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第 1228回例会 2022年 03月 04日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 

＜Web例会＞ 
ロータリーの 6つの重分

野の一つ「水と衛生」

が、3 月の「水と衛生月

間」です。 

日本では清潔な飲み水

が毎日飲めるのは当たり前のことですが、ユニセフによります

と世界では約 21 億人の人々が、安全に管理された飲み水を手

にいれられず、約 42 億人の人々が安全に管理されたトイレを利

用することができません。安全でない飲み水と不衛生な衛生習

慣は、下痢性疾患を引き起こし、脱水症状から毎日数千人の子

どもたちが命を落としています。 

子どもの生存にとって、「水」は重要な役割を果たしています。

「世界中で子どもたちを苦しめているのは HIV/エイズやマラリ

アだと考え、多くの関心が集まっていますが、実際はそうでは

ありません」5 歳未満では、エイズ、マラリア、はしかで亡く

なる子どもより、汚染された水による下痢疾患によって命を落

とす子どもの方が多いのです。 

水や衛生へのアクセスが改善されれば、女性や少女の識字率

にも大きな改善が期待できます。長時間かけて水くみをする必

要がなくなり、また十分な衛生設備があれば、安心して学校に

通えるからです。さらに、きれいな水を得られれば、下痢で学

校を欠席する子どもの数も減少します。 

我々は今世界的に紛争、環境破壊など抱えきれない課題が山

積しています。その問題に向き合い、逃げることなく出来るこ

とから少しずつ、そして継続することが大切だと感じています。 

 

連続出席 100％ 
有田 一郎 会員   27年間連続100％出席 

河野  隆 会員   27年間連続100％出席 

正木 英生 会員   27年間連続100％出席 

真志田正和 会員   27年間連続100％出席 

松田 文雄 会員   27年間連続100％出席 

大畑 哲也 会員   14年間連続100％出席 

 

福山 正剛 会員   11年間連続100％出席 

門田 充慶 会員   09年間連続100％出席 

戸田 拓夫 会員   02年間連続100％出席 

大西 正朗 会員   01年間連続100％出席 

 

幹事会務報告 
１．レート変更のお知らせ 

・3月1日より1ドル=116円になりました。（2月：115円） 

２．お知らせ 

・5時から、定例理事会が4Ｆ「華」にて開催されますので、 

関係者の方はご出席お願いします。 

 ・まん延防止等重点措置が解除されれば、例会を11日から再 

開します。例会についてメールでご案内しますので、折り 

返しご回答をお願いします。 

 

プログラム 会員卓話 

～ 青少年奉仕活動について ～ 

青少年奉仕プロジェクトチーム委員長 

二上真也会員 
・青少年とは 

各ロータリアンの責務

は、年齢 30歳までの若い

人すべてを含む青少年の

多様なニーズを認識しつ

つ、よりよき未来を確実

なものとするために青少

年の生活力を高めることによって、青少年に将来への準備をさ

せることです。すべてのクラブと地区は、青少年の基本的ニー

ズを支援するプロジェクトに着手するよう奨励されています。

基本的ニーズとは、健康、人間の価値、教育、自己開発であり

ます。 

・青少年奉仕について 

ロータリー百科事典 記載 

1923 年、セントルイス国際大会で『善良で健全な市民を育て

る』青少年奉仕活動が討議。当社は社会奉仕委員会の小委員会

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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として発足。次時代、青少年育成の重要性から第 5 奉仕部門と

