
広　島　物　語（広島じまん）
Ⅰ　トピックス
１．広島県ＨＰ　総務大臣賞受賞 (２０１２年全国広報
コンクール)
　観光キャンペーン「おしい！広島県」自治体の枠を超
えた新しい試みが評価

２．魅力ある都市「広島」
【世界のトップ２００にランクイン。Ｔhe Cities Book」の
表紙】
　世界で最も有名な旅行ガイド出版社Lonely 
Planet社出版の「The Cities Book」の世界トップ
２００の魅力ある旅行先として広島がランキングに
入ったことが平成１８年（２００６）４月のJapan times
に掲載。（日本では三都市のみ）
１位：パリ ２位：ニューヨーク ３位：シドニー ４位：バルセ
ロナ ５位：ロンドン　２６位：東京「近代都市」 ４５位：
京都「伝統的都市」　１３３位：広島
「人々が広島を訪れるのは、その都市の名前が持
つ象徴的な本質のためであるが、広島を訪れると、
素晴らしい娯楽や文化に溢れた活気のある街だと
分かる。」

３．住みよい都市ランキング「政令市３位（全国６位）」
人口３０万人以上の５４都市を比較。
（財）北九州都市協会編、共同通信社発行「住み
よい都市」（２００４年１１月発行）
（自然・居住・経済・公共施設・文化・教育・健康・安
全・都市イメージの７つのジャンルでランキング。）
 [政令市]   １位：仙台市 ２位：京都市 ３位：広島市
「全　国」 １位：福井市 ２位：仙台市 ３位：金沢市
　　　　  ６位：広島市

４．安心して住める都市
　「政令市」 １位：広島市　 　全国：３３位

５．広島の象徴は３Ｂ？→プラス３Ｂ
「Bridge」「Bank」「Bar」＋３Ｂ「Baseball」「Branch」
「Beautiful」

６．広島人の感覚は日本人の平均？（市場調査）テスト
マーケッティングのターゲット
アメリカの日用品メーカー「Ｐ＆Ｇ社洗剤」（全温度チ
アー）や紙オムツの発売、
ＪＴタバコの新製品のテスト販売。

吉　中　康　麿　様元広島市文化財団理事長
安田女子大学　講師

①次年度理事会
  本日例会終了後13：40～　3階「末広の間」にお
きまして次年度理事会を行います。
  ご関係者はご参集ください。
②ライラ準備委員会
　本日15：00～　3階「末広の間」におきまして、ラ
イラ準備委員会会合を開催します。ご関係の方
はご参集ください。
③次回例会
　次週5/21（月）は、宮島　嚴島神社におきまして
職場訪問例会です。
　親睦、S.A.A.委員会は、11時45分に宮島桟橋前
へお越し下さい。
④次年度事業計画書
　次年度の事業計画書の締め切りが5/17（木）と
迫っております。    

５．広島の象徴は３Ｂ？→プラス３Ｂ
　「Bridge」「Bank」「Bar」＋
　　３Ｂ「Baseball」「Branch」「Beautiful」
６．広島人の感覚は日本人の平均？（市場調査）テスト
　マーケッティングのターゲット
アメリカの日用品メーカー「Ｐ＆Ｇ社洗剤」（全温度チ
アー）や紙オムツの発売、ＪＴタバコの新製品のテス
ト販売。
マクドナルド　新製品は広島で反応を見る
「ＭＯＳＵＤ」ミスタードーナツとモスバーガーのコラボ
店舗の第１号店

７．ＮＨＫ県民意識調査（平成８年）
「自分の父を母を手本に生きてゆきたい」(８位）
｢昔から有るしきたりは尊重すべき」（２位）
「年上の人のいうことには自分を抑えてでも従う方
　が良い」（４位）
「家の祖先には強い心のつながりを感じる」（６位）
「この世の中のどんなものも、人の心も、すべて滅び
　やすく変わりやすい」（５位）
｢他人にウソをつく事はどうしても許せない悪いこと
　だ」（２位）
「夫婦以外の性的関係はどうしても許せない悪いこ
　とだ」(３位）

