
2021～2022 年度                                            2021 年 11 月会報 

●本年度会長テーマ● 

「新たなスタート 【原点回帰】」 

http://hj-rc.jp/ 

1 

第 1214回例会 2021年 11月 05日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
本日はロータリー財団委員長 

松田会員より貴重な卓話を頂きま

した。わかりやすく財団について

解説して頂き有難う御座いまし

た。 

さて、ロータリー財団の使命は、

ロータリー会員が健康状態を改善

し、教育への支援を高め、貧困を救

済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるように

することです。非営利組織である当財 団は、ロータリー会員を

はじめ、より良い世界をこうというビジョンを共有する財団支援

者の方々からの自発的な寄付のみによって支えられています。ご

寄付はロータリー財団の補助金となり、助けを必要とする地域社

会に持続可能な変化をもたらす活動に役立てられています。これ

を基本に細分化された組織のもとに様々な取り組みが行われて

います。 

我々広島城南ロータリークラブも過去様々な取り組みをして

きました。そしてこれから、新たにコロナ終息の暁には新たな取

り組みを行い、世界理解、親善、平和に貢献出来れば幸いです。 

 

記念日（会員誕生日） 
橋沢 宏弥 会員 07日  加島 文斎 会員 12日 

有田 一郎 会員 12日 

 

 

 

 

連続出席100％ 
河中  清 10年間連続100％出席 

児玉 哲也 10年間連続100％出席 

竹村 有右 04年間連続100％出席 

 

幹事会務報告 
１．レート変更のお知らせ  

・11月1日より1ドル114円になります。（10月112円）   

２．ボックス配布物 

・ロータリーの友誌、ガバナーズレター11月号 

・卓話資料 

３．お知らせ 

 ・例会終了後、定例理事会が４Ｆ「華」にて開催されます 

関係者の方はご出席お願いします。 

 

委員会・同好会報告 
(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 松本会員 

(2) ロータリーの友誌委員会 児玉会員 

 
ニコニコ箱 
松山南 RC 藤本はるな様 

・先日、広島で城南 RC の皆様に大変お世話になり、楽しく飲ま

せて頂きました。古江会長ラーメンごちそうさまでした。 

南真一様 

・先日ゴルフで中央ロータリーの上田恵さんからお祝いを頂き、

入会が決まりましたので出宝いたします。 

 

 

会長／古江暢敏   副会長／竹岡龍太郎   幹事／福山正剛    副幹事／門田充慶   クラブ会報編集委員長／高藤孝一 

例会場／シェラトングランドホテル広島 広島市東区若草 12-1  例会日／金曜日    事務局／リーガロイヤルホテル広島 13F 
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古江会員 

・いつもお世話になっています。古江です。本日ロータリー財団

について卓話頂きます、松田委員長宜しくお願い致します。 

福山会員 

・松田先生、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

有田会員 

・お誕生日おめでとう！ 

松田会員 

・本日の卓話、よろしくお願いいたします。先日のリモート会議

で選挙があり、「日本思春期青年期精神医学会」の会長に就任

しました。まさかの展開です。任期は 3 年ですが、頑張るしか

ありません。頑張ります！ 

児玉会員 

・最近始めた釣り、太田川放水路でシーバス 53 ㎝を初めて釣り

ました。楽しい、はまります！ 

大西会員 

・大西です。この前ゴルフでまた古江会長に負けたので出宝しま

す。 

藤井会員 

・11/1より 57 期目がスタート致しました。又 1 年間がんばりた

いと思います。 

・11/13～14、バーディー会岡山遠征です。皆様よろしくお願い

します。 

田中地会員 

・松田先生、本日の卓話宜しくお願いいたします。 

花島会員 

・松田先生、本日の卓話よろしくお願いします。 

高藤会員 

・毎日ゴルフの練習をしていたら、腰を痛めました。来週の 1 泊

バーディー会までにさらに練習します！ 

計 38,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ ロータリー財団について ～ 

ロータリー財団委員会 松田文雄委員長 
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第 1215回例会 2021年 11月 12日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
本日は温泉川ガバナー補佐、大井