呼ばれたこともある。青少年交換、奨学生、インターアクト、

ローターアクト、ロータリー青少年指導者養成プログラム、職

業相談指導、ロータリー地域共同隊、ロータリー地域社会共同

隊、身体障害者の援助、各種野外活動などを通じて才能と熱意

を呼び起こし、奉仕と責任感を育てることを目的とする。 

ロータリー情報ハンドブック P.202 

青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび

国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深

め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によっ

て、好ましい変化がもたらせることを認識するものである。 

（標準クラブ定款第 5条） 

・青少年奉仕月間 

5 月は、若い人々の育成を支援するすべてのロータリー活動に

焦点を当てる『青少年奉仕月間』である。ロータリークラブ

は、この月間中、クラブのニュースレターやそのその他の広報

資料に『各ロータリアンは青少年の模範』のスローガンを利用

するよう奨励されている。 

・青少年奉仕の基本原則 

国際ロータリーの第 5奉仕部門である、青少年奉仕は、ロータ

リーが若い世代を重視していることを表している。それは、青

少年が将来出現する課題を克服できるよう、私たちが、ロータ

リアンとして、青少年への奉仕、青少年の将来に対する奉仕、

更に人類全体への奉仕を通じて様々なツールを提供しようと努

力することである。 

一つの奉仕部門において、青少年に対するプログラムやプロジ

ェクトを組み合わせることで、クラブや地区はより強いアプロ

ーチで、この価値ある活動に関与することができる。 

青少年奉仕には以下が含まれている。 

1.青少年の間での高い倫理基準および倫理的な意思決定を奨励

する。 

2.青少年のニーズや願望や関心を理解し、認識する。 

3.地元の地域社会でのプログラム実施を通して、青少年に機会

を提供する 

4.国際ロータリーが提供する人道的、指導力養成、教育関連の

プログラムへの青少年の参加を奨励する。 

・青少年奉仕プログラムでの奉仕 

ロータリーの目的は奉仕理念に基づくものであり、また青少年

に対する奉仕活動に具現化されるべきである。クラブと地区

は、すべての青少年奉仕プログラムにリーダーシップスキル、

チーム作りのスキル、寛容の精神、そして社会への責務に対す

る献身の精神を育てる奉仕の特質を含むように奨励されてい

る。また併せて、青少年に障害にわたる奉仕の心を教え込むこ

とも奨励されている。 

新世代のためのＲＩ常設プログラムには、インターアクト、ロ

ーターアクト、ロータリー青少年指導者養成プログラム、ロー

タリー青少年交換があります。年齢 30歳までの多数の青少年が

将来リーダーとなるために必要なスキルを身に着けようと、ロ

ータリーのプログラムに参加しています。青少年プログラムの

参加者は、地域のプロジェクトや指導力開発の研修、文化交流

などに参加することによって、自分自身と世界について発見す

ることができます。そのほか、ロータリアンを模範として、倫

理、奉仕、親睦の理念についても学べます。 

・ライラ（RYLA：Rotary Youth Leadership Awards） 

ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）は、ロータリ

ーが実施する若者たちのための研修プログラムです。RYLA の内

容として、RYLA のイベントは、14～30 歳までを対象として、地

元ロータリークラブや地区によって開催されます。地元のニー

ズに応じて、一日のセミナーから数日間の合宿まで、さまざま

な形式がとられます。最も多いのは、さまざまなトピックのプ

レゼンテーション、アクティビティ、ワークショップなどを含

む、3～10日にわたるイベントです。 

参加対象はそれぞれのイベントによって異なります。リーダー

シップの力を引き出すことを目的とした中学生対象のイベント

から、創造性のある問題解決力を引き出すことを目的とした中

学生対象のイベント、ビジネス倫理について学ぶ若い社会人対

象のイベントなどがあります。 

RYLA でできること 

地元で活躍する人や豊かな経験を持つ人たちと一緒に 

1.コミュニケーションや問題解決のスキルを持つ 

2.学校や地元地域で活躍できるリーダーとなる方法を発見する 

3.地元を動かすリーダーによる指導、意欲を高めるような講

演、仲間との交流を通じた学び 

4.自分の可能性を発見し、行動へとつなげる 

5.楽しみながら、生涯続く友情を培う。 

参加方法として、地元ロータリークラブが RYLA の参加者を推薦

します。 

・インターアクト 

インターアクトクラブでは、12 歳～18 歳の中学・高校生が、地

元でのボランティア活動や海外のインターアクト会員との交流

を通じて視野を広げ、国際感覚を養っています。ロータリーク

ラブの支援を受けて設立されるインターアクトクラブでは、友

達と一緒に楽しみながらロータリーの『超我の奉仕』を学び、

行動力を身につけます。 

インターアクトでできること 

１、 学校や地元地域でボランティア活動をする 

２、 異文化について学び、国際親善に貢献する 

３、 学校や地元地域でリーダーシップを発揮する 

４、 楽しみながら、世界中に友達をつくる 

などがあり、活動内容として、インターアクトクラブは少なく

とも年 2回、プロジェクトを実施します。インターアクトは、

地元ロータリークラブから指導と支援を受けてプロジェクトを

実施し、リーダーシップを養います。 

世界インターアクト週間、インターアクト・ビデオコンテス
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ト・世界青少年奉仕デーなどの機会にイベントや活動に参加

