立っているそうです。コン
ピュータで仮想通貨の計算に参加することをマイニン
グと言うそうですが、マイニングとはもともと鉱山の
採掘作業のことで、金を掘り出すようにマイニングで
利益を得ることができます。仮想通貨の計算に参加す
るマイニングにより、幾らかの仮想通貨の報酬がもら
えます。このような仮想通貨、例えば世界中で流通す
るビットコインのためにコンピュータが動き続けるだ
けでも莫大な電力が必要であり、原発何基分が必要だ
とか、そのための電力を考えたらビットコインは決し
てエコとは言えないとか、電気代の安い僻地にコン
ピュータを莫大集めてビットコインの工場のようなも
のと作るとか、いろんな話があります。

１月の最高裁の裁判で問題となったのは、この仮想
通貨が成り立つうえで必要なコンピュータのマイニン
グ作業に関してです。マイニングのためにはコン
ピュータ一台一台をフル稼働させる必要はなく、一台
のコンピュータ上で同時に複数の作業ができるよう
に、ほかの作業をしながらマイニングもついでに行う
ことができます。例えばインターネットのホームペー
ジを閲覧しながら、同時にマイニング作業を行うこと
も可能です。そこで、あるホームページでは、そのペー
ジの閲覧をしている人のコンピュータにマイニングす
る指令を与えるコインハイブというプログラムをはめ
込んで、ホームページを見ている間は閲覧者のコン
ピュータにマイニングをさせ、そのマイニングで得た
報酬はホームページの主催者がもらう、ということを
やっていました。あらかじめうちのホームページを見
たらマイニングをさせて貰います、と告知していたら
問題はなかったのですが、そのことを告知せず、ホー
ムページを見ている人が知らないうちに勝手にその人
のパソコンを動かしてマイニングをさせる、というこ
とをしていました。勝手に人のパソコンを使って稼い
でいたのです。このようなホームページの作成者の行
為が、法律の言葉をそのまま使うと「人が電子計算機
を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせ

ず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指
令を与える電磁的記録を保管する罪」に該当するとさ
れたものです。ややこしい言葉使いですが、電子計算
機とはコンピュータのことで、電磁的記録とはコン
ピュータプログラムのことです。人のコンピュータの
操作を妨害するとか勝手に動かすようなプログラムに
ついては、保管することも犯罪になるとされているの
です。

そして本人の知らないうちにパソコンにマイニング
させるということが「不正な指令を与えた」と言える
のか、が裁判の争点となりました。仮想通貨、マイニ
ング、コインハイブ、聞き慣れないIT技術の最先端
の議論のように思えますが、実はこの話の肝はそうい
うところにはありません。黙って人様の物を使うこと、
しかも使われたことすら分からないようなことって、
それでも犯罪でしょうか、という話です。この手の話
は、昔から窃盗罪でも議論されています。鍵をかけて
いない自転車をちょっと借りて乗って同じところに返
しておいたが、それが防犯カメラに映っていた、それっ
て自転車泥棒なのでしょうか。このように人の物を勝
手に使って返そうとする場合を使用窃盗と言います。
使用窃盗も窃盗罪なのか、昔からの議論があり、返す
つもりなら本人を排除するとか本人に代わって使う意
思がないから窃盗とは言えないとか、ちょっと使った
だけなら処罰する必要はないが、長時間使って、本人
も使えない状況なら窃盗になるとか、いやいやもとも
とどういうつもりであろうが、乗って出たら窃盗にな
るとか、いろいろな議論が行われています。

実際この事件ではホームページを通じてのマイニン
グで、閲覧者のパソコンの消費電力の増加もたいした
ことはないし計算速度の低下を感じるほどでもなく、
パソコンに過剰な負担がかかったとは言えず、またマ
イニングで稼げた仮想通貨の金額も数百円程度だった
そうです。最高裁の判断は、閲覧者のパソコンに与え
た影響は大したものではなく、他人のパソコンで同意
のないマイニングをするような利用方法はまだ社会的
に許容できる範囲なので、このプログラムはパソコン
に不正な指令を与えるような違法なものとまでは言え
ず有罪にはしない、という常識的なものでした。刑法
は謙抑的と言いますが控えめでなければなりません。
罰金にするほどのひどい行為とは言えない、というの
が最高裁の考え方でした。

さて、人のパソコンを裏から利用しながらちびちび
お金を稼ぐという方法のプログラムを作った知恵者も
いますが、仮想通貨を安いうちに買っておいて高く
なったときに売り抜けて一攫千金で億を稼ぎ、今はや
りの億り人を目指すという方法もあります。しかしう
まい話が落ちているとは限りません。例会もZoomで
すし、IT技術は社会経済活動をめまぐるしく変化さ
せていますが、問題が起きた時に考える基本は昔から
の社会常識である、という点に改めて思いをいたした
いと思います。