ガバナー補佐幹事が IM 全員参加のお

願い、PR にこられていることもあり

会長時間では IM についてお話したい

と思います。 

IM とは近隣都市数クラブが集まっ

て開かれるロータリーの会合。討論の

主な内容は、4 大奉仕部門をカバーしつつ、ロータリーの特徴

やプログラムなどを検討する。クラブ会員､全員参加のこの会合

の目的は、会員相互の親睦と知識を広めることであって、さら

に、会員にロータリー情報を伝え、奉仕の理想を勉強するため

に開催される。 

そしてグループ、分区単位で、ガバナー補佐が主催して開か

れることが多いようです。テーマはロータリーのこと、そして

一般社会のことで、そのときに話題になっていること、考えな

ければならない問題点など、多岐にわたります。形式も講演、

フォーラムなどいろいろあります。この会合では、知識を広め

深めるとともに、グループ、分区内の会員の親睦も重要な目的

ですから、懇親会も併せて開催されます。 

我が広島城南ロータリークラブも 3 年後 IM の担当クラブにな

る予定になっています。これから少しずつでも IM について勉強

して頂ければ幸いです。 

 

温泉川梅代ガバナー補佐ご挨拶 
2022年 2月 27日に開催されるイン

ターシティミーティングへの参

加、全員登録のお願いでご挨拶を

頂きました。 

 

 

結婚記念月 
門田 充慶 会員 01日  高藤 孝一 会員 11日 

竹岡龍太郎 会員 23日 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・年次総会のご案内 とき：12月10日（金） 

・インターシティ･ミーティングの案内 

  と き：2022年２月27日（日）14:00～18:30 

ところ：ANAクラウンプラザホテル広島 

ホスト：広島東南ＲＣ 

＊全員登録となっております。特に理事役員・委員長、 

入会３年未満会員の方はご参加下さい。 

回答はなるべくお帰りの際に回答用紙を提出願います。 

 ・臨時理事会議事録、第5回理事会議事録 
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 ・ロータリーカレンダー…お帰りの際にお持ち帰り下さい。 

 ・卓話資料 

 ・地区大会記念品（登録者のみ） 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 花島会員 

 

ニコニコ箱 
RI2710地区ガバナー補佐 温泉川梅代様 

・来年 2月 27 日の IMへの全員登録をお願いいたします。 

古江会員 

・いつもお世話になっています。古江です。本日、温泉川ガバナ

ー補佐、大井ガバナー補佐幹事ようこそお越しくださいました。

ごゆっくりお過ごしください。そして、花島会員、竹村会員、

本日の卓話（職業奉仕について）楽しみにしています。宜しく

お願い致します。 

福山会員 

・温泉川ガバナー補佐様、大井ガバナー補佐幹事様、本日はお越

しいただき誠にありがとうございます。 

藤井会員 

・明日、明後日のバーディー会 岡山遠征に 2 日間宜しくお願い

致します。明日朝は集合が 5：45になっております。朝早い集

合となりますが皆様宜しくお願い致します。 

水口会員 

・本日、商工会全国大会に出席するため、例会欠席致します。 

竹村会員 

・本日卓話をさせて頂きます。よろしくお願い致します。 

青野会員 

・温泉川様、大井様ようこそお越しくださいました。 

・花島さん、そして、今日のために大好きな外食も控え準備され

てきた竹村さん、卓話宜しくお願いいたします。 

加島会員 

・12：30 すべりこみアウト！すいませんでした。出宝いたしま

す。 

松苗会員 

・花島さん、竹村さん、本日卓話宜しくお願い致します。 

計 18,000 円 

 

愛のコイン箱                  
 

 

2,951 円 

 

