
４月５日 第２６０７回

□点 鐘

□国歌斉唱

□ロータリーソング：奉仕の理想

□ロータリアンの行動規範：吉岡亨会員

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：２７名 □欠席者： ５名

□メイク： １名 □出席率：８７．５％

□会員誕生日 …本庄、大森、荒谷、福本、鴨宮

□配偶者誕生日…大森、福本

□結婚記念日 …大成、木村、本庄、川崎

□事業所創立 …宮本、夜船、三好、山根、福本

高橋、久藤

□年賀状 …福本

□特別スマイル

・４月より、井上・福本会員が復帰されました。宜し

くお願い致します。 （鴨宮弘宜）

・３月２９日例会、計画書通り欠席しました。人の話

は良く聞くことですね。 （市川重雄）

副幹事 木村 安伸

・第１回キャリアスタートウィーク実行委員会

日時 ４月１１日(水)竹原市民館

・第１８回賀茂川清掃班長会議

日時 ４月１２日(木)道の駅たけはら

・例会終了後定例理事会開催

会長 鴨宮 弘宜

今月は母子の健康月間です。藤中ガバナーの寄稿文か

らの引用ですが、ロータリー財団では、ロータリアン

が母子の健康改善することを支援しております。

１）5歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減

２）妊婦の死亡率と罹患率の削減

３）より多くの母子に対する基本的な医療サービスの

提供、地域社会の医療／保健関係のリーダーと医療提

供者を対象とした母子の健康に関する研修

４）母子の健康に関連した仕事で活躍していくことを

目指す専門職業人のための奨学金の支援

以上の活動を行っています。

今月のロータリーの友より記事を紹介いたします。20

16年10月30日 国際ロータリー第2690地区 地区大会

記念公園要旨として、書道教室を主宰される金澤泰子

さんの「ダウン症の娘と共に生きて」の記事を紹介さ

せて頂きます。我が子がダウン症であるとの事が事実

であることの悲しみや、苦しみ。早くして夫との急な

別れ。様々な苦悩の中から見出した希望などを述べら

れています。長い文章ですので、すべてをご紹介はで

きませんが、是非、ご一読いただければと思います。

ここでは、最後の部分をご紹介いたします。

「私が30年間、翔子を育ててきて感じることは、闇の

中にこそ光があるということです。この、闇の中に光

があるというのは、苦しくなった時にいつも思ったこ

とです。ですから、生きていてさえいれば絶望はない、

と本当に心から思います。「闇の中に光がある」を、

講演の結びの言葉にしたいと思います。」

生ある以上、希望を持ち続ける大切さを改めて思い起

こさせて頂くことができました。今後の人生を歩んで

行く中での支えとしていきたいと思います。

□親睦活動委員会 委員長 尾野 剛章

４月１２日(木）１８時より大広苑に於いて花見例会
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ４月１９日 次週のプログラム ４月２６日

臨 時 総 会
がん予防啓発推進委員会担当例会

忠海高等学校での出前講座

【 ２０１８年 ４月 ５日 第２６０７回 例会記録 】
【 ２０１８年 ４月１２日 第２６０８回 例会記録 】

会 長 鴨宮 弘宜
会長エレクト 板場 英行
副 会 長 宮本 和彦
幹 事 井上 盛文
副 幹 事 木村 安伸
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 山根 積
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を開催します。

