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「緩まず、油断せず With コロナ時代を
乗り越えよう。
ロータリーの未来のために」
例会日／毎週月曜日 12:30 ～ 13:30
例会場／広島サンプラザ TEL（082）278-5000
会 長／今川
勝
幹事／植田 敏揮

第1079回 広島サンプラザ

2021年11月８日

会長時間
会長

誕生祝

卓

今川

勝

グループ７ガバナー補佐
温泉川梅代様

話

古代の安芸地方 ～広島の黎明期～
速谷神社宮司

櫻井

建弥

様

広島県西部を中心とした地域は、そ
の昔、
「安芸国」と呼ばれていました。
安芸は古くは「阿岐」と書きましたが、
その黎明期は国境も定かではなく、詳
しいことはわかっていません。
ただ、神武東征の昔からこの地は有力な古代氏
族に統治されていたことが知られています。この
氏族こそ、太古の山陽道に君臨し、大和政権から
のちに「阿岐国造（あきのくにのみやつこ）」と呼
ばれた安芸国の遠祖たちです。

平安時代初期の古文書『旧事本記』には、
阿岐国造。志賀高穴穂朝。天湯津彦命五世孫
飽速玉命定賜国造。
という記述があります。
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これが阿岐国造について書かれた唯一の記録で
す。ここから阿岐国造は、今から1800年から1900
年前の成務天皇（志賀高穴穂）の時代に国造に任
じられたこと、そして彼らが飽速玉命（あきはや
たまのみこと）という神を祀っていたことを読み
とることができます。この飽速玉命こそ、速谷神
社の祭神であり、阿岐国造が神代の昔から祀って
きた祖神です。
ところで『旧事本記』には、安芸国以外にも大
化の改新以前にあった全国135国について、国ごと
にその起源が記されています。そしてこのうちの
８国は、阿岐国造と同族の人物が国の長として派
遣されています。
阿尺国
思（太）国
伊久国
染羽国
信夫国
佐渡国
波久岐国
怒麻国
阿尺国から信夫国までの５国は蝦夷地と呼ばれ
た東北にあり、現在の福島県北中部から宮城県南
部の地域です。また佐渡国は新潟県の佐渡島、怒
麻国は愛媛県北部にあり、波久岐国は山口県にあっ
たと考えられています。
ここで注目すべきは、東北の国々がかつて大和
政権を守る最前線だったということです。政権の
阿岐国造に対する信頼の高さがうかがえます。
神代からつづく有力豪族の阿岐国造ですが、そ
の国土運営は決して容易なものではなかったはず
です。西には、朝鮮半島から伝わった鉄を大量に
保有し、日本列島の先進地域だった北部九州があ
り、北と東には、優れた製鉄技術によって大和に
対抗するほどの勢力を誇った出雲と吉備の王権が
ありました。
こうした強力な古代勢力に囲まれた阿岐国造が
独立国を維持しようと思えば、かなり屈強な軍事
力を備えていたはずです。また彼らは、古代の大
動脈・瀬戸内海の制海権を握っていた可能性があ
ります。阿岐国造の子孫が入植したと伝わる怒麻
国は、歴史上著名な海賊発祥の地であり、阿岐国