 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 職業奉仕について ～ 

前年度職業奉仕プロジェクトチーム 

竹村有右 委員長 

前年度青少年奉仕プロジェクトチーム 

花島司 委員長 
前年度、職業・青少年奉仕プロジェクトチームより、コロナの関

係で前年度に実施できなかった例会の概要が報告されました。 
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第 1216回例会 2021年 11月 19日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
本日は卓話を頂きます、中央ロー

タリー赤羽先生宜しくお願いいたし

ます。大変楽しみにしています。そし

て会員候補、南様ようこそお越し下さ

いました。引き続きこれからも宜しく

お願い致します。 

さて、今週の会長時間はロータリー

ソングについてお話したいと思いま

す。 

「ロータリーソングの位置づけ」 

例会にロータリーソングは欠かせないものですが、ロータリー

ソングはなぜ歌うのでしょうか。クラブ定款にも、細則第 13 条

「議事の順序」(例会次第)にもロータリーソングを歌えとは書い

てありません。 

「ロータリーソングのおこり」 

ロータリーの 100 年を越える歴史において、「歌を歌うこと」

を始めた人物は、1905 年のロータリー創立時に創始者ポール・

ハリスら最初の会員 4 人に次いで 5 番目にロータリーに入った

ハリー・ラグルスでした。 

1907 年、ロータリー誕生後 2 年目にポール・ハリスがシカゴ

ロータリークラブ第 3代目の会長になった頃、ささいな意見の相

違が次第に大きくなり、シカゴクラブ内が割れ、出席率も低下す

るという事態が起こりました。親睦派と奉仕派との間に意見が対

立し、時の親睦委員長の医師ウィリアム・ネフは、「このままで

はクラブは崩壊する。君が毎週立ち上がり、楽しく歌ってこの危

機を救ってくれ」と印刷屋のハリー・ラグルスに懇願します。ラ

グルスは当時流行っていた歌を何曲か音頭を取って歌って以来、

クラブの団欒は甦り、これが何年も続いて、例会での合唱はロー

タリーの伝統となりました。 

「日本のロータリーソング」 

日本最初のロータリークラブは、1920 年創立の東京ロータリ

ークラブですが、初めの頃は「ロータリーソング」として英語の

まま歌っていたそうです。やがて、日本語によるロータリーソン

グを求める声が高まり、「奉仕の理想」や「我等の生業」が昭和

10 年(1935 年)に京都における地区年次大会において日本語ロー

タリーソング入選作として発表されました。戦争中は「君が代」

の斉唱が始まりました。昭和 24 年(1949 年)日本は国際ロータリ

ーに復帰しますが、昭和 26年(1951 年)にロータリーソングが募

集され、「手に手つないで」が作られました。これは、昭和 27 年

(1952 年)7 月から、日本のロータリーが 2つの地区に分かれると

いう事態にあたり、これからも友情を確かめ合い、手に手つない

でいこう、と誓い合った歌です。「それでこそロータリー」も古

く、昭和 28年(1953年)に誕生しています。 

世界のロータリーではこの習慣はアメリカの多くのクラブに

波及し、今日では、オーストラリア、日本、ナイジェリア、ニュ

ージーランド、カナダなどのさまざまな国のロータリー例会にお

けるポピュラーな親睦行事となっています。 

国際協議会でも、毎朝、本会議が始まる前に各国で親しまれて

いる歌を皆で歌います。歌い方も様々で、例会の始めに国歌を歌

うクラブもあれば、童謡を必ず歌うところも見られます。しかし、

ヨーロッパ、南米、アジアのロータリークラブの例会で、ロータ

リーソングが歌われることはあまりないようです。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
松本 勝行 会員 （松本 雅子様） 02 日 

