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第 1246回例会 2022年 08月 05日 

会長時間 ： 河中清副会長 
今日は大畑会長がお休みなので、私

が代役を務めさせていただきます。 

① ゲストの須山一也様、ようこそ広

島城南ロータリークラブへ。くつ

ろぎながら、例会の雰囲気を楽し

んでください。 

② 大西会員の奥様、明美様、今日は

ありがとうございます。 

旦那さんの本音が聞けるかもしれませんね、楽しみです。 

③ 福田亜美会員、今日から私たちの仲間ですね。のちほどの入

会式、よろしくお願いします。 

みなさん、先週のガバナー訪問でのクラブフォーラム、お疲れ

さまでした。皆さんの協力のおかげで、スムーズに事が運び、城

南ロータリークラブの良いところをガバナーに伝えることがで

きたと思います。また、ガバナーよりたくさんのお褒めの言葉を

いただきました。ありがたい事です。 

ガバナー訪問も終わってやれやれですが、これから、城南ロー

タリークラブは、もっともっと面白くなります。奉仕プロジェク

ト委員会（水口理事）では、いろいろな奉仕活動の計画を立てて

おりますし、親睦活動委員会では、今回城南ロータリークラブ担

当の、3 ロータリー合同夜間例会が 10 月にあります。また、12

月には、クリスマス夜間などの行事がめじろ押しです。橋沢親睦

活動委員長が張り切っておりますので、楽しみですね。 

今年度の大畑会長の会長方針「ロータリーの夢に向かって行動

しよう」です。この「夢に向かって行動しよう」ですが、戸田プ

ログラム出席委員長が色々と考えてくれまして、夢について、会

員に語ってもらおうということになりました。会員卓話です。小

さい時の夢、若い時の夢、社会人になってからの夢、大人になっ

てからの夢、それから、これからに向けての夢、などを語ってい

ただきます。皆さん、かなった夢、かなわなかった夢と、色々あ

ったと思いますので、その辺の話は聞いてて面白いのではないか

と思っております。 

それで、今日は第一弾として、大西会員に語っていただきます。

奥様も来られて、いらっしゃいますので、何が飛び出すか、楽し 

 

みですね。ワクワクです。のちほど、会員卓話で・・・・ 

その他、来賓卓話もいろいろと、充実しておりますが、その辺

は理事会で承認されたあと、順次発表させていただきますので、

楽しみにしておいてください。 

これからの城南ロータリークラブの行事、計画などの流れにつ

いて、説明させていただきました。以上で会長時間を終わりたい

と思います。ありがとうございました。 

 

記念日（会員誕生日） 
竹岡龍太郎 会員 11日 

田中 清峰 会員 15日 

正木 英生 会員 20日(卒寿) 

 

連続出席100％ 
木本 博之 会員 12年間連続100％出席 

花島  司 会員 06年間連続100％出席 

高藤 孝一 会員 06年間連続100％出席 

 

ポール・ハリス・フェロー表彰 
マルチプル+3 河野   隆 会員 

マルチプル  佐々木優子 会員 

 

 

会長／大畑哲也   副会長／河中 清   幹事／門田充慶    副幹事／木本博之   クラブ会報編集委員長／竹村有右 

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 



2022～2023 年度                                            2022 年 0８月会報 

●本年度会長テーマ● 

「ロータリーの夢に向かって行動しよう」 

http://hj-rc.jp/ 

2 

入会式 
 福田亜見会員の入会式が行われました。 

 

 

幹事会務報告 
1．ロータリーレート変更のお知らせ 

 ・8 月 1日より 1 ドル=133円になりました。（7月：136円） 

2．ボックス配付物  

・ガバナーズレター・ロータリーの友誌8月号 

 ・卓話資料 

 ・2022-23年度会員手帳 

 ・地区大会のご案内 

とき：10 月 16 日（日）13:00～ 

ところ：周南市文化会館 

出欠の分かる方はお帰りの際に受付に回答用紙を提出くだ 

さい。 

3．お知らせ 

 ・次週8月12日（金）は休会となっております。次回の例会 

  は19日ですので、お間違えないようにお願いいたします。 

事務局のお休みは8月12～16日です。 

・例会終了後、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。 

 

