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３月２２日

会長エレクト研修セミナー参加報告

次週のプログラム

４月５日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生該当者会員卓話

２０１２年３月 ８日第２３２６回(抽選席)例会記録
２０１２年３月１４日第２３２７回(指定席)例会記録
３月８日第２３２６回
◆ソング：それでこそロータリー

◆会員誕生日 …佐々木、大成
◆配偶者誕生日…佐々木
◆結婚記念日 …小田
◆特別スマイル
・一昨日たけの子会ゴルフコンペで優勝しました。
沢山のハンディをもらっていたお蔭です。次回
も優勝をねらいます。
（木村安伸）
・先日ペルーを訪れ長年の希望のマチュピチュ、
ナスカの地上絵、イグアスの滝を見てインカ帝
国の香を楽しんで来ました。
（原田一平）

幹事 朝比奈 勝也
・2012-13年度G12ガバナー補佐変更
安井雅彦様（吉舎RC)
・青少年育成の為のボーイスカウト運動への支援
願い
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟

・15日(木)は休会です。14日(水)に瀬戸田におい
て開催される4クラブ合同例会に参加いたします。
バスの時間等出席者の方にはFAXしておりますの
でご確認下さい。
・委員会報告をなるべく当日ではなく月曜日まで
に事前申請いただけると助かります。ご協力宜
しくお願い致します。

副会長 木村 安伸
3日後、国内最大M9.0の巨大地震による東日本大震
災が発生した3月11日が巡って来ます。
3月5日現在の被害状況は、死者15,854人、行方不
明者3,274人と膨大な数の方々が犠牲になられまし
た。改めてご冥福を心よりお祈り申し上げますと
共に被災地の一日も早い復興と皆様のご健康を願っ
ております。
東京電力福島第一原子力発電所事故については、2
月27日民間版事故調査委員会「福島原発事故独立
検証委員会」が、「官邸主導による現場への過剰
介入があった。その大半は評価することが出来な
い。」と菅前首相らの初動対応を批判し、野田首
相に報告書を出しています。また、復興庁もよう
やく2月10日発足しましたが、こちらもスタートの
遅さが指摘されました。
東京電力は、独り善がりに原子力発電所に関する

安全神話を造り上げて国民に押し付ける一方、原
発の安全対策を進化させることなく怠慢の上に胡
坐をかいた結果、人災を招いてしまったと言われ
ています。
今、被災地では風評被害に困らされ、更に被災し
た瓦礫の広域処理が全く進んでいなくて大変厳し
い状況が続いています。ここは、国民一人ひとり
がロータリーの謂う“他人のために尽くす精神
“を発揮することが肝要だと思います。
3月1日、第一班のIDMが開催されました。下山会長
から与えられたテーマ「あなたは、ロータリー生
活をどのようにエンジョイしていますか」に基づ
き、出席者全員が夫々の思いを述べ合い、Firesid
e Meetingsの雰囲気でIDMを楽しむことが出来まし
た。残る三班も盛会でありますよう期待していま
す。

◆１班IDM
リーダー 三好静子
先ほどはバレンタインデーのお返しで良い物を頂
き有難うございました。
１班のIDMを3月1日(木)18時から8名出席でシーサ
イドホテルに於いて開催しました。最初に一人ず
つロータリーに入会されたきっかけ、現在ロータ
リーとどのように関わってきているかなど、ざっ
くばらんにエピソードを交えながらとても楽しく
話され、私自身大変勉強になりました。
そしてロータリーがそれぞれ皆さん生活の一部に
なっていること、週一回の例会では時間も限られ
てゆっくりと話し合うことがなかなか出来ません
が、IDMでは日頃話すことのない日常生活や、ご家
族のことなど沢山聞かせて頂きました。親近感が
持て、とても有意義な会になりました。
◆奉仕プロジェクト委員会
委員長 森 照明
4月22日(日)第12回賀茂川清掃が行われます。皆様
のご協力を宜しくお願い致します。
◆親睦活動委員会
委員長 堀越賢二
4月12日(木)花見例会を行います。場所はシーサイ
ドホテルです。一人でも多くの会員の参加をお願
いします。2月のバレンタインデーのお返しとして
女性の皆様にプレゼントを贈らせて頂きました。
例会終了後、親睦委員会を開催しますので宜しく
お願いします。
◆たけの子会
担当 木村安伸
第354回たけの子会を4月3日(火）安芸C.Cにて行い
ます。10：04スタートです。キャディを一組用意
しています。奮ってご参加下さい。

