
　河野様、本日はようこそいらっしゃいました。後ほどの

卓話時間で厳島神社の勉強をさせていただきたいと

思います。

　さて、先月22日から24日の3日間、台北市に行き、南

港RC15周年記念式典に参加してきました。当クラブ

から、会員・夫人合わせて30名が出席してきました。南

港RC会長のフランク他会員・会員夫人から大変な歓

迎を受けました。

　23日には、記念事業である桜を植樹した記念碑の

序幕式が行われ、夜は記念式典が行われました。200

名以上の出席者があり、大変盛大な記念式典でし

た。記念式典で当クラブが歌った、「上を向いて歩こ

う」と「さくらさくら」は、リハーサル以上の非常に良い出

来であったと思います。ピアノ演奏していただいた中井

副会長の奥様、指揮をした渡邊会員ご苦労様でし

た。

　この日は、地元テレビ局の取材が行われ、記念碑の

除幕式の様子は当日のテレビで放送された、とのこと

でした。また、記念式典前には私はテレビ局のインタ

ビューを受け、

　　１） 南港RC訪問の目的

　　２） 南港RCに対する印象

　　３） 南港RCから受けた影響

　　４） 今後の南港RCとの活動

　　の4点について質問を受けました。

　十分な心の準備ができていなかったため、どのよう

な返事になっていたか自信がありません。今回の記念

事業・記念式典の様子は、特集番組として、台湾全土

で放映されるとのことです。しかし、私はインタビューの

ところについては、あまり見たくはありません。

　翌24日は、2時間にわたり合同協議会を行いました。

両クラブの活動の報告と、今後の共同事業について

協議を行いました。今までにない、活発な協議会になっ

たと思います。

　今回の南港RC訪問の様子につきましては、来月の

創立17周年記念例会で報告される予定です。詳しい

状況はそちらで行っていただければと思います。

　最後になりましたが、南港RC交流委員会の皆様、特

に青木委員長には随分ご苦労されたと思います。この

場をお借りしましてお礼申し上げます。

　以上で会長時間といたします。

梶田　滋　会長

３月３０日に夜間例会が開催され、寺西会員と
尾崎会員が入会されました。

★川u　　尚さん

★近藤　英昭さん

★梶田　　滋さん

★有田　伸治さん

★河内　正晴さん

★大藤　良治さん

★中井　克洋さん

★佐伯　敬男さん

★松野　正信さん

★山根　達則さん

★中本　昭文さん

★高尾　昌二さん

★渡邊　英晶さん

★有田　晴好さん

★上杉　昌幸さん

★藤木　　寛さん

★川口　哲司さん

 川口　哲司　会員　昭和18年4月15日　69歳

 佐伯　敬男　会員　昭和22年4月 9 日　65歳

 松野　正信　会員　昭和32年4月21日　55歳
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この場をお借りしましてお礼申し上げます。