造の瀬戸内海支配をうかがわせる貴重な証拠です。
古代の史料をたどり解き明かしていくと、埋も
れていた歴史の姿がみえてきます。大和政権が誕
生し発展していく過程で、阿岐国造という大豪族
を味方につけるか敵にまわすかは、政権存亡の鍵
を握る大問題だったのではないでしょうか。
それは平安中期、醍醐天皇の命で編纂された『延
喜式』をみれば明らかです。『延喜式』の巻九・十
は全国の神社2861社を網羅した「神名帳」があり、
当時の神社とその格式を知ることができます。こ
れらの神社は国別、郡別に羅列され、その重要度
によって、官幣大社、国幣大社、官幣小社、国幣
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小社の四種類に分類されています。そして速谷神
社は、198社しかない最高位の官幣大社に列せられ
ています。
さてこの官幣大社ですが、実は都から近い畿内
の五国に集中しています。これは、当時の神社に
は都にのぼってお供えを受け取る決まりがあり、
遠地の神社は毎年の上京が困難だったためとみら
れています。しかし朝廷は、特別に重要な神社に
限って、たとえ遠方であっても自らお供えを奉る
ことをやめませんでした。
そして実際に律令制のもとで都から遠い「遠国」
と呼ばれた地域で官幣大社は、わずか五社に過ぎ
ません。
東海道武蔵国・氷川神社
東海道安房国・安房神社
東海道下総国・香取神宮
東海道常陸国・鹿島神宮
山陽道安芸国・速谷神社
これらの神社はいずれも皇室が重要視していた
大社であり、速谷神社は、かつて中国九州地方唯
一の官幣大社として、山陽道でも随一の神格を認
められていたことになります。
九州や朝鮮半島に備える西の要として、出雲や
吉備への抑えとして、阿岐国造は頼もしいパート
ナーであり、その祖神に最高の礼を尽くすことは、
大和政権にとって重要な政治課題だったと考えて
間違いないように思います。
さて時代はさかのぼり、地方制度が整えられて
いくと、阿岐国造の同族諸家は、中央から赴任し
てきた国司の管理下にはいり、新設の郡司として、
安芸国の各地に配置されたようです。
佐伯郡をはじめ、山県郡や安芸郡、高田郡など
に赴任し、それぞれが管轄する地域の大地名や小
地名を名字にしました。有力な末裔には佐伯郡司
となる佐伯氏がいます。佐伯氏はのちに、平清盛
の庇護のもと安芸国一宮となる厳島神社の神主家
を世襲することになります。また山県郡司を世襲
する山県氏は、朝廷から名誉ある氏姓である「凡（お
おし）氏」を与えらて、現在の壬生を中心とした
一帯に勢力をはりました。広島に生きる私たちは、
瀬戸内の古代史を彩った阿岐国造の血と遺伝子を
受け継いでいます。阿岐国造の子孫は、長い時間
をこえて、いまも安芸国の各地に根を張り、脈々
と命をつないでいるのです。
速谷神社は、遠い昔、安芸国を開いた祖先たち
の聖地であり、その遠い記憶がいまも刻まれてい
ます。神社を是非訪ねてみてください。神代の昔
から紡いできた安芸の民のうるわしい営みの記憶
が、悠久の時間をこえて、きっとよみがえってく
るはずです。