委員会・同好会報告 
(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 田中副委員長 

(2) 広報・ロータリーの友誌委員会 山本委員長 

 

ニコニコ箱 
河中会員（H） 

・ゲストの須山一也様、ようこそ城南ロータリークラブへ。例会

の雰囲気を楽しみながら、くつろいでください。 

・大西会員の奥様、明美様。今日は旦那さんの本音が聞けるかも

しれませんね、楽しみです。 

・福田亜美会員、今日から私たちの仲間です。これからみんなと

一緒にロータリーを楽しみましょう。 

門田会員 

・福田さん入会おめでとうございます。これからよろしくお願い

します。 

・大西明美様、須山様ようこそお越し下さいました。ごゆっくり

お過ごし下さい。 

・先週の例会は 2 回かみましたのであわせて出宝します。 

戸田会員（T） 

・大西さん、本日の卓話、よろしくお願い致します。 

・7 月 31 日にインターハイ・少林寺拳法高校生全国大会の決勝

が高知県で行われ、広島城北高校が 3 位に入賞しました。ちな

みに、1 位から 3 位の点数は同率でしたが、技術点の僅差で 3

位に振り分けられたようで、審判長からは優勝と思って良いと

のコメントがあったとのことです。創部 52 年目にして全国制

覇、悲願達成と喜んでいます。 

児玉会員（W） 

・福田様広島城南ロータリーへようこそ。今後共、よろしくお願

いします。 

・大西さん今日の卓話、楽しみにしています。奥様もようこそい

らっしゃいました。 

田中会員（W） 

・7/30に河中会員とゴルフに行き、久しぶりのハーフ 39 が出ま

した。 

・二上会員、佐久長聖高校の甲子園出場おめでとうございます。 

福山会員（W） 

・福田さんご入会おめでとうございます！ 

・須山さん、本日はゲストとして楽しんでください。 

・大西さん、卓話楽しみにしております。 

藤井会員 

・大西さん本日の卓話楽しみです。宜しく御願いします。 

二上会員（T） 

・佐久長聖高校が長野県代表として、甲子園出場が決まりました。

とりあえず初戦勝てるように願います。 

田中地会員（W） 

・明日は原爆の日。追悼の意と平和を願って。 

花島会員（W） 

・大西さん本日の卓話楽しみにしておりました。よろしくお願い

します。 

・福田亜美さんご入会していただき感謝です。これからよろしく

お願い致します。 

橋沢会員（W） 

・福田さんご入会おめでとうございます！これから城南ロータ

リーを一緒に楽しみ、盛り上げていきましょう。 

・大西さん、明美さん本日の卓話楽しみにしてます！ 

大西会員（T） 

・福田さん、ご入会おめでとうございます。これからよろしくお

願いします。それと今日、夢について卓話をしますので出宝し

ます。 

南会員（T） 

・大西さん本日の卓話大変楽しみにしています。奥様、大西さん

にはいつも大変お世話になりご指導いただいております。今後

ともよろしくお願いいたします。 

・福田さん入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願い
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いたします。 

竹村会員 

・福田さんご入会おめでとうございます。これからよろしくお願

いいたします。 

・大西さん本日の卓話楽しみにしております。よろしくお願いい

たします。 

計 49,000 円 

 