し、インターアクトの活躍を多くの人にアピールしましょう。 

参加方法として、学校にインターアクトクラブがあるかどう

か、または地元のロータリークラブに訪ねてください。 

・ローターアクト 

ローターアクトは、18 歳から 30歳までの青年男女のための、

ロータリーが提唱する奉仕クラブです。ローターアクト・クラ

ブは通常、地域社会または大学を基盤としており、地元のロー

タリークラブが提唱しています。ローターアクト・クラブは提

唱ロータリークラブの真の『奉仕のパートナー』であり、ロー

タリー家族の重要な一員です。 

活動として、ローターアクト会員は、クラブ組織、運営、資金

管理、活動や奉仕プロジェクトの計画・実施を自ら決定するこ

とができます。スポインサーとなるロータリークラブが奉仕の

パートナーとしてローターアクトを指導・支援します。 

世界でローターアクトクタブがある国の数が、180、 

ローターアクトノクラブ数は、10,698、ローターアクター数

は、203,298 名います。参加方法として地元のローターアクト

クラブに連絡をとるか、ロータークラブを検索してください。 

・青少年交換 

世界 100か国以上で実施されているロータリー青少年交換は、

ロータリークラブによる支援の下、15～19 歳の学生が海外に滞

在し、言語や文化を学びながら、海外に友人をつくり、世界市

民としての自覚を養うことのできるプログラムです。 

ロータリー青少年交換で出来ること。青少年交換で色々な可能

性がひろがります。 

１. 自分で考え、率先して行動する力を育てる。 

２. 外国語や異文化を学ぶ 

３. 海外の若者と交流し、友達をつくる 

４. グローバルな市民になる。 

交換の期間として、海外で一年間を過ごす長期交換では複数の

ホストファミリー宅に滞在しながら、現地の学校に通います。 

数日間から数か月までの短期交換は、夏休みや春休みの期間中

に行われます。多くの場合ホストファミリー宅に滞在します

が、世界中の交換留学生たちと合宿やツアーに参加することも

あります。参加費用として、宿泊と食事代、学費はロータリー

が負担します。そのほかの費用は地区やクラブによって異なり

ますが、通常、以下の費用を学生が負担します。 

・往復航空券 

・旅行保険 

・旅券とビザにかかる費用 

・小遣い/追加の旅行やツアーに参加する場合の費用 

申請方法は、地元のロータリークラブに直接ご連絡ください。 

 

 

 

 

第 1229回例会 2022年 03月 11日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
今日で関東東北大震災の発災か

ら、ちょうど 11年になりました。

振り返ってみると様々なことが思

い起こされます。 

正確な情報が手に入らない、電

話などが繋がらず、通信手段が殆

ど失われるなど、大きな災害が起

これば何も出来ないことを痛感しています。 

また、災害の復興には様々な課題があり、合理性や経済性だ

けでは解決できない事柄が複雑な課題として絡み合い、何が正

解かが見えないという現実にも気づかされました。 

今後も、大きな自然災害は「必ず発生する」し、津波が想定

される地域も具体的に特定されています。 

だからこそ、今のうちに自分は何をしないといけないかとい

うことを考え、行動することが大切だと思います。起こってか

ら被害を訴えてもできることは限られるし、大切な人も含め元

には戻らないのです。 

 

長寿のお祝い 

松田文雄会員（古希）  昭和 27年 5月 24日生まれ 

 

記念日（会員誕生日） 

 
児玉哲也 会員 02月 04 日  大畑 哲也 会員 03 月 01 日 

吉村元亨 会員 02月 10 日  田中地宏保 会員 03 月 12 日 

藤原智昭 会員 02月 14 日 

青野大輔 会員 02月 15 日 

藤井 巌 会員 02月 17 日 

南 真一 会員 02月 23 日 
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幹事会務報告 
１．ボックス配布物  

 ・ロータリーの友誌、ガバナーズレター 3月号 

・休会のご案内 とき：4月１日 

・会報12・１月号（希望者のみ） 

 ・活動報告提出のお願い 

（理事役員・委員長のみ、3月4日メールでご案内済み） 

２．お知らせ 

 ・お土産をお帰りの際にお持ち帰り下さい。 

・例会終了後、次年度理事会が4F「渚」にて開催されます 

ので関係者の方はご出席お願いします。 

 