クラブ協議会
（温泉川ガバナー補佐を迎えて）

第1080回 広島サンプラザ

2021年11月15日

会長時間

理事会報告
副会長

卓

石原

弘善

話

「マイロータリー全員登録完結」
上杉

昌幸

会員

第1081回 ANAクラウンプラザホテル広島 2021年11月25日

ガバナー公式訪問例会

（広島西 RC・広島西南 RC との合同例会）

会長時間
広島西RC

卓

会長

梶本

政明

様

話

ガバナー卓話
国際ロータリー第2710地区

杉川

ガバナー

聡

様

皆さんこんにちは。ガバナーの杉川でございま
す。広島西南ロータリークラブに所属しておりま
す。これよりガバナー公式訪問卓話を始めさせて
頂きます。何卒、宜しくお願い申し上げます。
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まず最初に、簡単に自己紹介をさせて頂きます。
1957年に広島市内で生まれ、現在63歳でございま
す。大学卒業後、金融機関を経て、義父の経営す
る不動産管理会社に入社し、現在は、不動産事業
以外に、福祉事業・フード事業を中四国で展開さ
せて頂いております。ロータリーには1997年に入
会せて頂き、幹事、会長を経て、今回ガバナーに
就任させて頂きました。ロータリーに入って一番
驚いたのが「職業奉仕」という理念で有ります。
他の団体には無い概念で、高い倫理観を持って自
らの仕事に専念することが地域社会の発展に繋
がって行くと強く信じ、仕事にもロータリー活動
にも邁進しております。10年ほど前から、不動産
の再生事業に携わるようになりました。このきっ
かけはやはりロータリーの職業奉仕理念で有った
ように思います。再生事業はその地域社会の皆様
にとっては掛け替えないもので有り、その事業を
推進することが地域社会の発展に繋がり、ひいて
は弊社の発展にも繋がっております。ロータリー
に入会し色々な経験をさせて頂いた事が、弊社の
事業にも大変役立っており、「職業奉仕」の理念の
大切さを痛感しておる所でございます。私より、
ロータリー歴の長い先輩たちが沢山いらっしゃい
ます中で、大変僭越ではございますが、コロナ禍
のガバナーとして、皆様の先頭に立ち頑張って参
ります。何卒宜しくお願い致します。
それでは、シェカール・メータRI会長の運営方
針に付いて説明をさせて頂きたいと思います。シェ
カール・メータ会長は、インドのカルカッタのご
出身で、カルカッタ・マハナガルRCに所属されて
おられます。仕事は、会計士をされており、自身
が設立された不動産開発会社「Skyline Group」の
会長を務められ、カナダを本拠とする「Operation
Eyesight Universal（India）」のディレクターも勤
められています。
会長テーマは、
「Serve to Change Lives」和訳は、
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために。」
でございます。メータRI会長は、ロータリークラ
ブに入会された際に訪れた僻地での奉仕活動によ
り、奉仕の必要性について目覚められ、人のため
に世話をし、奉仕することが最良の生き方。なぜ
なら、その経験を通じて誰かの人生だけでなく、
自分の人生を豊かに出来るのだから。と感じられ、
ロータリー活動に、のめり込んで行かれたようで
ございます。
シェカール・メータ会長は年次目標として次の
３点を掲げられました。
一つ目は、「2022年７月１日までに会員数130万
人を目指します。」で有ります。次は、
「ロータリー
奉仕デー」の開催で有ります。最後は、女子のエ
ンパワメントに力を注ぎ、教育、リソース、奉仕、
機会など、未来の女性リーダー成功に必要な手段
を与えて下さい。と、おっしゃられています。こ
こで言う「女子のエンパワメント」は女性の活躍
の場を増やしていくと解釈頂ければと思います。
女性会員を増やしていく。女性の役員を増やして
いく。そこに力を注いで下さい。この３つ目標を
メータRI会長は強く発信されました。是非とも、