プログラム 会員卓話 

～ 夢 ～ 

大西 正朗会員 
皆さん、こんにちは。この度、テー

マが「夢」ということなので、「小さ

いころの夢」、「仕事上の夢」、「これか

らの夢」についてお話させていただき

ます。 

 さて、皆さんは「夢」を持たれて

いますか。実は私、よく考えてみると

「夢」というものが特にないのではと思っています。 

親のせいにしてはいけないと思いますが、小さいころの夢な

どはなく、厳しい父の言う通りに生きてきました。もしかした

ら小さいころには夢があったかも知れませんが覚えていませ

ん。例えば、大学進学の時、現役では志望校に合格できず一浪

することを希望しましたが、父に反対されて合格した大学に行

きました。また、大学卒業後は東京でサラリーマンをしていま

したが、広島に帰って大西運輸に入れと言われてその通りにし

ました。そのため、自分で意志を持ち、行動する方法などを習

得しておらず、夢を持つことが難しくなりました。あえて言う

とすると、こう見えて私、昔はやせていて、小学校から 30代前

半までサッカーをやっていました。走ることは自信がありまし

た。高校の卒業文集では「サッカーで日本一になりたい」と書

いていました。今では考えられません。 

皆さん、浜田省吾の「MONEY」という曲をご存知ですか。実は

先日の最終夜間例会の二次会と甲子園野球大会の前日の夜にへ

たくそなのに歌わされました。この浜田省吾の「MONEY」の曲は

若い頃、よく歌っていました。久しぶりに歌って、恥ずかしか

ったようなうれしかったような感じでした。この「MONEY」とい

う曲は、1984年に発売されました。当時、私は大学生で、やっ

と親元を離れてのびのびした生活をしていた頃です。今思うと

私の夢を歌ってくれた曲だったのかも知れません。 

「純白のメルセデス、プール付きのマンション、最高の女と

ベッドでドンペリニヨン、欲しいものは全てブラウン管の中、

まるで悪夢のように…」と続きます。夢は夢でも悪夢になって

しまっています。私の夢も悪夢になってしまったようです。「お

金は怖いもの」という曲だと思います。 

ちなみに私の車はマツダ車の CX-5 で色は真っ黒です。純白の

メルセデスではありません。ただ、私にとっては十分に満足で

きる車です。 

冒頭、私には「夢」がないとお話しさせてもらいましたが、

こんな私にも「どうしてもやっておかなければいけないこと」

はあります。もしかしたらこれが「これからの夢」なのかも知

れません。それは事業継承です。健康にも気をつけないといけ

ないと思っています。当面の目標としては、娘の成長に目を細

めながら家内安全、商売繁盛というところでしょうか。 

今回夢についてのテーマをいただいたことで、私自身見つめ

直すことが出来ましたし、これからの目標や夢もぼんやりでは

ありますが見えてきました。とても良いきっかけとなりまし

た。ありがとうございました。 

 

第 1247回例会 2022年 08月 19日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さまこんにちは。お客様もようこ

そ、お越し下さいました。ごゆっくりお

過ごし下さい。 

前回の例会を休み、お盆休みまで有

りましたので皆さんの元気な顔を久し

ぶりに見ることが出来大変うれしく思

います。河中副会長や皆さんをユーチュ

ーブで拝見しましたがやはり会場で見たかったですね。特に大西

会員の卓話を聞いている明美夫人の様子がとても気になりまし

た。 

さて、石川ガバナーから公式訪問のお礼状が届いているので皆

様にご紹介をしたいと思います。 

<<お礼状紹介>> 

皆様のおかげでガバナー公式訪問例会・フォーラムを無事終え

ることが出来、感謝申し上げます。ありがとうございました。 

さて、今月は会員増強月間です。当広島城南ロータリークラブ

では、皆様のお蔭を持ちまして今年度 2 名の新入会員を迎えるこ

とが出来ました。また、何名かの情報も頂いております。これか

らの広島城南ロータリークラブを支えてくれる新たな会員の推

薦をお待ちしておりますので皆様ご協力の程宜しくお願い致し

ます。以上で会長時間を終わります。 

 

石川ガバナーからのお礼状 
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結婚記念月 
大西 正朗 会員 26日 

 

ポール・ハリス・フェロー表彰 
マルチプル+2 松田 文雄 会員 

 
 

幹事会務報告 
1．ボックス配付物  

 ・9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。 

・卓話資料 

・第２回理事会議事録、臨時理事会議事録 

・地区大会ご出欠について未提出の方は回答用紙を配付して 

おります。お帰りの際に受付に提出下さい。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 戸田委員長 

 