ニコニコ箱 
古江会員（T） 

・何時もお世話になります。古江です。 

・本日卓話、松田会員、卓話楽しみにしています。宜しくお願

い致します。 

福山会員（W） 

・松田先生、本日の卓話宜しくお願い致します。例会場で皆様

とお会いできるようになって大変うれしいです！！ 

竹岡会員 

・お久しぶりです。久しぶりの対面の例会でうれしいです。 

門田会員(T) 

・久しぶりのリアル例会はやっぱり楽しいですね！！ 

・次女が広島学院中学校に進学することになりました。春から

木本さんの娘さんの後輩になります。 

松田会員(大枚) 

・お久しぶりです。本日の卓話、よろしくお願いいたします 

・来週の水曜日に、初めて一般向けの本を出版します。 

田中会員(大枚) 

・第 94 回選抜高等学校野球大会に出場します。会員の皆様にご

支援・応援をお願いします。19 日（土）9 時 1 回戦に敦賀気

比高校と対戦します。 

高雄会員（W） 

・皆様お久しぶりです。冬に別れを告げ、春が近づきました。

コロナとも別れを告げ、安心できる世の中が近づきますよう

に。 

大畑会員（W） 

・皆様お久しぶりにお会い出来大変うれしいです。 

・松田先生、本日の卓話楽しみにしています。宜しくお願いし

ます。 

大西会員（W） 

・大西です。この前古江会長に鷹ノ巣ゴルフクラブの予約をし

てもらいました。なので出宝しろとのことです。 

藤井会員（T） 

・いつもお世話になります。まん防が終わり普通に例会ができ

るようになり良かったです。引き続き宜しくお願い致します。 

田中地会員（W） 

・長男が卒業、就職も決まり後は国家試験の合否を待つのみで

す。 

・現場仕事が続き久々の例会出席です。 

藤原会員 

・皆様お久しぶりです。 

山本会員（W） 

・本日より例会を再開頂きありがとうございます。今後とも宜

しくお願いします。 

南会員 

・南です。お世話様になっております。リモートではなく例会

再開嬉しく思い出宝させていただきます。 

松苗会員（T） 

・久しぶりの例会に遅れてしまい、バッジも忘れてしまいまし

た。 

計 49,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 新型コロナウィルス情報 パートⅡ ～ 

松田文雄 会員 
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第 1230回例会 2022年 03月 18日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
今月はローターアクトの月間

でもあります。簡単ですが説明

させていただきます。 

若いグローバルリーダーのネ

ットワークであるローターアク

トクラブ は、18 歳以上の人びと

が集まって地域社会のリーダー

と意見交換をし、リーダーシップと専門的なスキルを育みなが

ら楽しく奉仕活動を行います。 

ロータリーとローターアクトの会員は、世界各地で奉仕を通

じて共に行動しています。大都市から僻村まで、ローターアク

トはさまざまな地域社会で変化をもたらしています。 

「ローターアクトの活動」：ローターアクト会員は、クラブの

組織、運営、資金管理、活動や奉仕プロジェクトの計画・実施

を自ら決定することができます。スポンサーとなるロータリー

クラブが奉仕のパートナーとしてローターアクトを指導・支援

します。と説明されています。 

私も調べて初めて知る事ができました！若い内から奉仕活動

に携わることで地域社会への携わりかたが学べる事は大きな経

験になるのではないでしょうか。 

配偶者誕生月 
加島 文斎 会員 （加島ひとみ様）03月22日 

有田 一郎 会員 （有田 和子様）03月31日 

 

次年度所属員会発表 
次年度会長大畑哲也会員より、次年度の所属員会の発表があり

ました。 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物  

 ・次年度所属委員会構成表 

・臨時理事会議事録 

・卓話資料 

・4月例会のご案内 

・現次年度クラブアッセンブリーご案内 

（現次年度理事役員委員長のみ） 

とき：４月22日（金）例会終了後  

ところ：シェラトングランドホテル広島 

ご案内の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。 

・クマヒラさんより”抜粋のつづり” 

２．お知らせ  

 ・事業報告書について 

来週23日（水）委員会→理事、25日（金）理事→幹事 

提出締切になっておりますので、宜しくお願い致します。 
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ニコニコ箱 
広島西南 RC 谷口会員 