以上で会長時間を終わります。
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第1642回例会　2月8日  
皆さんこんにちは。今日は、米山奨学生の楊さんに

もご参加いただいております。
２月４日から、北京での冬季オリンピックが開幕い

たしました。オリンピアンの活躍によって世界を覆う
コロナのうっとうしい雰囲気を一掃していただきたい
ところであります。

後ほどの卓話の時間は、まず年男の岡本泰明会員に
お話しいただきます。岡本会員よろしくお願いしま
す。また、それに加えて、谷口プログラム委員長から
ご推薦いただいた職業奉仕についての講演をお聞きい
ただきたいと思います。東京都北部と沖縄をテリト
リーとする国際ロータリー第2580地区において昨年８
月20日に行われた、京都洛北ロータリークラブ若林卯
兵衛氏による「京都人　こだわりのDNA　職業奉仕
の実践」というテーマの職業奉仕についての講演で
す。質疑を含めて35分程度、YouTubeにアップされ
ているものを視聴していただきます。若林氏は、京都
で江戸時代創業の若林仏具製作所を経営されており、
京都の伝統的な職人の技術を現代に継承する活動もさ
れながら、ロータリアンとして45年間活躍されておら
れる方です。京都の老舗企業がなぜ持続してきたのか、
職業奉仕の観点を絡めてお話をされております。職業
奉仕のご参考になると思いますので、引き続きご覧下
さい。

さて、広島のコロナ感染者数は緩やかに減っている
ようではありますが、私の周りでもコロナに感染した
という方の話を聞くことが多くなってきました。その
中でワクチン接種をしていなかった方がおられ、改め
てワクチンの問題を考えることがありました。

オミクロン株への対応として、ワクチンの３回目接
種が推奨されていますが、コロナ禍が始まってからの
政府のワクチン政策については様々な意見があり、ま
た新しいワクチンの認可などについては政府の慎重な
対応が目についたところです。これについては、背景
として日本で予防接種の被害を巡る問題があったこと
が指摘されています。昭和40年代までの集団接種にお
いて、副反応で寝たきりになるような重篤な被害事例
が多数発生しました。この予防接種の被害について国
の責任が問われた裁判が約25年にわたって争われ、最
終的に国の責任が認められました。この裁判では、被
害者の体質などから重篤な副反応が予想される場合は
予防接種を避けるべきであり、国の推奨の下で行われ
た予防接種においては国の責任として接種前に問診等
で十分に予診を尽くすべきであったのに、国はそのよ
うな準備を怠ったとされたわけです。しかしながら、
一時的に大量にワクチンを接種することで伝染病を防
がなければならず、問診や予診で分かることも限られ
ますし、今回のコロナのような新しい病気に対する新
型のワクチンについては、どのような副反応が生ずる
のか自体十分に知られているとも言えず、予診をしっ
かり行うことにも限界があります。先ほどの裁判は、
国の責任を調べるために延々と論争が続き、結局判決

まで25年もかかったわけで、被害者の救済のためにワ
クチン接種において国がどこまで注意すべきであった
のかを問題にしなければならない、という議論の立て
方自体が適切なのか、という根本的な疑問があります。

もともとワクチンについては、副反応は避けられな
いが病気を予防し社会を守るためには広く接種しても
らわなければならず、そのためには接種者に副反応が
出てしまうことは社会にとっても不可避の損害と言え
るので、国にどのようなミスがあったのかということ
ではなく、生じた被害について国や社会全体でこれを
救済すべきと言えます。このような観点から、予防接
種法には昭和51年から予防接種健康被害救済制度とい
うものが設けられております。この制度は、予防接種
の副反応による健康被害は極めて稀であっても不可避
的に生ずるものであるので、接種に係る過失の有無に
かかわらず予防接種と健康被害との因果関係が認定さ
れれば、被害者が迅速に救済されるというもので、給
付金の支給などの救済措置が定められています。ただ、
命や健康はその人にとってはたった一つであり、社会
全体でみれば健康被害は不可避であっても自分だけは
絶対に避けてほしいものですし、社会のために個人を
犠牲にするというのでは、それこそ全体主義と言わざ
るを得ませんから、救済制度があるから強制して良い、
ということにはなりません。