ニコニコ箱 
広島西南 RC 谷口会員（T） 

・広島西南 RC の谷口です。いつも広島城南ロータリー様にはお

世話になっています。今月、鷹の巣の月例で藤原会員から預か

っていましたので出宝いたします。今後とも宜しくお願いしま

す。 

大畑会員（W） 

・個性心理学研究所講師池内佳世子様本日の卓話を宜しくお願

い致します。 

河中会員（W） 

・池内佳世子様本日の卓話楽しみです。よろしくお願いします。 

門田会員（W） 

・池内様、本日はよろしくお願いいたします。バシバシ切って下

さい。前回の例会は 1回かみましたので併せて出宝します。 

木本会員 

・池内佳佳世子様、本日はようこそお越しいただきました。個性

心理学、楽しみにしております。 

戸田会員（H） 

・本日の卓話“個性心理学”です。よろしくお願いします。 

古江会員（H） 

・いつもお世話になっております。古江です。本日卓話をして頂

ける池内佳世子様、本日は宜しくお願い致します。楽しみにし

ています。 

・先日の例会を欠席しました。折角の大西会員の卓話でしたが聞

けなくて残念でした。翌日 YouTube 録画動画を拝見いたしまし

たが、一つ訂正があります。大西会員は初めてのドンペリをい

ただいた時の支払いを払わされましたと言っておられました

が私がおごって差し上げました。勘違いしないでください。 

・15 日から遅めのお盆休みで北海道に行ってきました。有意義

な時間を過ごすことが出来ました。沢山、ご馳走になりました。

南会員、児玉会員ありがとうございました。 

児玉会員 

・池内佳世子様ようこそいらっしゃいました。本日の卓話よろし

くお願いします。 

福山会員 

・池内様、本日は当クラブにお越しいただき誠にありがとうござ

います。皆様、たくさんのご出宝ありがとうございました。 

花島会員（W） 

・池内佳世子様、この度は個性心理学での診断をありがとうござ

いました。ちなみに私は母性豊かな子守熊でした。 

大西会員（W） 

・池内さん、今日の卓話たのしみにしております。 

南会員 

・池内さん本日は宜しくお願いいたします。楽しみにしています。 

計 27,000 円 

 

愛のコイン箱                  

 

3,251 円 

 

 

プログラム 来賓卓話 

個性心理学研究所 講師   

池内佳代子様 

～ 個性心理学からみた企業人事の在り方 ～ 
この度は、お招きいただきまして

ありがとうございます。個性心理学 

認定講師の戸田（池内）佳世子と申し

ます。  

まず最初に、私たちが行う国会議員

研修でも上場会社の役員研修でも必ず

挙手をお願いしている 2 つの質問があります。１つ目は『今、

幸せ』ですか？これには割と多くの手が上がるんですね。とこ

ろが『今、ストレスがない！』という方は手を挙げてください

ますか？というと、途端に手が上がらなくなります。幸せな人

生を送っている方でも、このように何らかのストレスを感じて

いる方は割と多いものなんですね。  

では、ストレスの原因とは何でしょうか？これは９割以上が
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【人間関係】と言われております。過度なストレスをなくす魔