・3/13 鷹の巣ゴルフクラブの月例で、藤原会員、高藤会員と楽

しくラウンドさせて頂きました。次回も宜しくお願いします。 

古江会員（W） 

・いつもお世話になります。古江です。本日卓話、広島東 RC 山

本一隆様、楽しみにしています。宜しくお願い致します。 

福山会員 

・山本様、本日はお越しいただき誠にありがとうございます。

卓話よろしくお願い申し上げます。 

戸田会員(ハーフ) 

・お久しぶりです。忘れないでくださいね～。 

児玉会員 

・城南野球同好会、優勝目指してがんばれ～！！ 

平井会員 

・お久しぶりです。今年の繁忙期も何とかこなしました。 

山内会員 

・明日の野球でケガをしないように頑張ります。 

藤井会員 

・明日のガバナー杯野球大会皆様ケガをしないように頑張りま

しょう。 

藤原会員(T) 

・12月 15日に行われた中国新聞杯ゴルフ１次予選に行ってきま

した。誰にも言わずこっそり参加したのですが優勝してしま

いバレてしまいました。ハンディをたくさん頂いてのネット

での優勝でした。 

南会員(W) 

・南です。明日の野球がんばります。先月のバーディー会で優

勝することができましたので出宝させていただきます。 

橋沢会員 

・お久しぶりです。明日のガバナー杯１回戦、２回戦必ず勝ち

ます。今年は優勝を持って帰れるよう城南メンバー一致団結

して挑みます。 

高藤会員(W) 

・長女が、4 月～ノートルダム清心中学校に入学します。準備

も兼ねて文房具など買い物に行くのかと思っていたら、アイ

ススケートに行きたいようです。娘２人と行ってきます。 

・明日からの、ガバナー杯、皆さん宜しくお願いします。 

松苗会員（W） 

・明日のガバナー杯、野球部の方頑張ってください。 

計 23,000 円 

 

 

 

 

 

 

プログラム 来賓卓話 

～ 私と福祉 ～ 

広島県社会福祉協議会 会長 山本一隆 様 

（広島東 RC会員） 
 この度は貴クラブから例会卓話の

機会を与えていただき誠にありがと

うございます。「福祉」という幅広

いテーマをいただきましたが、限ら

れた時間ですので、私が関わってい

ます福祉の分野のごく一部をご紹介

させていただこうと思います。お配

りしましたレジメに沿って端折ってお話いたします。 

 まず、Ⅰの私と福祉との関わりに入ります。現在私が関わっ

ています福祉関係の団体は主なもので古いものから①の中国新

聞社会事業団は、災害義援金の募集など皆様に大変お世話にな

っておりますが、特筆すべきは竹原市忠海東町に中国芸南学園

という知的障害児・者の施設を昭和 43年（1968 年）から運営

を開始し、2003 年からは同町の老人施設「黒滝ホーム」も運営

しております。②の広島市手をつなぐ育成会は、障害のある人

の自立と社会参加を支援し、差別されることなく安心して暮ら

せる地域づくりを目指す知的障害児・者の親の会です。 

 次に③の広島県社会福祉協議会が現在、最も注力しておりま

す団体です。県社協の役割は一言でいえば広島県全体の社協組

織を応援する中間組織であり、民間の立場から地域福祉を推進

する団体です。主な活動のうち 2点だけ紹介します。 

 一つは昨年来の新型コロナウィルスの影響で休業や失業され

た方々に対して連日、貸付業務を行っております。その金額は

昨年 12 月末現在で、「緊急小口資金」「総合支援資金」を合わせ

て約 3万 7 千件、金額にして 111億 2 千 2百万円余りをすでに

貸し付けております。全国では 1兆 3 千億円を超える資金が配

られています。 

 もう一つの主な事業としては大雨災害にかかる支援事業で

す。令和 3 年度も広島県では 7 月から 8 月にかけて県北を中心

に大雨による被害が出ており、死傷者 4 人、住宅被害 1,420 棟

あまりが記録されています。これに対して県社協では各地に被

災者生活サポートボランティアセンターを立ち上げ支援を行い

ました。それらの資金援助につきましては、広島県共同募金会

が主ですが、昨年は私ども県社協が声をかけさせていただき、

RI2710地区と災害協定を締結させていただいたおかげで、東京

地区のロータリーから多額の寄付金をいただく事が出来まし

た。 

 その他の犯罪被害者支援センターにつきましては私たちが

2004 年に犯罪による被害者支援のため立ち上げた組織ですが、

この度は時間がありませんのでまたの機会にしたいと思いま

す。 

 最後に私の社会福祉の原点について触れたいと思います。 

① については私が生まれてまだ 1 歳半の時 1945年あの 8
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月 6 日の前日、5日の朝、私は両親と姉の 4 人で広島市