Ⅱ．歴史あれこれ
１．「広島」の名前の由来
広島城　「築城１５９９年（慶長４年）」
－源頼朝の側近・大江広元（毛利家の祖）　普請
奉行・福島元長
－広い島

２．広島に大本営。史上初めてで最後。臨時首都に！
　明治２７年（１８９４）日露戦争が勃発。兵士や物資
が広島に集結し宇品港から出港。
　広島に大本営を移し、明治天皇の御座所を設営。
　第７帝国議会（臨時議会）が開かれ、広島は臨時
首都となる。

３．「軍都」から「平和都市」に
　昭和２０年８月６日８時１５分。人類史上初の原爆投
下によって広島は一瞬にして壊滅。同年末までに
約１４万人の命が失われた。（当時の人口約３５万
人）
　昭和２４年に｢広島平和記念都市建設法｣が制定・
公布され国内外からの支援を受けて「平和都市」と

しての本格的な復興が始まる。
４．「ヒロシマ」は世界の都市に
（１）ベルリン　ティアガルテン公園近く「ヒロシマ通り」平
成２年（１９９０）
　ドイツ海軍提督（グラーフ・シュペー）名の通りを「軍人
から平和の象徴へ」改名
　日本大使館の住所「ヒロシマ通り６」とし、道路名表
示板に「１９４５年８月６日、初めて原爆が投下された
日本の都市」と明記。
　もしかしたら原爆はベルリンに投下？（１９４５年５月７日
ドイツ無条件降伏）
　隣接する運河も「グラーフ・シュペー橋」から「ヒロシマ
橋」に

（２）ボツダム宣言発表の場
「アメリカ大統領トルーマンの宿舎」「広島原爆記念
碑」が建立(英語・ドイツ語・日本語)　広島と長崎の
被爆石

（３）ドルトムント
中心部の教会の横の広場「ヒロシマ広場」に【ヒロシ
マ母】と題するブロンズ像

（４）ニュルンベルク
　「ヒロシマ　プラザ」広場
（５）ケルン
「ヒロシマ・ナガサキパーク」公園
オーバーハウゼン

（６）「ドイツ国際平和村」
　「広島平和記念通り｝
（７）ハノーバー
　「ヒロシマ通り」
（８）ロシア・ボォルゴグラード
　「ヒロシマ通り」１００ｍ　１Ｋｍ
（９）スペイン・アランフェス市
　「広島平和記念大通り」
（１０）ローマ
　「ヒロシマ・ナガサキ通り」

Ⅲ．広島始めて物語̶　全国に誇れる起業・発明
１．万年筆の「セーラー」
創業者　阪田久五郎
　 明治３８年（１９０５）初めて万年筆を見る
ペン先づくりから始め　明治４０年（１９０７）勧業博
覧会　銅牌を受賞
国産万年筆を完成
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６．広島人の感覚は日本人の平均？（市場調査）テスト
　マーケッティングのターゲット
アメリカの日用品メーカー「Ｐ＆Ｇ社洗剤」（全温度チ
アー）や紙オムツの発売、ＪＴタバコの新製品のテス
ト販売。
マクドナルド　新製品は広島で反応を見る
「ＭＯＳＵＤ」ミスタードーナツとモスバーガーのコラボ
店舗の第１号店
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「自分の父を母を手本に生きてゆきたい」(８位）
｢昔から有るしきたりは尊重すべき」（２位）
「年上の人のいうことには自分を抑えてでも従う方
　が良い」（４位）
「家の祖先には強い心のつながりを感じる」（６位）
「この世の中のどんなものも、人の心も、すべて滅び
　やすく変わりやすい」（５位）
｢他人にウソをつく事はどうしても許せない悪いこと
　だ」（２位）
「夫婦以外の性的関係はどうしても許せない悪いこ
　とだ」(３位）