会員 市川

重雄

私が大事にしている言葉、常
に心の中に大事にしているの
は『初心を忘れるな』『初心
に返れ』です。今の若い者に
は通じないんですね。やはり
初心というのはかなり苦労し
た者でないと初心に返ることが出来ないんですね。
私は中学校を出るときにパン屋になろうと思って
いたのですが、担任の先生が尾道の菓子屋に親戚
があり、世話をして頂いたのが始めです。
丁度その菓子屋さんが25周年で改造をしておられ、
卒業して二日目に行ったのですが、行った日から
朝5時に起き、晩は1時,2時、昼間は商売、夜は店
の取り壊しや清掃などを行い寝るのは2,3時間、そ
れが1週間、これで身体が持つのかというのが先ず
始めでした。
それから改装が終わり、菓子を習い始めたのです
が、当然直ぐに出来るわけもなく、朝5時から晩12
時まで毎日働きました。今のような定休日もあり
ません。大変な日々を尾道で5年間辛抱しました。
5年目に足首に骨の異常があり骨髄炎になりました。
三原の日赤で手術を受けましたが今も間接に石膏
が入っています。その時点で尾道の菓子屋はやめ
ました。それから広島の洋菓子屋へ行きました。
尾道では最初が500円、5年でやっと月800円の給料
が、広島へ行きますと月10,000円、どうやって使
おうかと嬉しかったです。
尾道でやっていた仕事と広島での仕事は全く違っ
ていました。例えば、クリスマスケーキに昔はバ
ラの花をつけていたのですが、その描き方が全く
違い大恥をかきました。これは使い物にならない
と言われた時の悲しい気持ち、悔しい気持ちは今
も覚えています。それが私の菓子人生の力になっ
ています。広島に2年おり、昭和37年10月に独立し
三原で商売を始めました。当時は保健所も厳しく
なく自宅を簡単に改造して開業しました。
さて、菓子を作ったら売りに行かないといけませ
ん。全く営業経験のない私は商売の辛さ大変さを
味わいました。小店を一軒一軒周りましたが断ら
れるのが殆どでした。その中で、本郷に松本とい
うお店があるのですが、そこへ行くとお母さんが、
一人で頑張っているのならうちで売ってやろうと
引き受けて下さいました。そこは本郷でも有数の
菓子屋さんで非常に良く売って頂きました。それ
が私にとって本当に初めてのお得意先です。私が
商売をしたのも、買って頂いたのも松本さんが初
めてでした。残念ながら5年前に亡くなられたので