　以上で会長時間といたします。

①理事会 

　本日例会終了後13：40～　3階「末広の間」に

おきまして、定例理事役員会を開催します。ご関

係の方は、ご参集ください。

②新旧クラブ協議会 

　次週　4/16（月）例会終了後　13：40～　新旧

クラブ協議会を開催します。

　今年度の理事・役員・委員長の方に委員会活動

の引継ぎについて、2分程度のスピーチをお願い

します。

嚴島神社　禰宜　河野　豊　様

　河野様より厳島神社の御鎮座伝説についてお話

をいただきました。

　天より降臨したアマテラスの三女神が三原、尾道

の瀬戸田などを転 と々し、大竹で佐伯鞍職（さえきくら

もと）に出会い、御殿の建設を依頼しました。

　佐伯鞍職の舟で鎮座場所を探していると御烏様

に案内され、それについていくと現在の場所の上で

御烏様が消え、この場所だと思い御殿を創建したそう

です。



①新旧クラブ協議会

  本日例会終了後、3階「はごろもの間」におきまし

て新旧クラブ協議会を行います。

　ご参加をよろしくお願いします。

①ライラ準備委員会

　本日クラブ協議会終了後、3階「はごろもの間」

におきまして、ライラ準備委員会を開催します。

ご関係の方はご参集ください。

③次回例会

　次週4/23（月）は、ＪＡ広島中央会におきまし

て、職場訪問例会となっております。

　親睦、S.A.A.委員会は、会場準備のため12時頃

にお越し下さい。

　また、出欠表と地図を配布しておりますので、ご

確認ください。

グループ７　ガバナー補佐　久笠信雄 様

河内　正晴　会員　記念日　4月26日

渡邊　英晶　会員　記念日　4月29日

　おめでとうございます。

広島邦楽連盟　会長　福盛智子　様

記念品授与・・・梶田会長より2名へ記念品を授与

　3月11日（日）インターシティ・ミーティングの御礼に
来会されました

★国際ロータリー第2710地区
　グループ７　ガバナー補佐
　久笠　信雄　様

★渡邊　英晶さん

★澤井　　誠さん

★久保田幸恵さん

ゆうほRCC　２０１2　4月定例会　報告書
　　　　　平成２4年4月20日（金）  １９：３０～ 
　　　　　　　　サンリブフードコート内 ： オアシス

<出席者＞

・廿日市ロータリークラブ　　大藤、松野、佐伯

・ゆうほ　住田、植村、長、渡辺、笠井、森田、船木

１．ゆうほから

＜パトロール＆環境保全＞

日時：4月20日（金）　１８：００～

場所：ビッグ～ローソン～ダイソー～八幡交番～

　　   サンリブ ～フタバ図書など

参加：廿日市ロータリー  松野

      ゆうほ   　　長、渡辺、笠井、森田　      

～気づき～

　ごみはあいかわらず吸殻が多い。

　八幡交番 ： バイクや自転車の盗難が多い。

　サンリブ ： ゲームセンターのレイアウト変更で見通しが

　　　　　良くなった。

　　　　　水戸薬局入り口付近で子ども達がよくた  

　　　　　むろしている。

今後の予定

＜防犯教室＞

大塚小学校 ： 一年生から三年生およそ５００名

日時 ： ５月９日（水）　３時間目（１０：５５～１１：４０）

参加 ： 植村、住田、笠井、長、西川、稲田

＜防犯教室＞

八幡小学校：

日時 ： ６月２７日（水）　　２時間目

＜防犯教室＞

八幡児童館 ：　（人数調整つかず、お断りします。）

＜防犯教室＞

彩が丘小学校 ： ４時間目

日時 ： ７月１８日（水）　

＜防犯教室＞

五日市南小学校 ： ２時間目

日時 ： ７月１８日（水）

＜夏休み工作教室と防犯教室＞

八幡公民館

日時 ： ７月２８日（土）　　

何を作るか皆さん考えておいてください。

２．廿日市ロータリークラブから

台北市南港ロータリークラブを訪問、高齢者への配食

援助をしている。

ゆうほへ次年度事業計画提出依頼。

３．その他

ゆうくんとりりーさんのメンテナンスが完了しました。



今年も当クラブが宮内に植樹した桜がきれいに
咲きました。　写真 ： 佐伯会員

ロータリー地域社会共同隊
(Rotary  Community  Corps　RCC)

　以前ならロータリー・クラブが実施していたかも

しれない社会奉仕プロジェクトの一部は、1986

年から地元のロータリアンの指導で市民グループ

が、現在、実施しています。ＲＣＣは地域住民の

力を発揮できるよう組織化したもので、住民が自

らの手でそれぞれの生活を向上することを目的

としています。ロータリー・クラブが中心にな

り、共同隊を結成し、最初の目標設定に力を貸

しますが、RCCの目的は、地域社会を向上させ

るため、住民に「自主自助」の方法を提供する

ことです。このためロータリー・クラブは、

ＲＣＣの会員が積極的に共同隊の活動を指導

できるように、会員のための指導者講習会を開

催します。共同隊に当初の資金を提供すること

もありますが、ＲＣＣの自主自助に重点を置き

ます。そのためにロータリー・クラブは共同隊の

会員に資金と技術援助の両方を得るためのさ

まざまな方法を指導します。RCCが、どの程

度、自主的に活動ができるかに関係なく、提唱

ロータリー・クラブは、共同隊の定期的会合に

出席したり、プロジェクトの実施地を見学したり

して、その進展状況を監督し続けます。
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　　　5／18（金）
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6／15（金）
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6／15（金）
１９：３０～　　