Ⅱ．歴史あれこれ
１．「広島」の名前の由来
広島城　「築城１５９９年（慶長４年）」
－源頼朝の側近・大江広元（毛利家の祖）　普請
奉行・福島元長
－広い島

２．広島に大本営。史上初めてで最後。臨時首都に！
　明治２７年（１８９４）日露戦争が勃発。兵士や物資
が広島に集結し宇品港から出港。
　広島に大本営を移し、明治天皇の御座所を設営。
　第７帝国議会（臨時議会）が開かれ、広島は臨時
首都となる。

３．「軍都」から「平和都市」に
　昭和２０年８月６日８時１５分。人類史上初の原爆投
下によって広島は一瞬にして壊滅。同年末までに
約１４万人の命が失われた。（当時の人口約３５万
人）
　昭和２４年に｢広島平和記念都市建設法｣が制定・
公布され国内外からの支援を受けて「平和都市」と

しての本格的な復興が始まる。
４．「ヒロシマ」は世界の都市に
（１）ベルリン　ティアガルテン公園近く「ヒロシマ通り」平
成２年（１９９０）
　ドイツ海軍提督（グラーフ・シュペー）名の通りを「軍人
から平和の象徴へ」改名
　日本大使館の住所「ヒロシマ通り６」とし、道路名表
示板に「１９４５年８月６日、初めて原爆が投下された
日本の都市」と明記。
　もしかしたら原爆はベルリンに投下？（１９４５年５月７日
ドイツ無条件降伏）
　隣接する運河も「グラーフ・シュペー橋」から「ヒロシマ
橋」に

（２）ボツダム宣言発表の場
「アメリカ大統領トルーマンの宿舎」「広島原爆記念
碑」が建立(英語・ドイツ語・日本語)　広島と長崎の
被爆石

（３）ドルトムント
中心部の教会の横の広場「ヒロシマ広場」に【ヒロシ
マ母】と題するブロンズ像

（４）ニュルンベルク
　「ヒロシマ　プラザ」広場
（５）ケルン
「ヒロシマ・ナガサキパーク」公園
オーバーハウゼン

（６）「ドイツ国際平和村」
　「広島平和記念通り｝
（７）ハノーバー
　「ヒロシマ通り」
（８）ロシア・ボォルゴグラード
　「ヒロシマ通り」１００ｍ　１Ｋｍ
（９）スペイン・アランフェス市
　「広島平和記念大通り」
（１０）ローマ
　「ヒロシマ・ナガサキ通り」

Ⅲ．広島始めて物語̶　全国に誇れる起業・発明
１．万年筆の「セーラー」
創業者　阪田久五郎
　 明治３８年（１９０５）初めて万年筆を見る
ペン先づくりから始め　明治４０年（１９０７）勧業博
覧会　銅牌を受賞
国産万年筆を完成

昭和２３年（１９４８）ボールペン発売｛万年筆の革命
児｝
昭和２９年（１９４８）カートリッジのインク補充方式
昭和４７年（１９７２）「ふでぺン」を発明

２．ヨーグルトの「チチヤス」　
日本で初めてヨーグルトを製造・販売
明治１９年（１８８６）創業者野村　保
　「広島ミルク会社」
大正　６年（１９１７）ヨーグルトの販売【日本初】
昭和　５年（１９３０）「チチヤス」二代目野村清次郎
　が改名
明治天皇広島で「チチヤス牛乳」

３．パンの「アンデルセン」
昭和２３年（１９４８）開業
昭和２７年（１９５２）本通りで「パンホール」
昭和４２年（１９６７）現店舗購入（大正時代の建物・
　三井組広島支店）
昭和４５年（１９７０）冷凍パンの技術開発【日本初】
｛セルフチョイス方式　トングを使って自分でトレイにい
れるスタイル｝
｛広島県のパンの消費量
　全国で４番目。  １位:京都　　２位:兵庫｝