法のおまじないがあります。それは【あきらめること】です

（笑）。皆さん、【あきらめ】られないから様々なストレスを

抱える要因となるんですね。  

しかし私どものいうところの【あきらめ】とは、【明るく、

認めること】、それを以て【あきらめる】と考えております。

物事の道理、心理を見極めて受け入れるということです。人

は、深層心理のベースのところで、誰もが『自分を認めてもら

いたい』という気持ちがあるのです。その裏腹に、『他人は認

めたくない』とも思っているのです。そうしたことを知った上

で、今日から『他人を認める、明るく認識する』という方向に

転換することが大切です。  

明らかに認める、あきらめるといっても、今までは方法がわ

かりませんでした。人間は皆同じだと思われてきたからです。

先日会場にいらっしゃるとき、桜の花は咲いていましたか？咲

いていませんでしたね。桜の木に向かって『何で咲いてないん

だ！』と文句を言った方もいらっしゃいませんね。なぜならば

私たちは、桜は４月に咲くと言うことを明らかに認めているか

らです。たとえば大畑会長が梅だったと致します。梅は２月に

咲くと言うことを私たちは明らかに認めている。２月に会長が

綺麗な梅の花を咲かせている時に桜の私はうらやましがった

り、ねたんだり、足を引っ張ったり、悪口を言ったりする必要

は全くないわけです。なぜなら私は桜ですから、咲く時期が違

うのです。種類もサイクルも違うのです。会長は梅ですから、

２月に綺麗な花をつけると、『よかったですね、今年も綺麗に

咲きましたね！』といえるのです。なぜなら私と会長は、種類

も咲く時期も違うということがわかっているからです。 

では、個性心理学とは何か。個性心理学とは世界で初めて人

間の個性を 12 匹、60 分類のキャラクターに細分化させ､誰に

でもわかるイメージ心理学として体系化し、世に発表したもの

です。19 世紀ドイツの心理学者を中心に性格学としての心理学

が研究されていましたが、そこにさらに東洋最古の占学である

四柱推命と、密教の経典のひとつである人間関係の秘法【宿曜

経】を加えて全く新しい学問として体系化したものなのです。 

会場にいらっしゃった時に、皆様方に個性分析データシート

をお配りしました。いまから申し上げる動物の方、たぬきさ

ん、こじかさん、ひつじさん、黒ひょうさんがどういう個性の

方々かというと、月グループの『いいひとチーム』です。とて

もいい人でございまして、世のため、人のためが口癖でござい

まして、ボランティアが大好きです。ただし、さみしがり屋で

少し話が長い、そして無駄が多い方たちでございます。人間関

係がすべての人たちです。 

次に虎さん、狼さん、コアラさん、猿さん。この方々は地球

グループで、皆さんは『しっかり者チーム』です。昔からしっ

かり者のことを『地に足がついている』と言いますね。皆様方

がいらっしゃるから飛行機も新幹線も定刻に発車します。何事

も計画通りに実行したい人たちです。皆様方は絶対に保証人に

はなりません。自分は自分、自分以外はすべて他人と思ってら

っしゃる方たちでございます。競争して勝利したいという負け

ん気の強い人たちでございます。 

最後にペガサスさん、チータさん、ライオンさん、ゾウさ

ん。この方々は太陽グループでなんと！『天才チーム』でござ

います。直感力に優れています。皆様方がいるから地球は進化

をし続ける訳でございます。イチロー選手はペガサスです。先

日、個性心理学研究所の創始者である弦本先生がご友人である

ジャーナリストの田原総一郎さんとお食事されておりました

ら、田原さんが『２１世紀は奇人・変人の時代』だとおっしゃ

ったんですね。奇人とは、『大きな可能性を持った人』、変人

とは『政治も経済も混沌とする、激動する２１世紀、この変化

について行ける人』なのだそうです。過去の因習や常識にとら

われている人は２１世紀を生き残れない、つまり奇人変人の集

まりである天才チームが２１世紀を引っ張っていくことになる

わけですね。 

今、挙げたのが３つの大きなグループは大きな個性の違いで

ございます。たとえば手土産の持って行き方も違いますね。

『いい人チーム』は【へりくだり美学】というのがありますか

ら、『つまらないものですが。。。』と持っていきますね。し

かし心の中では『おまえにはもったいない』とか思っちゃった

りするんです。しかし直球では投げられないものですから『お

口に合いますかどうか』と言うわけです。それをもらった『し

っかり者チーム』は『つまらないものだったら持ってくるな

よ。』と思い、逆に自分が持って行くときには『間違いなくお

いしいですよ』と持っていくのです。では、天才チームがどう

持って行くかといいますと、『どこどこの、何々です』『とら

やの羊羹です。』『千疋屋のフルーツゼリーです』、どこどこ

の！が大事なんですね。『しっかり者チーム』は包装紙を破い

て『T-65』あ、６５００円かぁ。と金額に換算しないと価値が

わからないんですね。数字でいわれないとわからなかったりす

るんですね。 

海外の心理学者から『日本の営業マンは世界で唯一心理学を

勉強していない』とよく言われます。『いいひとチーム』の営

業マンは自分を売り込みます。『しっかり者チーム』の営業マ

ンは商品を売り込み、他社と比較してデータを出します。『天

才チーム』は会社を売り込みます。創業何周年、主な取引先な

どのブランディングイメージを大事にして､安心感を与えます。

しかしいくら会社が立派でも、営業マンの人柄が悪いと買わな
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い黄色の『いいひとチーム』がいるのです。いくら営業マンの