そこで、新型コロナのワクチンについても、あくま
で予防接種法上は、接種は個人の努力義務にすぎませ
ん。体質から接種を避けざるを得ない方も当然おられ
ますし、副反応が怖いなら接種を避けることもできま
す。ワクチンを打っておけば感染の可能性を下げ、感
染しても重篤化しないと言われていますので、ワクチ
ンは我が身を守るものでもありますが、感染せず発症
しなければ、他人にうつさず、病院に行く必要もなく、
医療崩壊を防いで他人の命を救うことにもなります。
自分のことだけではなく他人のためになることも含め
て、ワクチンを打つかどうかについては個人の選択に
任せるのが日本の法制度となっています。ワクチンは

「みんなのためになるもの」です。日本はブースター
接種では出遅れていますが、私自身は一日も早く３回
目の接種ができればと考えております。

コロナが収まるまで当分辛抱と思いつつも当分がい
つまで続くか不安ではありますが、一日も早く皆さん
とご一緒できることを祈っております。

以上で会長時間を終わります。

第1643回例会　2月15日  
皆さんこんにちは。コロナの広島県での感染者数は

徐々に減少しておりますが、広島県におけるまん延防
止等重点措置の適用の延長の有無については、明日以
降の判断と聞いております。それを踏まえて３月以降
の例会の開催について検討させていただきたいと思い
ます。

さて、２月23日はロータリーが始まった日です。
1905年２月23日、ポールハリスを含めた４名が集まっ
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て、最初のシカゴロータリークラブの会合が始まりま
した。ロータリー活動が日本で始まったのが1920年の
東京ロータリークラブの設立によってであり、1921年
に国際ロータリーに加盟が認証されました。2020年～
2021年は、日本のロータリー百周年にあたりました。
本日は、後ほど杉川ガバナーのご紹介により、日本の
ロータリー 100周年の記念ビデオをご覧いただきま
す。日本でのロータリーの歴史を皆さんとご一緒に振
り返りたいと思います。

２月は、国際ロータリーの「平和構築と紛争予防月
間」です。ロータリーは、異文化交流を通じて相互理
解の心を育て、紛争解決のスキルを備えた人材の育成
を通じて平和な世界づくりを促進しています。

国際ロータリーでは、平和の推進において国際ロー
タリーとロータリー会員が担う４つの役割を上げてい
ます。

一つは、実践者として、疾病との闘い、水と衛生、
母子の健康、教育の支援、地域経済の発展といった分
野で平和な社会へ必要な条件整備の支援活動を行うこ
とです。

一つは、教育者として、ロータリー平和センターに
おいて効果的な平和の推進者となる平和フェローを育
成することです。卒業したフェローは、政府、教育、
国際機関などで平和分野のキャリアを築いており、東
アジアでは、日本の国際基督教大学に唯一の平和セン
ターが設けられており、平和のための教育が行われて
います。 

一つは、調停者として、ロータリー会員がポリオの
脅威にさらされた地域のすべての子どもにワクチンを
投与するため、紛争地域における人道的停戦の交渉を
行うことです。 

一つは、提唱者として、ロータリー会員が平和構築
や紛争後の復興プロセスに積極的にかかわり、重要な

役割を果たすことです。
世界におけるロータリークラブ、ロータリアンの平

和のための実践活動の事例は国際ロータリーのホーム
ページの「活動分野」のうちの「平和の推進」のペー
ジに紹介されています。その中の活動をご紹介します
と、ナイジェリアにおいてボコ・ハラムというイスラ
ム過激派のテロと内戦状況下にある中、難民女子の教
育を進めるロータリアンの姿があります。また、東ア
フリカのタンザニアではアルビノ、先天的にメラニン
色素が薄く肌が白くなってしまうことですが、アルビ
ノに対して地元では悪魔の使いという迷信が残ってお
り、殺害されたり虐待されたりすることが後を絶たな
いようです。地元のロータリアンやロータリークラブ
がアルビノに対する迷信を撲滅し、差別されているア
ルビノへの支援活動や同じように差別されているハン
セン病患者に対する支援活動などを、グローバル補助
金を利用して行っています。また、カナダではシリア
からの難民受け入れのために、ロータリークラブが地
元のキリスト教会と協力して受け入れの準備や資金提
供などを行うだけでなく、難民のカウンセリングや就
職の手伝いなどの支援をして、難民の地元での定着に
協力しているという活動が紹介されています。

これらの活動は、実践者として、平和に人々が暮ら
すための社会生活条件を整えるためのものと言えま
す。

日本にいては平和のための活動の実感がわきません
が、ナイジェリアやタンザニアでは暴力の危険の中で
の実践的な支援活動が行われています。私たちが拠出
したロータリー財団への寄付金は、回り回ってこれら
平和のための世界中のロータリー活動に拠出されてい
ます。これを機会に、ロータリーの平和に関する活動
にご興味を持っていただければと思います。