４．バームクーヘンとホットドッグ
大正６年（１９１７）似島に　第一次世界大戦のドイツ
　人捕虜収容５４５人
８年（１９１９）カール・ユッハイム
　「似島独逸俘虜技術工芸品展覧会」に日本初の
　バームクーヘンを出品
【ソーセイジを出品　へルマン・ボルシュケ】
　（広島県物産陳列館̶産業奨励館）
昭和９年（１９３４）日米親善野球大会で日本初のホット
ドッグを販売。
５．ふりかけ「旅行の友」　田中食品（株）
明治３４年（１９０１）呉市で創業（味噌・漬物・海苔佃煮）
大正　３年（１９１４）第一次世界大戦勃発　海軍　保
存用食品の開発を要請　
　６年（１９１７）「旅行の友」発売　超ロングセラー商品
　【昭和２４年（１９４９）創業　三島食品（株）「ゆか
り」】

６．軍用食の代表　「缶詰」
　明治１０年（１８７７）日本初の缶詰工場（北海道）
　（日本の缶詰産業が大きく伸びたのは広島）
　脇　隆景　海田市に缶詰工場（フランス人宣教師　

に学ぶ）
　１６年（１８８３）「水産博覧会」で発表
　１８年（１８８５）第５師団に牛肉缶詰を納入。軍に初
　めて貯蔵品食品。
　｛桃・びわ・洋ナシ・フルーツみつ豆・ミカンの缶詰日本
　初めて｝
７．クマヒラ金庫
　国内金融機関の金庫整備　６０％のシェアー　
　入退室管理システムなどトータルセキュリティーは世界
　的企業
８．「ニッカウィスキー」ルーツは竹原の酒造
　享保１８年（１７３３）創業　竹鶴酒造　
　昭和　９年（１９３４）竹鶴正孝大日本果汁（株）設立
　　　１５年（１９４０）日本で初めてのスコッチウィスキー
　　を発売
　　「日」と「果」ニッカウィスキーと命名
９．かっぱえびせんの「カルビー」
　明治３８年（１９０５）松尾巡角堂が前身。「柿羊羹」
　　（宇品）
　昭和２９年（１９５４）日本ではじめて小麦粉を原料と
　した「あられ」発売
　「かっぱおかき」清水昆のマンガを包装紙に。
　後の「かっぱえびせん」に繋がる。
　３０年（１９５５）社名変更。カルビー（カルビー製菓
（株））カルシュームの「カル」と「ビタミンＢ１」の「Ｂ
（ビー）」
　栄養食品・健康食品を目指す。
１０・お好み焼きには「オタフクソース」
　大正１１年（１９２２）佐々木商店を創業（佐々木精　
　一）　酒・醤油卸・小売
　昭和２７年（１９５２）お好み焼き専用ソース製造
　　　（各種ソースでは全国２位。お好みソース１位）
　「お好み焼き・たこ焼き研修センター」全国７都市に。
　｛開店をサポートした店・７００件（全国）｝
１１．防虫剤の「フマキラー」
　明治２３年（１８９０）薬種商として創業。大下大蔵
　社名「フライ（fly＝蠅）。マスキート（mosquito＝蚊）
　キラー（killer.）
　大正　９年（１９２０）殺虫剤「強力フマキラー」を開
　発・販売
　昭和２５年（１９５０）東京に本社。
　３７年（１９６２）「フマキラー（株）」に商号変更
　３８年（１９６３）世界初電気蚊取り「ベープ」を開発。

　販売網世界８０カ国。海外比率２０％超。
　平成１６年（（２００４）世界最小・最軽量電池式携
　帯虫よけ「どこでもベープNo.1」発売
１２．モーニングサービスも広島が発祥の地
　昭和２６年（１９５１）「ルーエぶらじる」開店。｛昭和
　３２年モーニングサービス開始｝