内の家を去り、今の安芸郡府中町へ疎開しました。そ

の日私たちは夜勤に向かう父を見送り、それが父との

永遠の別れとなりました。もし私共がもう 1 日市内に

とどまっていたら今の自分は存在しなかったことにな

ります。マスコミの社会に入った時から自分は与えら

れた命を将来は福祉のために役立てたいと思い続けて

いました。 

② これは新聞記者のころある児童養護施設を訪問した

時、創設者の奥様から直接聞いた話です。その施設は

元々原爆や戦争で両親を亡くした子供たちを引き取っ

て育てる目的で創設されたもので、今では親の虐待を

受けて引き取られた子供たちが大半と聞いておりま

す。 

ある日、一人の男の子が引き取られてきました。その

子は人を信じることができず、同じ仲間とは喧嘩ばか

りして、人とは交わることができなかったそうです。

職員さんもほとほと手を焼いていつもみんなから離れ

た存在でした。それでもこの奥様を中心に全員でこの

子を見守り何とか集団生活に慣れてきた頃でした。あ

る朝、この子の姿が園から消えていました。それも園

の大切なものを大量に盗んで姿をくらましてしまいま

した。職員をはじめ仲間たちみんなが怒り悲しみまし

た。その時奥様が一言言われました。「あの子が消えた

のは、あの子が悪いのではありません。私たちみんな

が至らなかったのです」。 

この話はご本人の口から「本当に至らなくて残念でし

た」と聞きました。この時私は“福祉”の難しさ、奥

の深さを知りました。これが私の福祉の原点です。 

レジメのⅡ以降は読んでいただけると幸いです。ロータリア

ンに望むことは僭越ながら一度始められたら是非とも息の長い

福祉活動をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

第 1231回例会 2022年 03月 25日 

会長時間 ： 古江暢敏会長 
毎年 3月 25日は、電気記念日です。

明治 11 年（1878 年）3 月 25 日、工部

省電信局は、万国電信連合に加盟する

準備として東京・木挽町に電信中央局

を設け、その開局祝賀会を東京・虎ノ

門の工部大学校の講堂で開催しまし

た。 

祝賀会は、大臣や各国行使など 150 名を越える人々が参加し、

盛大に行われました。夕方、大学校の車寄せに多くの来賓を乗

せた馬車が次々と到着し、玄関から 2 階の講堂へ案内されてい

きました。この日、会場に電気灯を使用するよう、工部卿伊藤

博文から特に命ぜられていた英国人エアトン教授は、グローブ

電池 50 個を使い、講堂の天井に設置されたアーク灯（「デュボ

スク式アーク灯」）を点灯するため、自ら難しい調整にあたって

いました。 

やがて 6 時、エアトン教授の合図とともに、目もくらむよう

な青白い光がほとばしり、講堂をくまなく照らし出しました。

その場にいた来賓たちは、「不夜城に遊ぶ思い」と驚嘆の声をあ

げたといいます。これが、日本で電灯が公の場ではじめて点灯

された瞬間でした。 

翌年の 1879 年 10 月 21 日には、米国でエジソンが白熱電球を

発明し、日本にも輸入されました。明治 19年（1886年）には東

京に電灯会社が生まれ、電灯に動力にと、電気の時代が幕を開

けました。 

わが国で市民が公の場で初めて電気による光を目にしたのは、

工部大学校でアーク灯が点灯されてから、4 年後のことです。

明治 15 年（1882 年）7 月、東京電灯会社が銀座二丁目の大倉組

の中に創立仮事務所を置き、事務所の前に設置した宣伝用の街

灯を、11 月 1日に点灯しました。 

この時は電池ではなく、米国製のブラッシュ発電機を用い、

2,000 燭光のアーク灯が使われました。当時の新聞は「見物の

群集は市街に満ち」と報じ、その時の様子を描いた錦絵も登場

したそうです。 

我々は当たり前の様に使っている電力もそれなりの歴史があ

り当時は苦労の連続だったと思います。 

最近では特にエネルギー不足、原燃料高騰等危機的状況が続

いている中、我々は何が出来るのか真剣に考える必要に迫られ

ているのではないでしょうか｡ 

 