大畑 哲也 会員 （大畑 洋子様） 13 日 

木本 博之 会員 （木本多恵子様） 18 日 

河野  隆 会員 （河野 恭子様） 20 日 

松田 文雄 会員 （松田日菜子様） 26 日 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

 ・クリスマス夜間例会のご案内 

と き：12月17日（金）18:30～ 

ところ：シェラトングランドホテル広島 ３Ｆ水輝 

 ・12月例会のご案内…出欠について回答が分かる方は、 

お帰りの際に回答用紙を受付に提出願います。 

 ・休会のご案内 

とき：12月24・31日 

 ・会報10月号（希望者のみ） 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 花島会員 

 

ニコニコ箱 
広島中央 RC 上田恵様 

・いつもお世話になります。中央 RC の上田です。今日は私のゴ

ルフの師匠の南真一さんが入会されると聞きましたのでニコ

ニコ出宝させていただきます。又、卓話が赤羽先輩と聞きまし

たのでダブルで出宝させていただきます。 

古江会員 

・いつもお世話になっています。古江です。本日卓話を頂きます

赤羽先生凄く楽しみにしています。宜しくお願い致します。そ

して、ようこそお越しくださいました、南さんごゆっくりお過

ごしください。そして、末永くお付き合いください。先週土曜

日、日曜日でバーディー会一泊岡山遠征に行ってきました。バ

ーディー会河中会長、藤井幹事たいへんお世話になりました、

お疲れさまでした、そしてありがとうございました。 

福山会員 

・赤羽様、本日はようこそお越し下さいました。卓話を楽しみに

いたしております。南様、ゲストとしてご出席いただきありが

とうございます。よろしくお願いいたします。 
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門田会員 

・南さん、ようこそ広島城南ロータリーへ！！これから末永くよ

ろしくお願いいたします。 

高雄会員 

・本日卓話をして頂きます赤羽様、ようこそお越し下さいました。

お話を楽しみしています。どうぞ宜しくお願いします。 

河中会員 

・こんにちは、河中です。南真一さん、ようこそ城南ロータリー

クラブへ。仲間が増えて、うれしいです。先日バーディー会、

岡山遠征お疲れさまでした。楽しかったですね。夜もそれなり

に、はじけさせていただきましたし、ゴルフでは私はハンディ

を 30 もいただいていたので、初日は準優勝！！二日目はなん

と優勝させていただきました。素直にうれしいですね！！次回、

12 月 4日のバーディー会もよろしくお願いします。 

田中会員 

・硬式野球部が中国大会で優勝しました。神宮大会、来春の選抜

大会出場も確実になりました。明日から 3年ぶりの神宮大会へ

応援に行って来ます。 

大畑会員 

・バーディー会ゴルフ遠征旅行大変楽しかったです。皆様お世話

になりました。 

吉村会員 

・今日で広島市、7 日間コロナ 0。このままなくなってくれ～ 

児玉会員 

・南さんようこそ。来月から仲間です。よろしくお願いします。 

大西会員 

・大西です。古江会長にまたまた負けたので出宝します。 

山内会員 

・南さんようこそ城南ロータリーへ！ 

水口会員 

・休会と欠席を挟んで、約一か月ぶりの例会出席となりました。

お久しぶりです。 

松苗会員 

・南さん、ようこそお越しくださいました。これからよろしくお

願いします。 

計 29,000 円 

プログラム 来賓卓話 

～ お宝の価値について ～ 

赤羽公認会計士事務所 

赤羽克秀 様（広島中央 RC） 
今や世の中はお宝ブーム、鑑定ブーム

で、目利きと称する人がテレビで大活躍し

ている。骨董とは明治以前のものと考えて

良いだろうが、すでに再生産のきかないも

ので、そのもの自身の価値を求める代替品

のない世界である。 

従って、例えば江戸、明治、大正、昭和

の各時代をその当時の人々に高く評価され、大切にされてきたも

のは、平成・令和の今日、これからいかに世の中がコンピュータ

時代、宇宙時代になろうとも、日本の歴史が存在する限り、かつ