これで会長時間を終わります。
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例　会　記　録 シーズンでした。ちなみに翌年は白石監督が復帰した
ものの最下位でした。
　では高校野球はどうだったかと言いますと、春は広
島県の出場なし、優勝は栃木の作新学院。夏は広陵が
出場したものの、２回戦で鹿児島商業に敗退。優勝は
春に続き作新学園が優勝。春夏連覇の偉業を成し遂げ
ました。
　またヒット曲は、いつでも夢を、遠くへ行きたい、
赤いハンカチ、山男の歌、かわいいベイビー、ルイジ
アナママ、ロコモーション、ふりむかないで、など今
のオールディーズナンバーも多数発表されています。
　また出来事と言えば
　　 •  東京の人口 1,000万人突破（世界初の1000万都

市に）
　　 •  小中学校で全国一斉学力調査
　　 •  日本のテレビ受信契約者が1000万突破
　　 •  後楽園ホールがオープン
　　 •  ジャニーズ事務所創業
　　 •  ファイティング原田がボクシング世界チャンピ

オンに
　　 •  にせ千円札横行
　　 •  北陸トンネル開通
　　 •  貿易の自由化
　　 •  オリンピック景気
　　 •  マリリン・モンローが謎の死
　　 •  広島テレビ放送・仙台放送開局
　　 •  小田急百貨店新宿店開店
と２年後に迎える東京オリンピックに向け、急成長を
続けていたそうです。
　その60年後に、まさか災害、コロナ禍の時代が訪れ
るとは誰も予想してなかった事でしょう。これから何
が起きても不思議じゃない時代。悔いの無いように、
謙虚に生きて行きたいと思います。どうか皆さん今後
とも宜しくお願い致します。
　本日はご清聴誠にありがとうございました。

　小野　誠　会員
　自分が若かった頃は、60歳とい
えばとても年寄りだなと感じでい
ましたが、実際自分が今なろうと
しているとき大変失礼な思いをい
だいていたなと深く反省しており
ます。
　私は昭和60年（1985年）に広島全日空ホテル（当時）
に入社致しました。その年の大きな出来事としては御
巣鷹山に日航機が墜落するという痛ましい事故があり
まして、現在フジテレビの目覚ましをやられている三
宅アナウンサーも新人で現地ロケをやられていたこと
が挙げられます。当時の全日空という響きはとても良
かったと感じておりました。
　入社後はレストランのボーイから始まり営業、フロ
ント、結婚式等、様々な仕事をさせて頂き、現在の宿
泊部長となった次第でございます。

第1640回例会� 1月25日
12：30～13：30　Zoom

国歌　われらの生業
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
　 ロータリーレート変更の案内（１＄＝114円→115円、

１月より）。･ ２月27日（日）午後開催のグループ６・
７合同インターシティ・ミーティング延期の案内。
／４月16日（土）開催予定の西南の集いIN広島中止
の案内。／４月29日（金・祝）開催の広島14RC合
同懇親ゴルフ大会の案内（２月会費請求と合わせて
案内、参加申込締切２月25日）。／２月は例会費の
請求なし、ポリオプラス寄付（１人あたり35＄）の
クラブ負担の案内。／次週以降２月例会の案内。

プログラム
会員卓話
　「年男新春放談」　
　上田直治　会員
　皆さん明けましておめでとうご
ざいます。旧年中は大変お世話に
なりました。今年、年男で還暦を
迎えます、上田でございます。本
年もどうか宜しくお願い申し上げ
ます。
　時が経つのは本当に早いもので、この前成人式を迎
えたと思ったら…もう還暦です。一度きりの人生、こ
れからも悔いのない日々を送っていきたいと思ってお
ります。
　私の生まれた昭和37年、そして今年の干支はミズノ
エの寅です。ミズノエ寅とは厳しい冬を超え、芽が吹
きはじめ新しい成長の礎（いしずえ）となる年だそう
です。私も新たなチャレンジの年としたいと思ってお
ります。
　その37年について調べましたところ、有名人では、
松田聖子、藤井フミヤ、豊川悦司、木梨憲武、柳沢慎
吾、風間トオル、六角精児、石原良純、寺門ジモン、
ダイヤモンドユカイ、高田延彦、トム・クルーズ、ジ
ローラモ、風見しんご、武藤敬司、等様々な方がいらっ
しゃいます。
　ちなみに昭和37年のプロ野球は、セ・リーグは阪神
タイガースが２リーグ分裂後初の優勝、MVPは村山
実。パ・リーグは東映フライヤーズが優勝。MVPは
喝で有名な張本勲。カープは門前監督２年目のシーズ
ンでしたが残念ながら借金18で２年連続５位と振るい
ませんでした。しかし森永がカープ初の首位打者を獲
得、大石清が３年連続20勝と次の年に期待の持てる
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　営業時はバブルがはじけていた時代で大変いい思い
をさせて頂いたことを思い出します。しかしそれは何
年か後には悲劇を迎えることも知らずに無茶をしてい
たなぁと思い出されます。
　仕事ばかりの人生でジェットコースターのように時
間が過ぎ女房には苦労をかけてばかりだと思うので、
これからは少しずつ恩返しをしようかなと思っている
ところでございます。
　60歳という年月は長いようであっという間だったよ
うに思いますが、まだまだやりたいことやこれから新
しく始めたいと思うことがたくさんあるので、人生を
振り返るのはもう少し先にして、これからも引き続き
頑張ってみようかと思います。
　還暦を新たなスタートだと考え、昨年は何十年ぶり
かに自動車学校を訪れ中型免許を取得致しましたの
で、10トンまでのトラック及び29人乗りのマイクロバ
ス迄運転できるようになりました。
　私に興味のある方がいらっしゃれば面接をお願いし
採用頂きましたら幸いでございます、と言うか、是非
ともお願いしたいと思います。日程等はすべてお任せ
致しますのでお声掛頂きますよう、くれぐれも宜しく
お願い致します。
　取り留めのない話となりましたが、年男としてのお
話を結ばせて頂きます。ご拝聴有難うございました。