入会記念月 
有田 一郎 会員 平成07年03月31日 

河野  隆 会員 平成07年03月31日 

正木 英生 会員 平成07年03月31日 

真志田正和 会員 平成07年03月31日 

松田 文雄 会員 平成07年03月31日 
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大畑 哲也 会員 平成20年03月21日 

福山 正剛 会員 平成23年03月04日 

門田 充慶 会員 平成25年03月22日 

大西 正朗 会員 令和03年03月05日 

 

創業記念月 
田中 清峰 会員  大正13年03月01日 高島産業㈱ 

佐々木優子 会員  昭和21年03月01日 佐々木金属工業㈱ 

平井 篤志 会員  平成16年03月24日 平井篤志税理士事務所 

山本 博之 会員  平成23年03月28日 シェラトングランド 

ホテル広島 

 

米山奨学生カウンセラー委嘱状交付 

二上真也会員へカウンセラー委嘱状が交付されました。 

 

 

幹事会務報告 
１．お知らせ 

・活動報告書について 

本日幹事宛に提出締切になっておりますので、宜しくお願 

い致します。 

・地区大会地区大会記念チャリティーゴルフ大会について 

22日にメールにてご案内しております。ご回答、宜しくお 

願い致します。 

・次週4月1日(金）は休会になります。次回の例会は4月8日に 

なりますので、お間違えないようお願いいたします。 

２．回覧物について 

・松田文雄会員が書かれた「心の育ち」と「自分らしさ」 

―子育てと自戒―（1,430円会費徴収）を購入希望の方をク 

ラブで取り纏めますので、購入者の方は宜しくお願い致し 

ます。 

 

ニコニコ箱 
広島安芸 RC（W） 木下様 

・城南ロータリーの皆様いつもお世話になっています。安芸ロ

ータリーもガバナー杯一回戦で負けて児玉会員にかつあげさ

れたので出宝致します。 

古江会員（T） 

・いつもお世話になります。古江です。先日のガバナー杯、一

回戦敗退、残念です。ですが、広島城南ロータリーの結束力

を改めて感じることが出来たと思います。皆様お疲れさまで

した。そして、本日卓話、河野会員宜しくお願い致します。

楽しみにしています。 

福山会員 

・河野先生、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

門田会員 

・先日のガバナー杯先頭打者で 3 回凡退しました。最後のバッ

ターにもなり三振でゲームセットとなりました。 

大畑会員（T） 

・広陵高校、昨日の試合はとても残念でした。夏に期待したい

と思います。 

・ガバナー杯善戦しました皆さんおつかれさまでした。 

児玉会員（W） 

・先日の野球、お疲れさまでした。健闘むなしく負けましたが

楽しい 1日でした。 

大西会員（W） 

・遅刻している大西です。城南 RC に入会して 1 年がたちました。

これからもよろしくお願いします。 

山内会員（T） 

・ガバナー野球大会で先発ピッチャーでストライク入らなくて

ごめんなさい！ 

藤井会員（ハーフ） 

・3/19 野球同好会お疲れさまでした。2 三振したので出宝しま

す。2 日後のゴルフはシャンクだらけです。 

藤原会員(T) 

・ガバナー杯野球大会に行ってきました。久々の野球でした 2

打数 1安打（3塁打）でしたが出宝致します。また野球の次の

日のゴルフでも OB連発しました。 

二上会員(ハーフ) 