平和である限り、その価値は下らないだろうと予想される。 

さらに骨董とは、ロマンの世界に遊び、歴史を勉強するもので

ある。また個人的価値観に左右されるものであると同時に、この

世界にはびこる骨董菌というものは、「自分は〇〇については良

く知っている」「他の人はこの品物の価値が分からないのだ」「こ

れは儲かりそうだ」という人間の深層心理の中に入りこんで高熱

を発する病原菌である。 

一般的な骨董、古美術のジャンルとしては、陶磁器、刀剣、書

画、金工・木工品、蒔絵、文房四宝（硯、墨、紙、筆）、及び仏

教美術等がある。 

陶磁器でも、日本独特の茶道、華道の世界、鑑賞陶器の世界、

実用（日常使用）陶器の世界等がある。 

刀剣類にしても、刀、甲冑、火縄銃、そして鐔・目貫などの刀

装具があり、奥の深い分野である。特に日本刀は世界中の刀剣の

中でも最も美しく、力強く、美術的価値の高いものである。 

書画の世界においても、茶道文化、日本建築の床の間の飾りと

いう必要から、書の掛軸、山水、花鳥風月の掛軸等が人気である。

さすがにマンションの多くなった今日、大きな双幅、三幅の掛軸、

屏風などは一般の人々の間では売買の対象となりにくい。 

明治の文明開化以後、日本人に見捨てられ、外国人によって評

価されたものに、浮世絵版画、根付、薩摩焼等がある。これらの

良品はほとんど海外に流出したが、最近は少しずつクリスティー

ズ、ボナムス等のオークションで買い戻されている。どうも日本

美術は海外で評価された後、日本に再上陸してくる傾向にある。 

私は世界中に散っていった日本の古美術品をもっと多く日本

に、できれば広島に呼び戻し、それらを保有する公立、私立の美

術館・博物館の設立を望んでいる。 

諸兄各位におかれましても、身近にある古いもの、骨董品を不

要品扱いするのではなく、その中に日本文化の歴史を見ることに

よって、日常生活の中で上手に使いこなすと家宝の再発見にもな

るのではないでしょうか。そしてこのような骨董品、古美術品に

できる限りの客観的な歴史的価値、稀少的価値を与え不当な過小

評価あるいは過大評価を排除していきたいものである。 
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第 1217回例会 2021年 11月 26日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
1935年 11月 26 日東京都中央区日本橋兜町に事務局を置き、

国際ペンクラブ（PEN International）の日本センターとして活

動をする一般社団法

人・日本ペンクラブ

が制定。 

1935 年（昭和 10

年）のこの日、日本

ペンクラブが創立さ

れた。当時の会名は

日本ペン倶楽部。記念日の制定は 30 周年を記念したもの。ペン

クラブは、文学を通じて諸国民の相互理解を深め、表現の自由

を擁護するための国際的な文学者の団体である。 

日本ペンクラブ（The Japan P.E.N. Club）のペン（P.E.N.）

は、文字を書く道具としてのペン（PEN）を表すとともに、Pは

詩人（Poets）と劇作家（Playwrights）を、E は随筆・評論家

（Essayists）と編集者（Editors）を、N は小説家

（Novelists）をそれぞれ表す。 

日本ペンクラブの初代会長は詩人・小説家の島崎藤村（しま

ざき とうそん、1872～1943 年）であった。日本ペンクラブに

集う表現者達の熱い思いによって、その灯火を掲げ続けられ、

表現の自由と平和への訴えが続けられてきた。 

日本ペンクラブの事業として、様々な集い、懇親会、例会、

声明から、自治体・大学・企業との連繋事業まで幅広い活動を

行っている。また、国際ペンクラブと連携して活動する一方

で、独自の文学・文化活動を展開しているそうです。 

近年、我々はキーボードを打つことに慣れて文字を書くこと

が少なくなりつつありますが、たまには文字に親しみ、書く事

を忘れてはならないと思いました。 

 

創業記念月 
藤井  巌 会員 昭和40年11月４日  リジョー㈱ 

花島  司 会員 平成09年11月10日  ㈲司建設工業 

 