　森　豊彦　会員
　2022年新しい年を迎えました
が、終息に向かっていたコロナ感
染が、年末再びオミクロン株の今
までにない感染力の強さで、瞬く
間にあらゆる行動が制限される状
態に戻りました。１月の西南ロータリー例会も１／
11・１／19中止、そして本日１／25もZoomでの開催
となりました。皆さんにはこの場をお借りしまして改
めておめでとうございます。今年も宜しくお願い致し
ます。
　今日は年男を迎えてをテーマにお話ししたいと思い
ます。私は1962年（昭和37年）８月17日寅年生まれで
今年60歳還暦を迎えます。諸先輩方を前に大変失礼か
と思いますが、60歳・還暦と聞くとどうも気がめいり
ます。目がかすむとか腰が痛いとはありますが、自分
ではまだまだ50歳代前半位の感覚でいますし、体力に
も若干ではありますが自信もあるため、還暦という響
きに戸惑いがあります。
　今年の干支は壬寅（みずのえ・とら）。１／６に広島
護国神社にて人数制限し新年安全祈願に参りました。
　この際宮司様より、今年の干支の意味、又今年がど
のような年なのか御説明頂きました。新しく立ち上が
る事や生まれたものが成長する等、生まれ成長する良
い年と聞きましたが、壬寅の年はあまり良い事が起
こったことが無いという方もおられます。
　今年はコロナ感染拡大から始まり、あらゆる物が値
上げ。そこに来て私は本厄と前途多難な１年となりそ

うですが、こういう年だからこそ何事も慎重に行動す
る事を頭の片隅に入れ、事故無く怪我無く健康に留意
し、この１年を有意義な年にしたいと思います。
　最後になりましたが、西南ロータリー会員の皆様も
コロナ感染予防を気を抜かず実施し、感染することの
ないよう頑張りましょう。１日も早く感染が終息し、
例会開催で元気な皆さんとお会いできることを楽しみ
にしています。

第1641回例会� ２月１日
12：30～13：30　Zoom

国歌　われらの生業
お誕生記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　 今後の例会予定等は、本日理事会後に連絡。／４

月29日（金・祝）開催の広島14RC合同懇親ゴルフ
大会参加者のみ、必要事項を記載の上２月18日（金）
迄にクラブに回答のこと。／例会後、引き続き理
事役員会開催。理事役員以外は例会後すぐ退出の
こと。

プログラム
会員卓話
　「年男新春放談」　
　曽里　裕　会員
　私は今月72歳の誕生日を迎えま
す。西南ロータリークラブに入会
したのが41歳の時、当時年齢が下
から３番目でした。この年男新春
放談も48歳、60歳と今回で３回目
になります。48歳の時はちょうど遺伝子組み換え食品
が話題になったころで、あんなもん食べさせられたら
長生きできないとお話ししましたが何とかここまで
やってこれました。また時にはロータリーの事業で仕
事そっちのけ、家庭そっちのけになったこともありま
すが、社員や家族に支えられここまでこれたことに感
謝しております。
　先日サントリーの関連会社が全国の20～79歳の男女
を対象に「年齢意識に関する調査」を実施し、「シニア」