人柄がよくても、商品が今いらないなら NO といえる青の『し

っかり者チーム』がいるのです。これが営業打率 3 割 3 分 3 

厘のからくりです。ところが､これを覆せるのは、いくらいらな

いぞ！と思っても財布のひもが緩くなる日なのです。衝動買い

をした日をコンピュータ処理したら、10 日に一回、『浪費の

日』が来ています。その日は気持ちが大きくなり、意思決定も

甘くなるので、その日を攻めるのです。これは後に話す運気に

関係するのです。朝、テレビを見ています。『しっかり者チー

ム』はなぜテレビをつけているかというと何時何分と出ている

からです。めざましテレビなんかは「9 時 5 分、9時 5 分」と

か言ってくれるからとても助かるわけです。家中の時計が全部

あってないとすまないのは『しっかり者チーム』です。NTT の 

117 を聞くのは『しっかり者チーム』しかいません。『いいひ

とチーム』は喧嘩をしたくないグループです。競争をする環境

に置くとダメです。ゴルフに行ってもまず気になるのは「メン

バーは誰？」と聞きます。旅行に行っても「同室は誰？」、こ

れが気になるわけです。ゴルフではメンバーによってスコアが

乱高下します。ところが『しっかり者チーム』は金がかかると

目の色が変わりますから、にぎるとパワーが倍増するわけで

す。『しっかり者チーム』とにぎってはいけないわけですね。

『天才チーム』はゴルフに誘ったときに「コースどこ？」と聞

くわけです。どこでプレーをするかが重要なのです。『いいひ

とチーム』は誰とプレーするかなのです。『しっかり者チー

ム』は何打でまわるかなのです。それぞれでこんなにも大きな

違いがあるわけでございます。 

『しっかり者チーム』は人がいないところに電気がついてい

ると消してまわります。1 週間家を留守にするとなると、コン

セントから抜いていきます。無駄が嫌いです。無駄の多い『い

いひとチーム』は家に人がいなくても玄関の明かりはつけて出

るのです。帰ってきたときに寂しいからです。『天才チーム』

は細かいことにこだわらないのでそんなことはどうでもいいの

です。『しっかり者チーム』に絶対やってはいけないポイント

がありまして、ペース乱されるのが一番のストレスなのです。

『しっかり者チーム』のペースを誰が乱しているかというと

『いいひとチーム』と『天才チーム』なのです。『天才チー

ム』はどうするとストレスに感じると思いますか？枠にはめて

はいけないのです。『天才チーム』の社員やお子様がいらっし

ゃったら、自由放任主義がいいのです。放し飼いがいいわけで

ございます。『しっかり者チーム』が親だったり、上司だった

りすると、「あれしちゃダメ、これしちゃダメ」とダメ、ダメ

で育てるのです。いいところを誉めてあげないとダメなんです

『天才チーム』は。それから個性は遺伝しないということを、

是非お伝えしたいと思います。DNA は遺伝します。「鼻の形は

パパ似よ」とか「目元はママに似てる」とかの肉体的な特徴は

遺伝するんです。ところが個性は遺伝しないのです。その証拠

に皆さんのお子様が畑も種も同じなのに、お兄ちゃんとお姉ち

ゃんはなぜ性格が違うのか。お兄ちゃんは素直なのに、お姉ち

ゃんは何でも反発する。なぜなのでしょうか？個性は遺伝しな

いからなのです。 

皆様方にプレゼントいたしました個性分析レポートですが、

当たっているところもあれば、ここはちょっと違うかもしれな

いぞと思うところがあるかもしれません。人間は自分のことが

一番よくわからないのです。人間社会だけが評価社会です。産

まれたときから他人の評価、他人の目を意識して生活していま

す。だからお化粧もするし、美容院にも通うし、ネクタイを締

めるし、朝に顔を洗うのです。是非お渡しした分析レポートを 

20、30 枚コピーしていただいて、身近な他人に当たっていると