各クラブにおかれましては、この目標達成のため、
全力で対応願いたいと思っております。
次に、メータRI会長の目標を受けての、私のガ
バナー信条を説明させて頂きます。
ガバナー信条は、
「みんなのためになるかどうか。未来のために
なるかどうか。」
～多様性を受け入れ、相互理解を深めよう～
と、させて頂きました。
ここに至る経緯を説明させて頂きます。15年ほ
ど前に、ロータリーの先輩から連絡を頂き、先輩
の作られた「お好み焼き店」に伺わせて頂きまし
た。細かい説明は受けずに、お好み焼きを食べさ
せて頂き、店を出てから、開業に至った経緯をお
聞き致しました。その時はちょうど20歳くらいで
有ったと思いますが、先輩のお嬢さんが障がいを
持たれていて、特別支援学校を卒業後、障がい者
施設に入所されており、その施設が運営をしてい
るお好み屋さんで有ると言う事でした。「娘は、小
さい時からずっと謝ってばかりだった。友達に知
り合いに一生懸命付いて行こうとするのだが、ど
うしても上手くいかず、いつもごめんなさい。ご
めんなさい。と謝ってばかりだった。親として、
我が子に【働く楽しさ、生きて行く喜び】を是非
体感してもらいたいと思っていた。それを知らず
に生きて行くのは余りにも可哀そうだと思った。
そこで、この店を作ったのです。ここで働くよう
になったら、お客様から有難うって初めて言われ
たんですよ。生まれて初めて、他人から存在を認
められたんですよ。その気持ち分かりますか？」っ
て言われました。とてもショックを受けました。
この先輩は、お好み焼の関連の仕事をされていま
したので、障がいを持っていた人でも使いやすい
ように店づくりにも工夫されておられました。お
客様から、「美味しかったよ」「ありがとう」と言
われた時の、お嬢さんの笑顔を今でも覚えており
ます。
この時に先輩から、障がいを持っていても、そ
の障がいに合わせた仕事を作って行くことが出来
れば、充分一人前の仕事が出来るのだと教わりま
した。大変恥ずかしい話ですが、この話を聞くま
では、障がいを持った人に、健常者と同様の仕事
を担当して貰うのは無理だと思っていました。し
かし、現在、弊社で働いてくれている多くの障が
いを持った社員は、健常者とほぼ同じレベルで働
いてくれています。この時は、障がい者に対する
知識が無かったことを恥じました。そして、多様
性を受け入れ、相互理解を深めて行く必要性をこ
の時に強く感じたところでございます。そこで、
「多
様性を受け入れ、相互理解を深めよう。」をガバナー
信条とし、一年間各クラブの皆様にお話をさせて
頂こうと思っていた所に、今回のコロナ禍が発生
を致しました。世界から、人種差別的な報道など
も聞こえて来るようになりました。地区の皆様に
お伝えして行くには、もう少し大きなテーマが必
要だと思い、「みんなのためになるかどうか。未来
のためになるかどうか」をガバナー信条とさせて
頂きました。４つのテストからの引用ですが、「今
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のみんなのためになるかどうか。未来のみんなの
ためになるかどうか」と読んで頂きたいと思いま
す。SDGsが当たり前のような社会になって来まし
た。これからのロータリー活動は、未来を見据え
た活動が必要なのだと思います。今年度は、各ク
ラブで、その地域に必要とされる未来のためにな
ると思われる奉仕活動を是非とも実施して頂きた
いと思います。宜しくお願い致します。
それでは、今年度の重点運営方針を説明させて
頂きます。
まず、地区はクラブの活動を支えて行くのが役
割ですから、クラブ運営の積極的支援をさせて頂
きます。次に、会員基盤の強化をお願い致します。
また、クラブのDX（デジタルトランスフォーメー
ション）の推進支援もさせて頂きます。ZOOMな
どのツールを活用し、例会や会議などの対応力強
化して下さい。メータRI会長の最大の事業で有り
ます「ロータリー奉仕デー」の推進支援を致しま
す。ロータリークラブとローターアクトクラブ間
の協力も増やして下さい。そして、最後にダイバー
シティ理解を深める卓話を実施して頂ければと思
います。宜しくお願い致します。
2020年１月に横浜で初めて発生した新型コロナ
ウイルスですが、１年半以上経ちましたが、まだ、
ワクチン接種が遅れていますので、まだまだ予断
を許さない状況が続いております。ロータリー活
動を展開して行くには大変窮屈な状況では有りま
すが、その中で、ロータリーとして出来ることを
確実に実行して参りましょう。コロナだから中止
にしよう。コロナだから縮小しようばかりでは、
大変残念です。コロナ禍でもこれだけの事を社会
に対してやって来たのだと胸を張って言えるよう
に、前だけを向いて頑張って参りましょう。あの
一年はコロナ禍で大変だったけど、コロナ禍だか
ら体験出来た事が沢山有って、あれはあれで記憶
に残って良かったじゃ無いかって、来年の年度が
終わるときは笑って話し合える事を願いながら、
私からのメッセージとさせて頂きます。前だけを
向いて、頑張って参りましょう。宜しくお願い致
します。