「おじいさん・おばあさん」「お年寄り」という言葉か
らイメージする年齢を調べたところ、「シニア」が平
均61.6歳、「おじいさん・おばあさん」が69歳、お年
寄りが73.1歳という結果が出たそうです。
　自分では実年齢ほど年を取った気がしないのです
が、はた目からはおじいさんであり、来年からお年寄
りの仲間入りですので、あまりややこしい役を与えな
いようにお願いします。
　30年間のロータリー生活で色々な出会い、そして別
れがありました。
　10年以上前の話にはなりますが、当時まだお元気
だった小林先生とはよく電話でお話する機会があり、
私が還暦を迎えたとき年を取った気分になって「先生
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私も年を取りました」と言ったら、「何言ってるんだ、
君は僕を何歳だと思っているんだ」と叱られました（そ
の時小林先生は89歳）。言った相手を間違えたと反省
したことが心に残っています。気分的には年を取らな
いように気を付けたいと思います。
　最近一番ショックを受けたのが山下幸彦さんとの別
れです。彼は大変温厚な性格の反面、頑固なところも
ありましたが、色々な行事に付き合ってくれました。
彼が会長の2020年２月19日に「西南の集い」のメンバー
である鹿児島西南ロータリークラブさんの創立40周
年記念事業に招かれ、一緒に出席させていただきま
した。
　ちょうどコロナが出現し始めたころでしたが、まだ
あまり警戒心がなく盛大に懇親会も開催されました。
終了後２人でホテル最上階のバーへ飲みに行き、せっ
かくだから鹿児島の焼酎を飲もうということでバーテ
ンダーの方の蘊蓄に耳を傾けながら色々試しました。
私はあまり飲めないのですが、彼は癖の強い焼酎を選
んで飲んでおりました。開放感もあり、結構飲んで千
鳥足で部屋に帰ろうというときに山下さんが今から風
呂に入ってくるっていうので、この状態で風呂に入っ
たら危ないからやめた方がいいよと言って別れまし
た。後から考えると、健康にちょっと無頓着だったの
かなとも思った次第です。次の朝時間通りにロビーで
会ってほっとして、夕べ風呂に入ったの？と聞いたら

「いやぁ部屋に帰ってベッドに横になったら朝まで寝
とりました」と彼らしい返事が返ってきました。朝食
後、せっかく鹿児島に来たので島津家別邸跡の仙厳園
を散策し、前の晩バーテンダーの方に教えていただい
た黒豚のおいしい店に行き、特大のとんかつを食べて
帰路につきました。
　これが彼との最後の思い出になってしまいました。
　人生何が起こるかわからないので、残された人生精
一杯生きていこうと思います。

　佐藤克則　会員
　寅年生まれの私は、今年６回目
の年男を迎えます。
　この年男という仕組みは、前回
の年男からの12年間を通して、そ
の間を総括するいい機会だと思い
ます。
　まずは12歳、この間で一番自分に近い親や兄弟の存
在を知り、基本的な生活のすべを知り、身の回りのこ
とができるようになりました。

　次の24歳、この間は「学ぶ」ということを生活の中
心に置いて、人間形成をしていきます。大人になると
いう、人生でも大切な場面を作っていくわけです。
　36歳、若者から大人に脱皮していく時期となりま
す。私の場合は、23歳で生涯の仕事たる社会保険労務
士の業を見つけて11年間修業し、34歳で独立開業を果
たしました。
　48歳、自らの事業に力を注ぎながらも、少し余裕が
できたこともあってチョロチョロ遊びだして、挙句に
離婚まで経験しました。
　60歳、還暦です。仕事はおよそ先の見通しがつき、
社労士事務所としては結構な数の従業員も抱え、もう
ひと踏ん張りしようかどうかと考えておりました。経
営者の方々との縁も増え交際も深まり、ロータリーク
ラブにも入会して、仕事以外の世界に踏み出す機会が
色々と出てきました。
　そして72歳、70歳には予定していた通り経営トップ
の座も降りて、これからはゆとりある老後を送るつも
りでおります。ただ、コロナ騒動など予想もつかない
ことも起きて、予定通りには行きませんが。
　何にしてもこうして年男として12年間をくくってい
きますと、自分の生きてきた様が見えてきます。「老
後を楽しむ」これからの12年間に、自ら幸多かれと祈
る次第です。

第1642回例会� ２月８日
12：30～13：30　Zoom

奉仕の理想
四つのテスト唱和
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　 今週と来週の例会は引き続きZoom開催、２月22日
（火）は休会。／１月からの例会は全員出席扱い、メー
クアップ不要の案内。／２月のロータリーレートの
案内（１月同様、１ドル＝115円）。／例年の熊平製
作所からの寄贈本「抜萃のつづり」希望者は事務局
迄連絡のこと。／４月29日（金・祝）開催の広島
14R合同懇親ゴルフ大会の参加者は、来週中に回答
のこと。