画が進んでいくんです。あっこれがロータリーな
すが、非常に優しくして頂きました。その奥さん
んだと改めて思いました。それから初めてロータ
がだんだんと紹介してくれてお得意さんが増えて
リーが好きになり、今に至っています。
何とか一年を過ごせた時に、申告が来ました。10
出会いの大切さを改めて痛感します。商店街での
月に開業して、3月に申告です。申告の知らせは届
シバデンの澤田さんとの出会い。これは私の人生
いてましたが分からずほっておきましたら市役所
で非常な影響力を頂きました。忠海高校PTA会長を
から催促が来て、市役所に行きました。売上はい
務めたときの出会い。学校を良くしたいと思い、
くらかと聞かれ、見栄を張って1.5倍以上の数字を
毎朝7時に学校へ行き校門前の清掃、毎週金曜日に
言ったんですね、材料代は3分の一が相場でしたの
はトイレの掃除を保護者の皆さんの協力を得て一
で、ではそれ以外は利益ですねと言われましたの
年半程行いました。率先して手伝ってくれた子供
で、そうですね、と帰ったものの、後から税金が
達の姿が今も思い出されます。時間が参りました。
沢山来たときには本当にびっくりしました。それ
最後に、出会いで一番良かったことは『女房』で
から申告の大切さが頭に入りました。自分自身で
あります。有難うございました。
申告したのはそれが最初で最後です。
それから昭和38年10月に縁あって竹原に来ました。
三原では20軒程のお得意さんがありましたが竹原
へ来たら一からのスタートになります。全く知ら
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ない場所で苦労を人並みに味わいました。そういっ
３６名 ２６名 ３名
５名
２名
86.11％
た面で困ったときには『初心に返る』それを思え
ば今はまだまだと云う気持ちで頑張っています。
振り返って出会いの大切さを感じます。
３月１４日第２３２７回 ４クラブ合同例会
尾道市瀬戸田市民会館多目的ホール
菓子屋になった経緯も中学の担任との出会い、竹
原へ来たのも私の作った菓子をお客さんが偶然あ
る会社へ持って行き、そこへ女房が勤めていたこ
◆ゲスト：G9ガバナー補佐 上田隆治様（三原RC)
と。田舎で商売するより竹原へ婿に来ないかと紹
次年度G9ガバナー補佐 林 克宏様（因島RC)
介されたのがきっかけです。
◆参加者 三原RC
37名
それから竹原へ参りまして、外へ出るのはお得意
瀬戸田RC
7名
さん回りだけでした。10年余りは外へ出ても知ら
広島空港RC 12名
ない方ばかりで挨拶することも殆どなかったです。
竹原RC
20名
合計78名
そんな私ですが、四人目で初めて息子が生まれ、
息子が小学校に上ったときに、嬉しくて小学校の
参観日に行きました。それが運の付きですね。参
観日に男が行きますと必ず役員が回って来ます。
副会長 木村 安伸
それからが顔を知って頂くきっかけです。
皆さん今晩は、私は竹原ロータリークラブ副会長
それからロータリーへのお誘いを受け、入ってみ
の木村でございます。本日は、下山会長が欠席し
ますと当時会員は50名くらいで、知っている方は3,
ましたので私が代理でここに立たせて頂きました。
4人でした。これはとんでもない所に入った、休む
さて、三原ロータリークラブさん、広島空港ロー
わけにも行かないし、何時やめようかと考えなが
タリークラブさんそして瀬戸田ロータリークラブ
ら三年経ち、四年目に流森さんが会長の時に幹事
さんには竹原ロータリークラブが常日頃大変お世
を受けました。その時に岡田さんが分区代理をや
話様になっております。厚く御礼申し上げますと
られたんです。あの頃は今のような補佐幹事が居
共に今後とも宜しくお願いします。
ないので、幹事が分区代理の仕事もみな兼ねてい
次に、竹原ロータリークラブの会員に申し上げま
ました。朝9時30分に岡田さんから毎日電話がかか
す。本年度のＩＤＭ（Informal Discussion Ｍee
り、私のほうからは晩8時30分に流森会長に電話を
ting）は、既に三班が終了し、残る一斑は明日が
入れる、殆ど毎日ように電話のやり取りで忙しかっ
開催日です。ＩＤＭのテーマ「あなたは、ロータ
たのを覚えています。その頃のIMは一日中ありま
リー生活をどのようにエンジョイしていますか」
した。午前中は全体会議、午後は分科会と、一日
に沿って活発な意見を出して頂くことを期待しま
中通してあり、殆どが幹事の仕事でとても大変で
す。これで、終わります。有難う御座いました。
した。その時にロータリーの良さが分かったのは、
皆さんにお願いしても殆ど知らない顔をしていた
のが、二週間前になると皆さんものすごく盛り上
総員
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免除
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がるんですね。何を云わなくても次から次へと計
３６名 １８名 １１名 ５名
２名
86.11％

【例会18：00～】
①点
鐘
瀬戸田RC会長 古賀 秀彦
②国
歌 「君が代」
③ロータリーソング
「奉仕の理想」
④参加会員紹介
瀬戸田RCSAA 永井 亮三
⑤会長挨拶(会長時間)
各クラブ会長
⑥幹事報告
各クラブ幹事
⑦G9ガバナー補佐挨拶
上田 隆治
⑧次年度役員紹介
各クラブ次年度幹事
RC

会長

副会長

幹事

SAA

親睦

三原 出田啓治 大藤宗平 内海勝義大名幸一 橘 伸和
竹原 荒谷隆文 夜船正昭 久藤孝仁佐渡文武三好静子
空港 大下知男 澤井一徳 豊水正見三好敏之澤井一徳
瀬戸田 金本光雄 耕三寺孝三 森本 延 永井亮三古賀秀彦

⑨次年度ガバナー補佐挨拶
因島RC 林
⑩閉会・点鐘
瀬戸田RC会長 古賀
【懇親会】
①開会挨拶
瀬戸田RC副会長 金本
②乾
杯
瀬戸田RC 長澤
③歓
談
④次年度開催クラブ会長挨拶 三原RC 出田
⑤ロータリーソング「手に手つないで」
⑥閉会挨拶
瀬戸田RC次年度会長 金本
解
散 19：45

克宏
秀彦
光雄
雅男
啓治
光雄