入会記念月 
河中  清 会員 平成23年11月11日 

児玉 哲也 会員 平成23年11月25日 

竹村 有右 会員 平成29年11月17日 

 

幹事会務報告 
特にありません。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 花島会員 

 

 

ニコニコ箱 
古江会員 

・いつもお世話になっています。古江です。本日卓話を頂きます、

戸田会員楽しみにしています。宜しくお願い致します。 

福山会員 

・戸田会員、本日の卓話楽しみにいたしております。 

・各テーブルに弁護士会のパンフレットを配らせていただきま

した。 

蛭子会員 

・今年度は、中国ミッドアマ、中国シニア、中国ミッドシニア、

中国グランドシニアと出場しましたが、いずれもジャパンに出

場できませんでした。また来年頑張ります。明日は中央 RC と

碁をやります。 

戸田会員 

・本日卓話を担当致します。よろしくお願い致します。 

 

藤原会員 

・久しぶりに参加させて頂きました。皆様に声をかけてもらい本

当にうれしいです。今後ともよろしくお願いします。 

花島会員 

・戸田さん本日の卓話、サッカー場問題についてを楽しみにして

おりました。よろしくお願いします。 

藤井会員 

・久々に藤原君に会えたので出宝します。 

大西会員 

・大西です。戸田さんの卓話をたのしみにしております。5，6年

前に戸田さんと一緒に出島みなと公園のサッカースタジアム

建設反対の運動をしたのを思い出します。 

松苗会員 

・本日卓話戸田さん、よろしくお願いします。例会欠席の為直接

聞くことが出来ないので、会報をしっかり読みたいと思います。 

高藤会員 

・戸田さん、本日の卓話宜しくお願いいします。 

 

計 17,000 円 
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プログラム 会員卓話 

～ 広島サッカー場建設に関わる 

港湾の立場について ～ 

戸田 拓夫 会員 

 

①

 
広島サッカースタジアムが、基町中央公園に 2024 年度完成予

定で建設が進められています。 

当初、候補地のひとつに出島の入り口の宇品にある「広島みなと

公園」が候補に上がって、これに反対する広島の港湾業界は酷い

バッシングを受け、2 年間余り大騒ぎになりました。本日は、当

時、ほとんど報じられなかった、サッカー場建設になぜ港湾業界

が反対したのかについて、その理由と経緯について、お話しした

いと思います。よろしくお願い致します。途中、会報に載せられ

ないことを多々申し上げることとなりますが、そこは友情に免じ

てご容赦下さい。 

まず、最初に「みなと」の基礎知識をお話しして、続いて、サ

ッカー場建設に至る経過を、広島県の政財界の動きを絡めてご説

明します。 

② 

 

広島港は、海田・坂町～廿日市木材港まで横に長く広がってお

りまして、機能別で８つの港が稼働しています。広島港の管理者

は広島県ですが、呉港の場合は呉市が管理者になっています。広

島港以外の政令指定都市の港は、市が港湾管理者になっています

から、広島だけが異質な管理体制となっています。 

③ 

 

港の仕組みですが、港湾建設の岸壁は国が直轄で建設します。

岸壁に続く後背地のエプロンとかヤード、倉庫群などは、地方自

治体の管理者が建設や管理を行っています。 

港湾建設にあたって、港湾法 39 条に基づき、臨港地区を機能

別の 9 分区に分けて管理します。広島港ではこの内の 7 分区が

設けられ、【(1)商港区、(2)特殊物資港区、(3)工業港区、(4)漁

港区、(5)保安港区、(6)マリーナ港区、(7)修景厚生港区】用途

や構築物などの規制要件が定められています。 

「広島みなと公園」は、その分区の 7 番目にあたる修景厚生港

区（景観を整備するとともに港湾関係者の厚生の増進を図ること

を目的とする区域）にあたります。 

④、⑤ 
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港湾法に基づく臨港地区というのは、これは、船舶が岸壁で貨