プログラム
外部講師卓話（ビデオ視聴）
　「京都人　こだわりのDNA　職業奉仕の実践」
　京都洛北ロータリークラブ　若林卯兵衛　様
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第1643回例会� ２月15日
12：30～13：30　Zoom

ＲＯＴＡＲＹ
パートナー誕生月紹介
入会月紹介
会長時間
幹事報告
　 2022-23年度版ロータリー手帳の希望者は事務局迄

連絡のこと。／４月29日（金・祝）開催の合同ゴル
フ大会申込は今週金曜日迄。参加者は回答のこと。
／２月例会のお知らせメールの通り、４月28日

（木）地区のロータリー奉仕デーをマツダスタジア
ムで開催。ボランティア参加者を各クラブ４名募
集（先着で申込受付）。参加費6,000円で内野指定席

チケットとＴシャツ付き。小冊子配布・告知のボラ
ンティアを、15時～17時スタートで１時間半程度実
施。詳細は事務局迄。／来週は休会、Zoom配信例
会なし。

プログラム
ビデオ視聴
　「日本のロータリー 100周年記念ビデオ」
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掲　示　板

３月行事予定
❖ ３月８日（火）
　例会後、現次引継ぎ理事役員会
　その後、理事役員会・次年度理事役員会開催
❖ ３月13日（日）10：00 ～
　PETS（会長エレクト研修）開催
❖ ３月22日（火）
　18：30 ～　ウクライナ支援コンサート
　　　　　　（平石英心リチャード・岡野純大さん）
　19：00 ～　送別会 於：ANAホテル広島３F

　　 予算はクラブから
　⑺ 12月度会計報告
　　 承諾
　⑻ 就業規則改定の件
　　 一応承認、２月の理事会で審議
　⑼ 各理事役員報告
　　 クリスマス家族例会決算状況について
　　 ２月理事会で報告予定
閉会挨拶　佐藤副会長

日　時：2022年１月11日　13：00 ～
場　所：Zoom
出席者：根石、桒田、佐藤（克）、折本、漆原、萬歳、
　　　　白築、山國

根石会長挨拶
議事
　⑴ 合同幹事会・事務局運営委員会報告
　　 別紙参照
　⑵ 今後の例会開催について（メークアップ・職場訪

問例会中止・クラブ協議会中止等）
　　 １／18休会・１／25Zoom例会（役員も在宅）で

やってみる（卓話山崎さん要確認）
　　２／１　Zoom例会（曼防次第）
　⑶ ２月プログラムについて
　　 年男・年女卓話で調整する（曼防次第でZoom）
　⑷ 米山奨学会寄付について
　　 予定はあるが出来るだけ、クラブで支えていく　

承認
　⑸ ４／28地区のロータリー奉仕デーへの協力につい

て
　　 別紙参照
　⑹ オープン例会の件（３／８か３／15）
　　 別紙参照　５／９～５／ 20の間に変更
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職業奉仕月間／平和構築と紛争予防月間10 2022年 1・2月

１月の会員記念日

―――１月―――
徳納　武使　10日
―――２月―――
大江かおり　３日
林本　正継　９日
曽里　　裕　９日
井上　俊博　13日
佐々木　宏　18日
水谷　耕平　19日
藤井　良造　25日
荒木　　攻　28日

会員誕生日 創　業　月
――――――――１月――――――――
岡本　倫明　広島総合法律会計事務所 Ｈ19年
新藤幸次郎　㈱新藤栄商店 Ｍ18年
谷口　公啓　㈱キノル・システム・ワークス Ｈ11年
――――――――２月――――――――
平石　雅史　プルデンシャル生命保険㈱ Ｓ63年
橋本　幸範　橋本法律事務所 Ｈ20年
奥田　　實　㈱奥田建築事務所 Ｓ52年
岡本　俊雄　岡本電機㈱ Ｓ10年
岡本　泰明　㈱TOBIRA Ｒ３年
佐々木　宏　ヒサゴ食品㈱ Ｓ22年
曽里　　裕　広島ネームプレート工業㈱ Ｓ21年
山國　　豊　㈱しろがねや Ｈ５年

パートナー誕生日
――――――１月――――――
上田直治夫人　真由美様　６日
――――――２月――――――
林本正継夫人　径代様　３日
漆原健夫夫人　貴子様　４日
影久知也夫人　恭子様　15日
李　志翔夫人　慎 裕加様　18日
時岡俊介夫人　由佳様　19日

入　会　月
――――１月――――
荒木　　攻　H８年
佐々木信幸　H22年
新藤幸次郎　H24年
宮﨑　　真　H26年
――――２月――――
山國　　豊　H26年
水谷　耕平　H27年
河原　英二　H29年
尾立　静泰　R２年
尾﨑　順也　R２年
深谷　泰之　R２年結婚記念日