Ⅳ．広島のランキング
１．交通編
（１）チンチン電車　(日本一)
　営業距離８路線　３５.１Ｋｍ・保有車両数１５０両
　一日当たりの乗客数  　　　１４．７万人
　一年間の輸送人員　   ３、７８０.９万人
（２）アストラムライン（新交通システム）
　営業距離　１８.４Ｋｍ（２ｋｍは地下）：日本１位
　２位：ゆりかもめ（１３.７Ｋｍ)　３位：埼玉県「ニュー
　　シャトル」（１２.７Ｋｍ）
（３）スカイレールサービス
　急こう配（全長１.３Ｋｍ　高低差１６０ｍ）
（４）日本最初の乗り合いバス
　明治３８年（１９０５）　国産ガソリン式　横川～
　可部　１４.５Ｋｍ　１２人乗り　約９カ月運行
（５）山陽新幹線
　トンネルが多い（新大阪～博多間５５４Ｋｍのうち　
　１４２。総延長２８０Ｋｍ）
２・農水産物（平成１９年・２０年・２１年のデーター）生
　産量及び収穫量
　１位　牡蠣（５０．６％） ・レモン（６５．７％）・ネーブルオ
　レンジ（３１．１％）クロダイ（１２．４％）
　２位　はっさく（１６．２％）
　３位　松茸（８．５％）・秋植え馬鈴薯（４．６％）・    
　４位　太刀魚（８．８％）・デコポン（７．７％）・
　　　鶏卵（４．７％）
　５位　清見：（５．３％）
　６位　いちじく（４．５％）
　７位　みかん（４．１％）
３．全国１位の主な工業製品（平成２０年のデーター）
　やすり（７２．７％）・ニット製ズボン・スカート（５４．２％）
　研削砥石（４６．３％）・工業用スポンジ製品（４１．３％）
　印刷・製本･紙工機械の部品・取付具・付属品　
　　（３７・　５％）
　毛筆・絵画用品（３５．５％）・織物製スカート・ズボン　
　　（３０％）

　破砕機（２７．３％）・アルミニウム・同合金ダイカスト　
　　（２５．３％）
　ウスター・中濃･濃厚ソース（２４・５％）・印刷機械　　
　（２３．３％）
　鋼製国内船の改造・修理（２３．２％）・鋼製貨物船の
　新造（２２．６％）
　バレーボール・サッカーボール・バスケットボール等　　
　（２２．２％）
　その他（琴・針類・下駄・木ヒール・ビーズ）

Ⅴ．アラカルト
１．日本最大級の木造大仏
　「極楽寺」天平３年（７３１）行基によって開山。
　８メートルの大仏（松の寄木造り）
２．日本一のシリブカガシの群落（ブナ科）１０ヘクタール
　二葉山（標高１３９メートル）山頂に「二葉山平和塔
　（仏舎利塔）」
３．スキー場
　国内で最西端にある本格的なスキー場
　スキー場の数　２５か所（４７都道府県中７位）
４．品目別世帯別購入数量
　　「かき」・「ビール」・「コーヒー」は全国１位。
　　「清酒」は政令市１位
　　【全　国】
　［カキ］　　　　　　　　　[ビール]
　１位　広　島（１．９１２ｇ）　１位　広島（４２．８０ℓ）
　２位　神　戸（１．１３１ｇ）　２位　秋田（４１．９３ℓ）
　３位　北九州（１．０８５ｇ）　（全国平均　３５．４６ℓ）
　　　
　「コーヒー」　　　　　
　１位　広島（２．８９１ｇ）　
　２位　鳥取（２．８１７ｇ）
　３位　大津（２．５８２ｇ）　　
　（全国平均　１．９６６ｇ）

　「清酒」
　１位（政令市）広島　（１０．７８０ｍｌ）
　１位　（全国）秋田　（２０．１３９ｍｌ）
　２位　新　潟　　　（１７．１６０ｍｌ）
　３位　富　山　　　（１２．７８５ｍｌ）　
　　　　・
　１０位　広　島　　（１０．７８０ｍｌ）
　　　　全国平均   （　９．７２７ｍｌ）
　



川﨑　　尚　会員　記念日　5月 5 日 
森井　紀夫　会員　記念日　5月26日
松浦　光男　会員　記念日　5月23日 
松野　正信　会員　記念日　5月25日 
平塩　清種　会員　記念日　5月15日
　おめでとうございます。   