物の揚げ積みをする「水域」に隣接して港湾荷役活動を行う「陸

域」のことで、水陸が一体となってはじめて機能が円滑に動きま

す。つまり、広島みなと公園というのは、港湾施設に隣接するま

さに「結節点」に設けられた重要な地点で、港湾の一部であるこ

とを示しており、都市公園などではなく、法に謳う「港湾緑地」

であって、港湾機能を補完する役割を持って造られているものな

のです。広島県の HP にもこのことは明記してあります。 

⑥、⑦ 

 

 

2014 年 11 月 22 日の中国新聞に、2013 年 6 月から始まった有

識者 11 名による「スタジアム建設検討委員会」が、19回の会合

の結論として、建設候補地を旧広島球場跡地と広島みなと公園の

ふたつに絞り込み 2014 年度中に答申すると書かれていました。 

⑧ 

 

われわれ港湾業界にとって、広島みなと公園が候補地にあがっ

ていたことは寝耳に水で、ほんとうに驚きました。この「サッカ

ースタジアム検討委員会」ですが、委員長の修道大学の三浦教授

という人は、県や市のご用教授だそうで、お飾りで登用されたよ

うなもので、会議の主導を実質握っていたのは、副委員長でした。

委員の方から聞いた話では、異論が出るとこの 2つの候補地に誘

導するために強引にねじ伏せ、口を挟ませなかったそうです。11

名の委員がいましたが、最終投票が賛成 5票、反対 2票、４票は

棄権という、うさん臭い採決でした。 

知事も市長も、サンフレッチェの球場でサポーターを前にして

球場建設を約束する断定的発言をしていましたが、政財界からの

圧力があるようで、首長といえども動きが取れなくなっていたよ

うです。 

⑨ 

 

広島の港湾を代表しているのは「広島みなと振興会」という団

体で、当時の会長はマツダロジスティクス(株)の甲田社長、現在

はマツダの物流本部長です。私は地場企業を代表する立場で副会

長ですから、率先して動きました。われわれが主張しているのは

地勢的な欠陥についてであって、サッカー場のことではありませ

んでした。つまり、物流機能が間違いなく果たせる道路環境が整

えば、広島みなと公園に何を建ててもらっても構わないというス

タンスだったのです。 

広島みなと公園の西側に、西南に延びる一本道があります。い

わゆる臨港道路で、出島国際コンテナターミナルに続く道路です。

この道路から西側が旧出島地区で一段低くなっており、道路を含

む一段高い東南側は、あとから埋め立てて旅客ターミナルなどを

整備した土地になります。そのため、この道路には横道がなく、

旧出島に下りる数本の昇降道路しかありません。もし混雑した場

合には迂回路がないのです。 

これはつまり、港湾施設との「結節点」にあるみなと公園付近

が混雑すると、コンテナターミナルに出入りする貨物トレーラー

が滞ることを意味します。 

この一本道が 40 分ほど停滞すると、倉庫保管しているマツダ

に搬入する部品が遅れ、下手するとラインが停まる事態を引き起

こします。また、工場や倉庫を開けて貨物到着を待っている広島

県下の荷主さんにも、待機して貰わなければならなくなり、時間

のロスが生まれることになります。 

出島地域の道路整備状況からみると迂回路の建設などは不可

能ですから、解決策はこの場所には大規模集客施設を建てないと

いう選択肢しかありませんでした。 
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⑩、⑪ 

 

 

最初にお話ししたように港の分区には、法律で決められた役割が

あります。用途を変更する場合は、「中央港湾審議会」および「地

方港湾審議会」の承認がなければなりません。この会議は全会一

致ですから、大きな変更には地方のわれわれ港湾業者が承諾しな

ければならない。そのため県・市は「地方港湾審議会」を経ずに

「軽易な変更」として「中央審議会」処理することを企んだワケ

ですが、当然、通るわけがありません。 

⑫ 

 