集合：ザ・ビッグ五日市店
たこ焼き店前、名札持参
防犯ベストあり

場所：サンリブ内オアシス

集合：ザ・ビッグ五日市店
たこ焼き店前、名札持参
防犯ベストあり

場所：サンリブ内オアシス
　

4.次回は

３月22日から３月２４日に当クラブ会員20名、夫人10
名（合計30名）が台湾の台北に訪問し、友好クラブ
である南港RC１５周年記念事業に出席しました。立
派な記念碑も披露されました。

　主人公元郡奉行戸田秋谷は、家老中根兵右衛門

の企てにより前藩主の側室と不義密通し、刺客を斬

り捨てたとの冤罪を着せられ切腹を命じられたが、

秋谷が御家の家譜編纂に従事していることを理由

に、十年後の家譜完成まで執行を猶予されました。

不条理な藩命をも受けいれ、家譜を編纂しているう

ちに家老中根兵右衛門の企みの詳細を掴んだ秋谷

は、その証拠を公表し、冤罪を晴らし切腹を免れる

ことが出来たにも拘わらず、そのことには頓着せ

ず、病気がちな妻をいたわり二人の子供達の成長を

穏やかに見守りながら藩命を粛 と々履行していきま

す。さらに、生活に困った農民達が企てた一揆をく

い止めようと命をかけた行動にも出ました。

　自分が不条理な立場におかれた事には触れず、

藩のため農民のために自らのなすべきことを日々

淡 と々、且つ、凛として成し遂げ、区切られた命を気

高く凄絶に生きた主人公戸田秋谷の姿を描いた小

説です。

　人間の欲望には際限がなく、便利・健康・長寿・快

楽を求め新しい技術や機器・システムを考案し自然

も都合よく改造してきました。

　原発もその一つで、福島第一原発事故では人間の

力では抗う事の出来ない自然の力のすさまじさを思

い知ることとなり、制御できないロボットにより人類

滅亡の危機に晒される、アニメの世界が現実になっ

た瞬間のようにも見えました。

　その制御できないものを経済優先で、海外輸出・

再稼働に舵を切ってよいのか疑念がもたれます。

一方、その技術力のおかげで豊かな生活を手に入れ

ていることも事実で、原発の廃止、再稼働いずれを

選択するか優先する価値観によってその答えも様々

にあるように思われます。

　経済優先で、リスクは科学の力で抑え込んでいく

のか、ブータンの考え方を参考に多少の不便も楽し

み安らぎとしていくのがいいのか・・・

　いずれを選択するにしても人が作る制度・規則に

はおのずと限界があり、どんなに整備されたもので

もどこかに不条理が潜在していると思います。

　その不条理が自身の周りで顕在化した時、どのよ

うな行動がとれるのか考えてみると、不条理を受け

入れ、自分の命よりも、貧しい百姓たちの生活を守る

事を優先した秋谷のような行動出来れば理想です

が、「雨ニモ負ケズ」とは反対に一番に自分を勘定に

入れる人生を送ってきた今の私には到底出来るとは

思われません。

　そんなことを考えていると、天下・国家を論じるよ

うな大げさな思いになりそうで可笑しいのです

が・・・

　ともあれ自らのことでは、秋谷の生きざまは、ロー

タリーの行動基準に通じるものがあるとおもわれ、

しっかりと「こころ」に行動基準を刻むことで、少しで

もその姿に近づいて行けるのではないかと結論づけ

て見ました。

直木賞作品「蜩ノ記」をよんで思う事
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り、プロジェクトの実施地を見学したりして、その進

展状況を監督し続けます。


