
□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□ゲスト：有限会社K&Fイングリッシュアカデミー

校長 ダニエル ウイリアム ミルズ様

奥様 ミルズ 順子様

□会員数：２０名（免除者：２名）

□出席者：１７名 □欠席者： １名

□メイク： ２名 □出席率：９５％

各会員各記念日（３月）

□結婚記念日 板場 英行 山根 積

□配偶者誕生日 吉本きよ子 川崎 俊和

吉岡 亨

□事業所創立 佐渡 文武 吉岡 亨

各会員各記念日（４月）

□会員誕生日 大森 寛 本庄 純夫

鴨宮 弘宜 福本 博之

□結婚記念日 本庄 純夫 木村 安伸

川崎 俊和

□配偶者誕生日 大森 寛

□事業所創立 久藤 孝仁 三好 静子

宮本 和彦 板本 司

スマイルボックス

□結婚記念日…野田

幹 事 報 告 副幹事 三好 静子

・新型コロナウイルス感染拡大の影響より下記行事

中止となりました。

G９IM（3/22）

吉名よがんすのぉ～祭り（3/15）

次週のプログラム ５月１４日

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため

３月５日～５月７日まで例会取消

誕生祝・各会員各記念日祝

誕生月該当者会員卓話

【２０２０年 ２月２７日 第２６８６回 例会記録 】
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30
例会場／大広苑 TEL(0846)-22-2970

持ち回り理事会報告
（４月２日まで実施したのを纏めて記載します）

□議題

①新型コロナウイルス感染症拡散予防の為の定款第

7条第1節d(３）により例会取消

３月 ５日（木）

３月１２日（木）

３月１９日（木）は当初より休会

３月２６日（木）

４月 ２日（木）

４月 ９日（木）

４月１６日（木）は当初より休会

４月２３日（木）

４月３０日（木）は当初より休会

５月 ７日（木）は当初より休会

※今後の状況により判断しますが、次回開催日は

５月１４日の予定です。

②新会員推薦の件

アヲハタ（株）宇都宮勝博様

③退会届けの件

３月３１日付け 山根 積会員



会 長 の 時 間
会長 宮本 和彦

令和６年に新たな一万円札の

顔になる。明治の実業家で慈

善家の渋沢栄一に「論語と算

盤」という著作があるが、そ

の中で渋沢は次のように嘆い

ている。「今日のいわゆる実

業家の多くは、自分さえ儲か

れば他人や世間はどうあろうとかまわないという腹

で、もし社会的及び法律的な制裁が絶無ならば、彼

らは強奪すらしかねないという情けない状態に陥っ

ている。もし永くこの状態が続くとすれば、将来貧

富の懸隔はますます甚だしくなり、社会はいよいよ

あさましい結果に立ち至ることと予想しなければな

らぬ。」

経済人が利己的で利益至上主義者ばかりと嘆いてい

るのだが、これは現在にもそのまま当てはまる。

明治の経済人は偉大な人ばかりと思っていたが、案

外そうでもなかったようだ。これではいけないと渋

沢は「正しい道理の富でなければその富は完全に永

続することはできぬ」との信念から論語（道徳）と

算盤（経営）を一致させることを提唱した。

今日的に言えばコンプライアンス法令遵守を重視し

なければサスティナピリティ（持続可能性）なマネー

ジメント（経営）はできないということになろうか。

渋沢が経営の基本に置いた「論語」は二千年以上も

前の中国の思想家孔子の言葉を弟子たちがまとめた

ものだと言われている。それは、渋沢だけではなく、

多くの経済人が経営や生きる指針とし現在も色あせ

ない書物だ。

委 員 会 報 告

□創立５５周年実行委員会 委員長 鴨宮弘宜

記念事業について説明します。

当初は、忠海のエデンの海へポール込みの屋外型ソー

ラー時計寄贈を計画しました。エデンの海は国道扱

いで所轄が国土交通省でしたので国土交通省と協議

し、既存の電灯のポールへソーラー時計を設置する

計画に変更しましたが、やはり設置は難しいだろう

との判断で断念することと致しました。改めて検討

した結果、竹原市北部地方の消防団の災害緊急連絡

網が届かないという情報をお聞きしました。防災は

大切な事業ですので、情報網の機器「デジタル簡易

無線機中継器」一基を寄贈することといたしました。

なお、竹原市への目録贈呈式は４月２３日（木）の

例会で行い、竹原市長に防災に関する卓話をいただ

く予定です。

国際奉仕委員会担当例会

有限会社 K&Fイングリッシュアカデミー

校長 ダニエル ウイリアム ミルズ様

有限会社K&Fイングリッシュアカデミー校長のミル

ズ・ダニエルと申します。この度は、お招き頂き有

難うございます。

生まれは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンバー

ナーディーノです。カリフォルニア州は、ジョシュ

アツリー国立公園、ヨセミテ国立公園、デスバレー

で有名ですが、自然に触れることが好きな両親は、

国立公園へ子供を連れてハイキングに行きました。

また、父親はジャーナリスト写真家で、異文化に触

れることを重要視していた為、可能な限り家族同伴

で海外出張をしていました。南アフリカ、ボツアナ、

フィンランド、ロシア、ジャマイカなどについてい

き、異文化間コミュニケーションの楽しさを学びま

した。

１０歳の頃、父親の仕事の関係で、フロリダ州オー

ランドへ引越しをしました。

フロリダ州は、テーマパーク、ワニ、オレンジ、雷、

台風で有名です。ディズニーランドが４つ、ユニバー

サルスタジオが２つ、その他にも１００程のアトラ

クションが楽しめるオーランドは、まさに子どもに

とっては「楽しい街」です。

湖や池が多いオーランドでは、水の事故を防ぐ為、

家でしっかり泳ぎの練習ができるようにプールがあ

り、赤ん坊の頃からスイミングのレッスンを取るこ

とも一般的です。日本では、ビックリすることです

が、スイミングコース修了時には普段着を着たまま

プールに投げ込まれるテストがあります。

池があちらこちらにあるオーランドでは、野生のワ

ニが生息しています。そして、2,000匹ものワニや

全長約4メートル程のワニのチャーリーがいるワニ

公園もあります。

私と妻の出会いについてよく聞かれます。ホームス

テイプログラム提供会社に勤めていた頃に妻と出会

い、結婚しました。結婚直後に三原市のK&Fイング

リッシュアカデミーで少し勤務した後、現在の竹原

校勤務になり竹原市に引越しをしてきたわけですが、

竹原は住み易く大好きです。自然が豊かで山も海も
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あり、地域の方々が優しくとても温かいハートで受

け入れて下さいます。

３Dモデルを用いての日曜大工、溶接、レザークラ

フトなどの物作りが好きです。写真も趣味です。ま

た、ドローンでの空撮も行います。竹原で様々な方々

と日々関わる中、成長させていただいています。こ

れからは、英語だけでなく、物作りなどを通しても

地域の方々の役に立ちたいと思っています。
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