思うところに線を引いてもらって回収してみてください。これ

が本当の自分発見です。ここだけは違うと思っていたところに

バシバシ線が引かれて返ってまいります。つまり、他人からは

そう見られていますよということなのです。特に動物占いは悪

いことは一切書いていないので、長所進展法、良いところをの

ばしてあげるという原点に立っています。他人からそう見られ

ているという社会性に重きを置いて作成しております。 

個性の違いは価値観の違いを生みます。同じ言葉を同じエネ

ルギーで相手に伝えても、個性が違えば伝わらないだけでなく

逆効果になってしまいます。これは部下の育成、子育て、大学

受験、選挙、すべてに使えます。 

最後に、【運気】の話をして終わりにしたいと思います。昔

から用の東西を問わず、運気を敵に回して成功した人は一人も

おりません。得手に帆をしてという言葉がございます。人間に

は、春夏秋冬があるように、作物の咲く時期と咲かない時期が

あるように、好調期、低調期というのがあります。みなさん方

は｢こんなはずじゃなかった｣とおっしゃるのですが、私にした

ら｢どんなはずなのだ｣と聞くのですが、一番良かった時の自分

が基準になっていて｢こんはずでは｣とおっしゃるのです。成功

しない法則をお教えしましょう。【その通りにしなければ成功

する】ということです。成功しない人たちの共通点は、いい時

は何をやってもそこそこうまくいく。こういうときに遊ぶので

す。こういうときにハワイに行くのです。運気が下がっている

ときに一生懸命頑張るのです。新規事業もするのです。成功す

るはずがありません。運気が下がっているのですから。傷口が

もっと広がって再起不能になるわけです。ところが運気が良く

なってくると喉元過ぎれば熱さ忘れるで遊ぶのです。成功者は

全員、自分がいつ咲くかという時期を知っているのです。自分

が咲く時期に頑張るのです。たとえばゴルフに行くときにパタ

ーだけを持ってまわらないでしょう。ゴルフは人生そのもので

はないはずです。あれはゲームであったり、スポーツであった

り、社交の場であったりするのです。そのゴルフに行くのに風

向きをよんで芝目もよんでクラブを慎重に選んで打つのに、人

生一本のゴルフクラブでまわっている方がいかに多いことか。

皆さんにとって、今年は何番クラブで勝負したら良いのかなの

です。たとえばバンカーに入るときもあります。大切なのはリ
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カバリーショットと次のショートなのです。バンカーに入った

ときのクラブをちゃんと用意すればいいわけでございます。そ

れさえ持っていれば、みんな必ず成功するのです。その前に本

当の自分を知る。自分の咲く時期、咲かない時期を是非調べて

いただきたいと思います。一生涯の運気もわかります。毎月の

運気もわかるし、今日の運気もわかります。駆け足でご説明申

し上げましたけれども、個性はそれぞれ違うのです。 

ストレスがたまっている組織や経営者がいるとき、その会社

の成長は望むべくもありません。人間関係のうまくいかない会

社が、業績が伸びることがあり得るでしょうか？そういう意味

でも、人を個性としてとらえ、それぞれの種類の方向性の上に

立って、人を明るく認めることが大切になってきます。 

『しあわせ』という漢字を手のひらに書いてみてください。

どんな漢字でしょうか？これは土地とお金、円マークで出来て

いますね笑 この２つがないとしあわせになれないと言うことで

しょう。しかしこれからは、この幸せにニンベンをつけて

『倖』と、人とともにある倖せを追求してください。私どもは

２１世紀は、人間の研究をした企業だけが生き残ると考えてい

ます。 

ご清聴、ありがとうございました。 

 
 