・先週のガバナー杯で 5 番レフトで出場させてもらいました。

結果は二打数ノーヒット、守備では「オーライ、オーライ」

と言った挙句落球してしまいましたので出宝します。PS：パ

ーマをひさびさにかけました。 

水口会員（ハーフ） 

・12月 10日以来の例会場での例会出席となります。お久しぶり

です。 

橋沢会員（ハーフ） 

・先日の野球同好会で優勝出来ず残念でした！城南メンバーの

盛上りと気持ちが嬉しかったです！次回甲子園大会に向けて

調整していきましょう！ 

高藤会員 

・ガバナー杯 2三振の為出宝します。 

計 49,000 円 
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プログラム 会員卓話 

～ 3月 25日 今、思う事 ～  

河野 隆 会員 

プログラム委員長からは、

「確定申告が終わって」で如何

でしょうか？と依頼がありまし

たが、コロナ感染症の影響で、

今年は、昨年とは別方法で個別

に、簡易な方法で個別延長が認

められていますので、終わって

の感想とはなりませんでした。 

今年、資料等をお持ちになる方々と話をしていると、「連年贈

与」が禁止となると思われている方が多くいらっしゃいまし

た。令和 4 年の税制改正大綱には一切触れられていません。 

これは、令和 2 年、令和 3 年とそれぞれの税制大綱にお

いて、相続税と贈与税を一体的にとらえて課税するという

観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在

り方を見直すとして、暦年贈与制度がなくなってしまうの

ではないかという予想がされておりました。 

しかし、12 月 10 日に発表された令和 4 年の与党税制改

正大綱においては、この見直し時期、見直し内容が明記さ

れませんでした。法律が改正されるまでは問題ありませ

ん。わが国では、新たな課税を行うには憲法 30 条の規定に

より、法律で定めなければなりません。また、遡及して課

税させることはできません。 

わが国では、国・地方公共団体が 3 月を事業年度末としてお

りますので、多くの企業も、3月末を事業年度末としておりま

す。（公開会社では、3,698社中 2,307 社。62.4％） 

国・地方公共団体は「現金主義」（予算執行主義）ですので、

4・5 月を出納整理期間として設定し、実質事業年度末の業務を

5月 31日（出納閉鎖日）まで行います。しかし、民間企業は、

「発生主義」で認識することが、法人税法・会社法計算規則で

定められていますので、出納閉鎖期間の考えはなく、4 月以降

は決算作業に入ります。会社法・法人税法が 2 カ月以内、或い

は 3 箇月以内で決算の確定・納税・情報公開を求めているから

です。確定させるためには、株主総会の開催も必要となりま

す。3 月決算の会社では今月一杯は、決算対策が可能ですので

頑張ってください。‘21年 3 月期の公開決算会社では最速の決

算発表日が、25 日以内で 26 社、30 日以内で 285 社、40日以内

で 295 社、45日以内で 1,597 社となっています。また、株主総

会開催日では 6月 29 日開催が 628社 27.3％）26 日開催が 571

社（24.8％）24 日開催が 380 社（16.5％）となっています。我

が国では、「総会屋」と呼ばれる株主対策に一斉開催が習慣化し

たようです。 

行政機関と取引されている法人では、令和 3 年度の契約によ

る引渡しは、令和 3年 3 月 31 日付での納品引渡しとされます。

実際には出納整理期間内の納品引渡しとなっているはずですの

で、後のちの税務調査などで、もめる原因となりますので、お

気を付けください。 

さて、3月 31日はお話したように事業年度末ですが、27 年前

の平成 7年 3月 31日に私たちの広島城南ローターリークラブが

誕生しました。事業年度末が創立記念日となりました。この日

の設定は、設立時の筒井ガバナー年度（6 月まで）に、チャー

ターナイトを実施するために逆算的に設定されたと思っていま

す。同年度に設立されている、廿日市ロータリークラブさんの

創立記念日が同年 5月 8 日であることからも急いだことがお分

かりかと思います。この結果、創業記念夜間例会を開催する場

合には、会員の皆様におかれましては、事業年度末又は年度始

まりのくそ忙しい時に、との思いを持たれる方も多いように思

います。 

現在も、チャーターメンバーが 5名残っていますし、特に戸田

会員は、設立時の幹事をされていましたので、大変な思いで頑張

られたと思います。 

 

⚫ 紀元前の 3 月 25 日は大天使ガブリエルが聖母マリア様が

救世主の母となることを伝えた、受胎告知の日でもあり

ます。救世主キリストの誕生日が 12 月 25 日ですので、

丁度 9 カ月。（フランスでの計算方法で、10月 10日に対

応します。） 

⚫ 大塩平八郎の乱が 1837 年 3 月 25日に発生しました。 

⚫ 3月 25日は電気記念日です。1878年 3 月 25 日に東京の

銀座木挽町でアーク灯に初めて点灯されました。 

⚫ 2002年 3 月 25 日は、ディープインパクトの生誕日です。 

 

 

 

同好会報告  野球同好会 

 

第 26・27・28 回国際ロータリー第 2710 地区ガバナー杯ロータ

リークラブ親善野球大会が、呉二河球場で開催されました。一

回戦でいきなり強豪の広島北 RCと対戦し、残念ながら 1-9 で敗

れましたが、メンバー全員が結束して得点をもぎ取り零封を免

れました。楽しく、愉快な時間を過ごせたのは言うまでもあり

ません。今後の野球同好会の活躍にご期待ください♪ 

 

 

 

 