――――１月――――
小野　　誠 21日
小川　光博 22日
根石　英行 23日
――――２月――――
漆原　健夫 ４日

藤田　　進 14日
杉川　　聡 17日
荒木　　攻 21日
井上　俊博 23日
佐古　雄司 26日
田中　朋博 28日



私的には「外でご飯食べるな措置」が新年早々に適用されて、生きる楽
しみのほとんどを奪われた年初の心持。年末に立てた新年会の予定もすべ
てキャンセル。ただ、現状に落胆しているだけでは、美味しいの道を究めん
とするものとして恥ずかしい。ここは、「外でご飯食べてもいいよ宣言」に
向けて身体を引き締め、ベストコンディションでダッシュを決められるよう、
２ヶ月で２キロのダイエットに成功しました。本日3月７日。時は満ちたり。

　宮内交差点から旧佐伯町へ向かって車を走らせると、左
手にダイソーがあるすぐ右手にあるこのお店。おそらく誰か
に紹介してもらわない限り、入ることはないかもしれません。
　しかし、廿日市では知る人ぞ知る評判の洋食屋さんです。
店主は、噂レベルで聞くところ、どこぞのフレンチのシェ
フ？だったとか、なかったとか。たしかに、店主のいでた
ちは、白の背高コック帽がトレードマーク。
　おススメは、おいちゃんの名を冠した「おいちゃんちの
から揚げ定食」と「手こねジューシーハンバーグ定食」。
50を越えたお腹でも食べられる上品な洋食は、昼時にここ
を通る仕事があることを日々願うほどです。

【廿日市市宮内 てしごと定食や おいちゃんち】
委員会コラム

　⑷ ２／23ロータリー奉仕デー（宮島）について
　　 オミクロン株増大の中他クラブと合同開催は難し

く、西ロータリーは単独開催を希望しており、我
がクラブも共同開催しない事を承認

　⑸クリスマス家族例会決算について
　　 予算と実績が一目でわかる収支表にて確認、承認
　⑹ １月度会計報告
　　 資料にて確認、特に動きはなく順調に推移している
　⑺ 各理事役員報告
　　 特になし
　⑻ その他
　　 Zoom開催に於いては会員間のコミュニケーショ

ンが取りにくく卓話者に質問コーナーを設ける、
ロータリー友誌を読んでのコーナーを復活させる
など、より多くの会員が発言でき、交流が深まる
ような例会について意見が交わされた。

次回開催日
　第９回理事役員会（現次合同）
　日時： 令和４年３月１日（火）予定、詳細は後日
　場所：ANAクラウンプラザホテル広島予定
　プログラム委員会は４月の予定のご準備をお願いし
ます。
閉会挨拶　佐藤副会長

日　時：2022年２月１日　WEB例会終了後
場　所：Zoom
出席者：根石、桒田、佐藤（克）、佐藤（二）、折本、
　　　　藤田、漆原、白築、萬歳、井上、山國、
　　　　河原

根石会長挨拶
議事
　⑴ 今後の例会予定とプログラムについて
　　 ２／８、２／ 15共にZoom開催、２／ 22は休会

（メーキャップ不要）
　　プログラム予定
　　２／８　 岡本倫明会員（税についての卓話）
　　２／ 15　 佐々木宏会員のご紹介の方（幹事が確

認中）
　　　　　　 国際奉仕委員長の長野会員の卓話も候補

として留保
　⑵ 地区補助金事業進捗状況の確認
　　 寄贈品は２月中に受渡予定、贈呈式はコロナ禍を

鑑みて様子見
　⑶ オープン例会について
　　 日程は５／10、講師は南原竜樹様お願いする事を

承認。
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2022年３月29日発行
　新年を迎えた早々１月７日からまん延防止等重点措置が広島でも適用さ
れ、１月、２月を通じてまたもや集っての例会が不能となってしまいました。
禍はもう十分、にもかかわらず、なかなか立ち去ってはくれません。私事で
すが、昨年後半からカード情報漏洩による使い込み、自動車事故での車廃車、
代車のバッテリー上がり、子供のコロナ感染、そして皆様に多大なるご迷惑
をおかけして土下座して謝罪したい気持ちのコンピュータウイルス感染。こ
れをプラスに転じて思考するとしたら、皆様の不幸を一手に私が引き受けた、
と。皆様に幸運が訪れなければ、幸と不幸のバランスが取れませんので、きっ
と今年は皆様にとって良い年でございます。 （大山　修司）

編集後記



2021学年度米山奨学生終了式  2月20日