★松浦　光男さん

★川﨑　　尚さん

★森井　紀夫さん

★平塩　清種さん

★有田　晴好さん

★上杉　昌幸さん

★松野　正信さん

★近藤　英昭さん

★梶田　　滋さん

★太田　泰宏さん

（記念品授与…梶田会長より5名へ授与）   

　「心に作用する逸品」を言葉通りに受け取り、ここ
数年の間に私の心に響いた話の一つを紹介しま
す。元はといえば､鶴学園理事長が傘下の高等学校
卒業式で､卒業生へ贈った「餞けの言葉」の中にあり
ました。機会があれば、わがクラブの卓話で紹介し
たいと思いつつ、時を得ず今日に至っています。物
語は（注）の本の冒頭に収められており、その一部を
引用します。

　相手を思いやる一言が、生涯、忘れられない感動
を与えることがあります。
　ある日、東京ディズニーランドに若い夫婦が訪れ、
レストランで「お子様ランチ」を注文しました｡
　応対したアルバイトの青年は戸惑いました。この
夫婦は､子供を連れていないのです｡マニュアルでは
お断りすることになっています｡
　「おそれいりますが、大人の方には・・・・・」
と言おうとしましたが、思いとどまって、
　「失礼ですが、お子様ランチは、どなたが食べられ
るのですか?」と尋ねてみました。

　すると、奥さんが、うつむいたまま話し始めたので
す。
　「死んだ子供のために注文したくて・・・・・」
　「・・・・・」
　「私たち夫婦には、なかなか子供が授かりませんで
した。ずっと願い続け、やっと娘が生まれましたが、体
が弱く、一歳の誕生日を待たずに亡くなってしまいま
した。今日は、その子の命日なのです････・」
　「そうだったのですか・・・・・」
　「子供が大きくなったら、親子三人でディズニーランド
へ行こうと、楽しみにしていました。とうとう実現しま
せんでしたが、一周忌の今日、せめて、私たちの心の中
に生きている娘をディズニーランドへ連れていってやり
たいと思ったのです。本当に娘が生きていたら、ここ
で一緒にお子様ランチを食べたんだな、と思うと、つ
い注文したくなって･････」
　アルバイトの青年は、笑顔に戻っていました。
　「お子様ランチのご注文を承りました。ご家族の皆
様、どうぞ、こちらへ」
と言って、この夫婦に二人用のテーブルから四人がけ
の家族テーブルへ移動してもらい、子供用の椅子まで
持ってきたのです。
　「では、お子様はこちらに」
　まるで子供が生きているかのように、小さな椅子へ
導きました。
　まもなく運ばれてきたのは、三人分のお子様ランチ
でした。
　「ご家族で、ゆっくりお楽しみください」
　アルバイトの青年は笑顔で去っていきました。
　この心遣いに感動した夫婦は、
　「お子様ランチを食べながら、涙が止まりませんでし
た。まるで、娘が生きているように、家族団欒を味わい
ました･････」
と、帰宅してからお礼の手紙を書いたといいます。

　東京ディスニーランドの生みの親である堀貞一郎氏
が、各地の講演会で、このエピソードを紹介した、とこ
の編著者は述べています。また、その反響と感想も同
時に記していますが、これを省略し、この物語を読む
方の心の反応に、ゆだねたいと思います。

（注）木村耕一編著：「思いやりのこころ」
1万年堂出版・東京、」1～4頁（平成19年）

「思いやりのこころ」物語
紹介会員：川﨑　尚

「ロータリー財団」研究グループ交換ＧＳE
(Group  Study  Exchange)

　25～40歳の青年実業人あるいは専門職業人の
5名とチームリーダーを務めるロータリアンの計6名
で構成されるチームを4～6週間海外に派遣し、派
遣先の国の人 と々の理解増進に努めることはもち
ろん、その国の人々の考え方、生活様式や専業、専
門とする職業の習慣、実状などを学んでもらうこと
を目的としています。異なる国に属する二つの地区
で研究グループを交換するものです。
　ロータリー財団は、チームの往復旅費を支払い
ますが、食事、宿泊費および訪問先での旅行の費
用は、受け入れ側のロータリアンが負担することに
なっています。
　1965年より、この事業は行われています。
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