会長幹事懇親会
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第1082回 広島サンプラザ

2021年11月29日

会長時間
会長

今川

勝

ポール・ハリス・フェロー
５回目 表彰 下向繁美会員

卓

話

「近況報告」
川﨑

尚

名誉会員

長らく例会を欠席し、申し訳なく
思っております。今日は出席すること
ができ、近況報告をさせていただける
のは、まことに有難い次第です。
昨年は家内の入院、死亡ということで慌しい日
を送る羽目になりました。また世間ではコロナ感
染拡大もあり、例会も休会が続いたことで特記す
べきことなく過していました。
今年に入り、５月の初めより左ソ径部ヘルニアに
気付き、自覚症状はないものの早く治療する方が
よいと思い、５月28日土谷総合病院に入院、翌日
手術を受けました。手術そのものは無事すみ、５
日位で患部は治りましたが、術後に原因不明の左
大腿部のしびれ、痛みが出て歩けなくなりました。
それで整形外科的な治療を継続して受けた結果、ほ
とんど回復し、
一ヶ月半後の７月９日退院しました。
この入院前から一人住いに少し不安を感じてい
ましたので京都へ帰ることを考え、京都にいる子
供達にしかるべき転居先を見つけてくれるように
依頼しました。それが入院中にマンションに空き
部屋が出たとの連絡がありましたので、すぐその
部屋を予約しました。主治医も病院から直接京都
へ移る方が良いとの判断で、かつ京都で治療を受
ける医師があれば好都合との意見でした。
全くラッキーなことに予約したマンションには
数名の医師が患者を持っており、その中に母校の
後輩にあたる内科医がおられたので、その方に診
てもらうことにしました。その上で、広島で診察
してもらっていた医師４人から、それぞれの紹介
状を京都の医師へ送ってもらうことができました
ので安心でした。
このような状況のもとで、７月９日に土谷総合
病院を退院、７月11日に迎えに来てくれた長女と
一しょに京都へ行き、現在のマンションに入居、
現在に至っています。
京都での生活について少し話します。まず住居
の場所は京都のド真中といっても良い所で、長女
の住居と長男の診療所に歩いて10分前後で安心で

No.432
すし、京都大丸というデパートや年末の買物で有
名な錦小路に歩いて３分位という便利な所です。
転居後は諸手続に追われた日が続きましたが、
まず第一に家内の納骨を嵐山にある天龍寺の塔頭
の一つである宝厳院にお願いし、９月19日家内の
誕生日に当る日に家族、親族が参加して御住職の
読経によって納骨堂に無事納めることができまし
た。この宝厳院の庭園は美しいことで有名で、生
前の家内と一しょに数回春秋に訪ねており、その
庭を見ながら、私が死んだらここの納骨堂に納め
てくれるよう家内に話をしておりました。ついで
に、「あんたも入るか」と言いましたら「いいよ」
ということでしたので、宝厳院に納骨することに
した次第です。帰りに御住職に「私も間もなくお
世話になりますのでよろしく」と言いましたら、
その返事は「まあそう急がずにボチボチにしなは
れ、こちらも準備が出来ませんよってなあ」とい
うことで、ユーモアのある方だなと安心しました。
またコロナ感染拡大の影響で京の名所旧蹟には
行けず、専ら京都大丸内のウォーキングでお茶を
にごしています。幸い、これまでに広島大学医学
部ラグビー部のOB、OGが４人会いに来てくれま
したので、嬉しく歓談することができました。
そうはいっても例会直前の11月中旬に暖かい日
が続いた折に週日に紅葉見物に出掛けました。東
山の麓にある永観堂（見返り観音で有名）と京都
駅の東南にある東福寺です。どちらも回遊式庭園
で池を囲んで緑→黄→赤に変化する紅葉を楽しみ
ました。ここでもコロナの影響なのかまずまずの
人出で混雑はなく、ゆっくり紅葉を味わうことが
できました。
この機会以外は、専ら新聞２種類を読むことと、
新書５冊を読んで楽しんでいます。例えば、「京都
の誕生」
（文春新書）とか「京都の歴史を歩く」
（岩
波新書）など京都についてガイドブック的な本よ
りは少し掘り下げてある本で、ボケかけた頭を刺
激しようと思っています。
会員の皆さんもコロナが落着いてくれば是非京
都へお出で下さい。案内やご馳走をしたいと思っ
ています。
以上、とりとめのない近況報告で失礼しました。
第1083回 広島サンプラザ

第1084回 広島サンプラザ

2021年12月13日

会長時間

理事会報告
副会長

クリスマス家族同伴夜間例会
会長時間
会長

今川

勝

弘善

誕生祝

卓

話

「年次総会」
会長エレクト

2021年12月10日

石原

石原

弘善 会員

◎会員増強が近々の課題です
理事会の決定を受けて、新入会員候
補リストを皆さんに出して頂き情報の
共有、具体的な行動に繋げる
次年度方針
①活 気あるクラブ、仲間を大切に思うクラブ、自
分磨きが出来るクラブを目指す
○呼 ばれたら返事をし、登壇者に対しては渾身の
拍手を贈り活気ある例会を作る
○会員にスポットを当てる
結 婚記念日や誕生日のプレゼントを渡すとき、
またスマイルBOXを出奉頂いた人の中から指名
し登壇頂きスピーチをしてもらう
○卓話や研修会、またお役で自己を磨く
THE ROTARY CLUB OF HIROSHIMA HATSUKAICHI
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2021年11・12月号
2021年11～12月号
②親睦で仲間の絆を深める
○コ ロナの状況を見ながら例会や、同好会の活動
で信頼の輪をひろげる
③新会員さんの入会しやすい環境を作る