 

第 1248回例会 2022年 08月 26日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さまこんにちは。今月は会員増

強月間です。この後、会員増強・維持

委員会、有田委員長に卓話して頂く予

定ですが、少しその前に最近の状況に

ついてご紹介しておきたいと思いま

す。 

2022年 6 月国際ロータリー公式発表

では、世界で会員総数 1,209,069 人に達しています。女性会員

は 6 月現在、約 30万人になり、女性会員の割合は 25％になり

ました。 

日本では 5 月末現在で会員総数 84,513 人になっており女性会

員の割合は 7.3％になるそうです。我々が所属する第 2710地区

では 6 月現在、会員総数 3,063 人、内女性会員は 181 人、割合

で言いますと 6％程度となります。 

今年度 RI 会長ジェニファー・ジョーンズ氏が 2023年度まで

にロータリー会員基盤の 30％を女性にするという RI理事会の

目標について、110 か国以上が既に達成していると指摘しまし

た。 

我が広島城南ロータリークラブは現在会員数先月福田さんに

入会して頂いたので 41 名となりました。女性会員は 3名です。 

今の日本、又第 2710 地区では女性会員の割合を 30％に増や

すのは大変難しい課題だと思いますが、我が広島城南ロータリ

ークラブの女性会員の様に素晴らしい女性会員のご推薦をお待

ちしております。 

3 年にも及ぶコロナ禍で皆さんが積極的に動き会員増強を行

えていませんが何もしなければ会員は減少します。会員が減少

しますとクラブとしての存続も懸念されます。本日の有田会員

増強委員長の卓話をきっかけに皆さんが積極的に城南ロータリ

ークラブへ新しい仲間をお誘いして頂くことをお願い致しま

す。以上で会長時間を終わります。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
小澤 元一 会員（小澤加奈子様）  12日 

橋沢 宏弥 会員（橋沢 未步様）  19日 

 

入会記念月 
木本 博之 会員 平成22年08月06日 

花島  司 会員 平成28年08月19日 

高藤 孝一 会員 平成28年08月19日 

藤原 智昭 会員 平成29年08月04日 

福田 亜見 会員 令和04年08月05日 

 

創業記念月 
高藤 孝一 会員 平成26年8月1日 （株）ファーストスタッフ 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

・卓話資料  

・地区大会、9月例会ご出欠について未提出の方は回答用紙 

を配付しております。お帰りの際に受付に提出下さい。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 大西委員 

 

ニコニコ箱 
大畑会員（H） 

・有田会員増強委員長本日の卓話をよろしくお願いいたします。 

・第 167 回広島城南ロータリークラブバーディー会で家内が準

優勝させて頂きました。皆さんのおかげです。ありがとうござ

いました。 
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門田会員（W） 

・有田委員長、本日の卓話、よろしくお願いいたします。先週は

1 回かんだので併せて出宝します。 

有田会員（W） 

・卓話します。 

平井会員 

・家族旅行で宇和島と四万十に行きました。宇和島で鯛めしを食

べ、カヌーで四万十川を下りました。川下りはとても気持ち良

かったです。 

花島会員 

・有田先生、本日の卓話楽しみにしております。宜しくお願いし

ます。 

大西会員（W） 

・大西です。有田先輩、今日の卓話、楽しみにしております。 

南会員 

・有田さん本日の卓話宜しくお願いいたします。 

 

計 14,000 円 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 会員増強について ～ 

会員増強・維持委員会 有田一郎 委員長 
３枚の資料をご覧ください。 

広島城南ロータリークラブ創立からの会

員数の流れ、会員増強の必要性の説明をさ

せて頂きます。 

みなさんで会員増強しましょう！ 

 

 

 

 

 

 