４月 大森 寛会員

会員 福本 博之

休会からの復帰早々にこの

ような機会を与えてくださ

りありがとうございます。

誕生卓話ということで何を

話そうかと考えましたが、

休会中に何をしていたのか

をお話しするのが良いかと

思い、この２年間の近況報

告をさせていただくことにしました。

２年間の主な活動として、一番大きかったのはやは

り県立広島大学のMBAコースです。MBAはMaster of

Business Administrationの略で、経営のプロを育

てることを目的としたコースです。在学中は、大学

内だけでなく、国内外に視察等に訪れるなどの活動

をしてまいりました。お陰様で３月２２日に何とか

修了することができました。

MBA以外に、ここにも関係者の方がいらっしゃいま

すが、まちづくり会社いいね竹原や、コワーキング

スペース開設、広島県庁や竹原市役所と共同で行っ

ている移住定住促進策、フラワー事業やドローン事

業などを行ってまいりました。

なぜ私がこのような活動をしているかというと、原

点はやはり竹原葬祭にあります。まず第１に、葬儀

は単なるお別れや個人様が良いところに行けるよう

にするための儀式ではなく「人と人とをつなげる」

役割があることがあります。葬儀に参列するために

はたとえ地球の裏側にいても帰ってこられるほど、

人が集まり、悲しいお別れの場ではありますが、故

人さまが繋いでくださったご縁で、残された者同士

が繋がることができます。第２に、亡くなる方がい

るだけでは葬祭業は成り立たず、葬儀をあげようと

いうご家族などがいらっしゃってはじめて成り立ち

ます。ある程度余裕のある暮らしができて、家族や

友人知人同士の仲が良い、豊かで幸せな環境でしか、

葬祭業は存在し得ません。第３に、同業他社とされ

るところもありますが、我が社が戦う相手は「急激

な人口減少」と「地域コミュニティの崩壊」です。

こうした考えがある中で、第４に人的体制や施設整

備が2014年にひと通りできたことから、「持続可能

な地域づくり」と「（決して順風満帆ではない葬祭

業以外に）事業の柱を増やす」ための活動を行うこ

とにしました。そのためには、自分自身の能力とネッ

トワークの強化が必要だと考えたことが、MBA取得

につながっています。

MBAでは、沢山のことを学び、得ることができまし

た。修了には３２単位必要なのですが、興味のある

分野を学んでいると最終的に５０単位超の授業を取っ

ていました。ただ、それにもまして貴重なことは、

同級生を始めとして、幅広い分野に多様なネットワー

クができたことです。同級生だけでも、テレビ局、

広告代理店、メーカー、議員、医療、介護などなど

多様な業界から優秀な方々が集まっていました。そ

れに加えて、先生方や、学生の立場だからこそ広がっ

たネットワークがたくさんあります。MBAで得た知

識とネットワークを活用して、地域づくりや自社の

新規事業開拓をしていきます。

MBAの２年間は本当に忙しく、やりたいことも十分

にやれない状態でしたが、これから大きくジャンプ
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するために力を溜めていた時期だと考えています

ので、これからは実践に注力していきます。持続

可能な地域づくりのための産業創出では、観光分

野が有力だと考えていますので、古民家宿泊施設

など地域資源を活かしたビジネスづくりをしてい

きます。自社の事業の柱としては、飲食、体験型、

花、空撮などを行っていきます。実際に、４月１

日付で仁賀町のスペースアンソロジーの事業譲渡

を受けたことにより、我が社の事業に飲食や雑貨

販売、体験事業が加わりました。すでに葬祭業で

はくくれなくなっていますので、近日中に社名も

変更します。

このようにいろいろ活動していますが、常に大切

にしているモットーがあります。一つは、わたし

の母校である関西学院のスクールモットーであるM

astery for Serviceです。「隣人・社会・世界に

仕えるため、自らを鍛える」という意味がありま

す。自分だけが大儲けすればいいというのではな

く、みんなのために奉仕する精神が大事だと説い

ています。

もう一つが、私が竹原に帰ってきてから学んだこ

と。Vocational Serviceです。日本語では職業奉

仕です。ロータリークラブに入会して知った、職

業を通じて社会に奉仕するという考えは、非常に

素晴らしいものであり、つねに意識している言葉

です。ロータリーの例会だから言っているわけで

はありません。このVocationという言葉は、英語

で「神によって与えられた仕事＝天職」という意

味です。ただ私は、「葬祭業」だとか「○○業」

だとかだからといって、自分の天職を制限するつ

もりはありません。視野を広げて、葬祭業を「人

と人とをつなげる仕事」と定義することで、一見

つながらない仕事も、自分の天職として捉えるこ

とができます。こうした姿勢で、これからも事業

活動に取り組んでいきたいと考えております。

今日から、ロータリークラブに復帰しました。日々

忙しくしておりますので欠席せざるを得ないこと

もあると思いますが、そこは一つお手柔らかに、

今後ともよろしくお願いいたします。

□日 時 平成３０年４月５日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 １１名

□議 題

①親睦旅行例会決算報告の件 承認

②第10期RLI分科会研修パート2の件 承認

日 時 ４月８日(日)

場 所 広島ＹＭＣＡ国際文化センター

登録料 8,000円 宮本副会長出席

③がん予防出前講座の件 承認

講師への謝礼30,000円、交通費10,000円

御土産(菓子)5,000円

④吉原久司ガバナーエレクトを囲む会2018-19年度

会長幹事懇談会の件 承認

日 時 ４月６日(金)

場 所 ホテルいんのしま

登録料 10,000円 板場エレクト・尾野次幹事

⑤第14回女性ロータリアンの集いの件 承認

日 時 ４月３０日(月)

場 所 リーガロイヤルホテル広島

登録料 5,500円

⑥挨拶運動の実施の件 承認

豊田高校 ４月１６日(月)７：４５

竹原高校 ４月１７日(火)８：００

忠海高校 ４月２５日(水)７：４０

⑦クラブ細則・スマイル変更等の件 承認

３月１５日会員へ変更提案資料配布・４月１９日

の例会で臨時総会を開催し諮ります。

４月１２日 第２６０８回
花見例会：大広苑

□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□出席者：会員２１名、配偶者５名、事務局

計２７名

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：２１名 □欠席者：１０名

□メイク： ２名 □出席率：７４．１９％

副幹事 木村 安伸

・2018－19年度地区研修・協議会開催ご案内

日時 平成３０年５月１３日(日)

場所 広島国際会議場

・あきつ福祉を進める会総会ご案内

日時 平成３０年４月２３日(日）

場所 安芸津文化福祉センター

会長 鴨宮 弘宜

金澤会員より御寄付を頂きました。有難うござい

ます。

本日の花見例会では親睦委員会の皆様にはお世話

になります。桜の花は散りましたが、美味しいお

食事で話題の華を咲かせて下さい。
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