「廿日市 RC 財政の現状と

会員増強の必要性」
梶田

滋 会員

本日は当クラブの財政の現状をご理
解いただき、会員を増加させなかった
場合、どのようなことになるかについ
て話をいたします。
１．資金残高の推移
まず、資金の残高ですが、2005年に会員数が大
きく減少し、資金残高も大きく減少しています。
その後、2006年に会員が６名増加し正常化してい
ます。会員数34名を超えると資金は現状維持か増
加傾向に転じます。
最近３事業年度に会員数が大きく減少し、資金
残高も大きく減少しています。過去、資金不足が
生じた時、将来の会員数減少した時に備えて資金
を確保していました。資金があるから使うという
姿勢は諫めることが必要です。
２．今年度の決算見込みと今後の資金残高予想
現在の会員数は17名です。この会員数が継続し
た場合、今期約3,500千円の損失になると見込まれ
ます。現在の状況が継続すれば、「一般会計」の資
金は2023年に残高ゼロ、「スマイル会計」を流用し
2025年に残高ゼロ、「周年事業会計」も流用し2026
年に残高ゼロ、
「南港交流会計」も流用しは2026年
に700千円余りの残高になることが予想されます。
2026年６月には資金がほぼ枯渇してしまうことに
なります。2024年の創立30周年事業などできるわ
けがありません。
財政が危機的状況になる可能性が高いことは、
ご理解いただけたかと思います。
３．会員数増加の必要性
当クラブを持続可能なクラブにさせるためには、
会員数を増加させることが不可欠です。会員数を
34名にさせることが不可欠です。現在17名の会員
が、各自１名の入会者を確保すれば良いことにな
ります。
４．会員数減少の原因
現在のような危機的状況になった原因を考える
ことが必要であろうと思います。コロナ禍による
業績不振を理由に退会理由にしている可能性は高
いと考えられます。しかし、潜在的不満があり、
退会者発生を契機にコロナ禍を理由に追随した可
能性も高いと考えられます。
退会原因を分析し、退会者発生を防ぐことが急
務です。
５．会員増強の対策
会員数を増加させるためには、経済界の情報収
集が不可欠です。会員数が多いRCほど情報量が多
く会員増強に有利になります。さらに、在広RCの
地域割り（テリトリー）がなくなり、在広RCが佐
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伯地区・廿日市地区で会員確保していることも、
当クラブで会員確保できない大きな要因であると
考えています。
先般開催された３クラブ合同例会で、「本社が廿
日市の〇〇RCの〇〇です」とか、「廿日市に住ん
でいる〇〇RCの〇〇です」というように、本人は
冗談めかして発言していましたが、私は神経を逆
なでされる思いで聞いていました。さらに、私の
隣の席の方は今年度入会された方で、事業所は廿
日市市とのことでした。○○ガバナーから勧誘さ
れて入会したとのことでした。
「みんなのためになるかどうか」ではなく、「自
分達のためになるかどうか」で行動していると思
わざるを得ない、と感じるのは私だけでしょうか。

以上
第1085回 広島サンプラザ

2021年12月20日

会長時間
会長

卓

今川

勝

話

「会員増強」
河内 正晴 会員

活動報告

3RC 合同懇親ゴルフ大会
2021 年 11 月 13 日
芸南カントリークラブ
順位

氏

名

所属

OUT IN GR HDCP NET

２ 上杉

昌幸 廿日市RC 47

53 100 30.0 70.0

４ 石原

弘善 廿日市RC 48

49

97 26.4 70.6

