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第 1249回例会 2022年 09月 02日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さんこんにちは。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。 

先日、国際ロータリー日本事務局ク

ラブ地区支援室よりメッセージが届い

ております。 

10 月に全会員に会員としての経験等

をお尋ねする「ロータリー会員調査」が予定されています。こ

の調査は、会員として有効な E メールアドレスを持ち、ロータ

リーからのメール連絡を受信することを受諾されている全会員

に送られます。毎年アンケート調査を受信出来るように My 

ROTARY にログインした上で E メールアドレスが有効であること

を確認してください。 

続きまして、城南ロータリークラブがお世話をしている、奨

学生「ゴ ゴック カイン」さんですが現在ベトナムへ帰って

おります。その近況報告が米山記念奨学会よりメールで送られ

てきましたのでご紹介いたします。 

～「中略」～ 

3 年ぶりに家族に会い楽しい時間を過ごしているようですね。

日本には 9 月 11 日頃帰って来る予定となっています。又例会で

会えるのを楽しみにしましょう。以上で会長時間を終わります。 

 

記念日（会員誕生日） 
大西 正朗 会員 02日 

田上  剛 会員 20日 

二上 真也 会員 20日 

 

 

 

連続出席100％ 
加島 文斎 会員 5年間連続100％出席 

 

幹事会務報告 
1．ボックス配付物 

 ・インターシティ･ミーティング報告書 

 ・ガバナーズレター・ロータリーの友誌 9 月号 

（ロータリーの友誌９月号については、次週配付します。） 

 ・会報７月号（希望者のみ） 

2． 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 戸田委員長 

 

ニコニコ箱 
大畑会員（W） 

・畑石顕司様本日の卓話宜しくお願い致します。 

門田会員（H） 

・畑石先生、本日の卓話よろしくお願いいたします。先日のバ

ーディー会で自己ベストの 75 点で優勝しましたのであわせて

出宝します。 

河中会員（W） 

・畑石顕司様本日の卓話楽しみです。よろしくお願いいたしま

す。 

木本会員 

・畑石様、本日はようこそお越しいただきました。本日は広島

県の海洋ゴミの問題をしっかりと勉強させていただきます。 

戸田会員 

・畑石先生ようこそお越し下さいました。本日の卓話愉しみに

しております。 

田中会員（W） 

・野球部の内海君が U-18 日本代表に選ばれ、8月 31日の大学

日本代表との試合で 4番出場しホームランを打ちました。 

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 
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古江会員（W） 

・いつもお世話になってます。古江です。本日、卓話をして頂

ける畑石様宜しくお願い致します。楽しみにしています。 

二上会員 

・畑石様、本日の卓話よろしく御願いします。 

花島会員 

・畑石様「広島港の海洋ブラごみについて」勉強させて頂きま

す。本日はよろしくお願いいたします。 

高藤会員 

・畑石先生本日の卓話宜しくお願いします。みなさん元宇品の

海洋ゴミについて考えましょう。 

大西会員（W） 

・畑石先生、今日の来賓卓話、たのしみにしております。私の

会社は元宇品にあるので、とても興味深いです。 

計 20,000 円 

 

プログラム 来賓卓話 

～ 広島港の海洋プラごみについて ～ 

広島県議会議員 畑石顕司 様 
１．自己紹介 

2 期目の広島県議会議員。 

城南ロータリー会員である広島荷役㈱

戸田社長からの誘いで元宇品海岸清掃

に参加したことが海洋プラスチックゴ

ミ問題に取り組むきっかけ。 

 

２．プラスチックごみに対する国の動向 

平成 12 年 容器包装リサイクル法施行。 

ゴミの減量化を目指し、ゴミの分別排出、分別回収、リサイク

ルの取り組みが始まる。 

令和元年 プラスチック循環戦略策定→令和 4 年 プラスチック

新法施行。 

海洋プラスチックゴミ問題、気候変動への関心が高まり、プラ

スチック循環戦略を国が策定。海洋プラスチックゴミ対策など

にスポットライトが当たる。プラスチック新法では、プラスチ

ック製品の設計製造から廃棄物処理までの資源循環の取り組み

促進を目的としている。 

 

３．広島県の海ごみの状況 

広島県では海岸漂着物の定点調査を行っており、漁業由来のプ

ラスチックゴミが全体の約 61％を占める。生活系プラスチック

ゴミは約 26％となっており、海洋プラスチックゴミ問題の本質

は、漁業系プラスチックにある。 

 