使っている港湾の「結節点」に大規模集客施設を建設すること

は、世界の港湾常識では考えられない愚策です。業界専門雑誌に

も「非常識極まる候補地」という見出しで記事が掲載され、広島

は、日本中に大恥を晒しました。 

そういった混沌するなかで、建設主体でもない広島県知事が船会

社や港湾局から圧力をかけようという信じられない行動に出ま

した。船会社でも、港湾局でも相手にされず、結局それは徒労に

終わりました。 

⑬ 

 

2016 年 4 月に、知事はまず東京の邦船社 NYK・MO・K-LINE の

各社長にアポを取り、船会社からわれわれに圧力をかけようとし

ました。アポは、社長がたまたま暇だった K-LINE だけが取れて

面談をしました。K-LINE の社長は、「現在動いているコンテナタ

ーミナルの喉元にこういった集客施設を造る事例は世界にない。

止めておきなさい。」と忠告したそうです。ところが、知事は耳

を貸さなかったそうです。このことは東京から逐次情報が入って

いましたから、われわれ港運業者は、「アホやなぁ」と笑うしか

なかったのです。これは、港湾史上の希に見る珍事として、日本

の港湾史に残る醜態となりました。 

⑭ 

 

全国版業界紙の「海事新聞」に「物流の認知度不足が遠因か」と

いうタイトルで記事が出まして、港湾同業者や輸出入の主要荷主

の間では、こんな対応をする行政の港に安心して貨物を任せられ

ないという、広島港にとって誠に悪いイメージが一時期生まれま

した。 

⑮ 
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久保会長や前サンフレッチェ社長の小谷野さんとは、幾度か協

議をしました。2016 年 2 月 3 日にお会いした時に、宇品に出来

ても集客が見込めず採算の面から考えて、サンフレッチェの基

地球場には出来ないから、使わないと聞いていました。そこで、

エデオンのスタジアム構想発表記者会見で、「みなと公園で決ま

ったら、サンフレッチェは使わない」という宣言を、前倒しでし

て戴きました。 

⑯、⑰ 

 

 

港湾業界としては、どうしてもというのならば、こちらも対抗

措置を執る。やるならやってみろ。という勢いでしたから、特に

作業部会の市とは、声を荒げてかなりやり合いました。ニュース

でも変なところだけ切り取られて何度も流され、私を知る先輩諸

氏からけっこう叱られました。 

⑱ 

 

最終段階で、2016 年 4月 25 日に深山会頭が呼びかけて、広島

商工会議所役員 22 名の前で、港湾業界が反対する事由について

意見陳述する機会を得ました。広島みなと振興会・甲田会長、私、

船舶部会赤木部会長が論述し、質疑応答を行いました。実は、海

田コンテナターミナルがあるため、マツダへの影響はないと思っ

ていたようで、この問題が起こってから、甲田会長がマツダに対

して、出島の貨物が停まると宇品本社工場に深刻な影響が出ると

上申したため、マツダの役員も慌てまして、結局、広島みなと公

園候補地については、絶対に回避するようにという特命が甲田会

長に下り、港湾業者として反対を進めることになったのです。 

⑲、⑳ 

 

 

その後、深山会頭の英断によって最終的な四者会談が 2016 年

9 月 14 日に開かれて、新たな候補地として中央公園自由・芝生

広場を加えることで合意し、現在の計画に至ったというわけです。

将来、基町周辺とズームズームとをつなぐ賑わいのベルトライン

が出来そうです。 

㉑ 

 

ご静聴ありがとうございました。 
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同好会報告 バーディー会 
第 160・161回バーディ会 一泊遠征㏌岡山 

1 日目 東児が丘マリンゴルフクラブ 

優勝 南さん（オブザーバー） 

2 日目 JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部   

優勝 河中会員 

二日間無事にケガもなく終わることが出来ました！幹事の藤井

会員ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