４．広島県における海ごみ対策 

湯﨑知事は、2050 年までに新たに流出する海ごみの量をゼロに

する“2050 輝く GREEN SEA 瀬戸内ひろしま宣言“を発表。 

それに伴い、GREEN SEA 瀬戸内ひろしまプラットフォーム（略

称：GSHIP ｼﾞｰｼｯﾌﾟ）を立ち上げ、ペットボトル等に関わる製造、

流通、販売業者を中心とした協議体が、以下４つの取り組みを

柱に活動を開始している。 

①プラスチックの使用量削減 ②プラスチックゴミの流出抑制 

③プラスチックゴミの清掃・回収 ④情報の収集、発信共有 

→これらの取り組みは、生活系プラスチックへの対策であり、

国の法律に極めて忠実な取り組みではあるが、海洋プラスチッ

クゴミ問題の本質である漁業系プラスチックへの取り組みは、

まだまだ十分ではない。 

その為、国の予算措置などを求める広島県議会意見書を令和 3

年 12月議決。 

 

５．皆様へのお願い 

できるだけ多くの皆さんに海岸清掃へ参加していただくことを

要請。 

実際に清掃活動に参加することで、これまで気づかなかったプ

ラスチックゴミへ意識が向くようになる。 

また、城南ロータリーの皆さんだけではなく、ロータリーの横

のつながりを活かして取り組みを広げて欲しいと重ねて要請。 

さらに、協議体 GSHIP ｼﾞｰｼｯﾌﾟには、無料で登録をすることがで

き、海岸清掃イベントの情報を受け取る、またはイベントを主

催する場合、参加者を募集するなどマッチングの機能があり、

ぜひ活用をして欲しいと要請。 

 

 

第 1250回例会 2022年 09月 09日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さんこんにちは。9 月は基本的教

育と識字率向上月間です。日本では、

読み書きが出来るのは当たり前のよう

に思われていますが、世界には教育の

機会に恵まれない人々が大勢います。

現在読み書き出来ない成人が７億８千

万人、世界の成人人口の 15％にあたります。その 3 分の 2 以上

が女性です。 

すべての女性が初等教育を受ければ妊婦の死亡率は 66％減少

します。読み書きの出来る母親を持つ子供は読み書きの出来な

い母親の子供と比べ５歳以上まで生き延びる確率が 50％高いそ

うです。 

学校に通っていない子供の数は全世界で 7,500 万人。学校に
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通っても約 25％は中退の可能性が高いと言われています。低所

得国で全生徒が読み書きを習得した場合 1 億 7100 万人が貧困か

ら抜け出す事が出来ます。こらは全世界の貧困の 12％に相当し

ます。全世界の子供たちが教育を受け豊かな未来が来る事を願

いたいと思います。 

以上で会長時間を終わります 

 

結婚記念月 
小澤 元一 会員 20日 

福山 正剛 会員 30日 

 

幹事会務報告 
1.ロータリーレート変更のお知らせ 

 ・9 月 1日より 1 ドル=139円になりました。（8月 133円） 

2．ボックス配付物  

 ・10月例会のご案内 

・3RC合同夜間例会のご案内 

と き：10月28日（金）18:30～  

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 3F 

当クラブホストにて開催されます。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。 

・ロータリーの友誌 9月号 

・第2回理事会議事録 

・卓話資料 

 

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（W） 

・広報・ロータリーの友誌委員会髙雄副委員長本日の卓話宜し

くお願いいたします。 

門田会員（H） 

・髙雄副委員長、本日は卓話よろしくお願いいたします。先週

の例会は 3 回もかんだので出宝します。大西親睦活動副委員

長大変失礼しました。（笑） 

髙雄会員（W） 

・本日、会員卓話をする事となりました。会員の皆様、宜しく

お願いします。 

戸田会員 

・本日のプログラム、山本委員長に代って髙雄副委員長、よろ

しくお願い致します。 

古江会員（W） 

・いつもお世話になっています。本日、卓話をして頂ける髙雄

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 

・皆様いつもありがとうございます。 

花島会員 

・髙雄さん本日の卓話、ロータリーの友誌・イマジン（夢）、楽

しみにしております。宜しくお願い致します。 

加島会員（TM） 

・コーチをしている段原水泳部が広島県小学生総合体育大会で

男子リレーで 2位になりました。 

・広島市スポーツ少年団本部委員会常任委員（水泳）となりま

した。 

・安田学園、父の会の会長となっておりました。 

・2週間お休みいたしました。お久しぶりです。 

橋沢会員（T） 

・皆様ごぶさたしています！「イマジン橋沢」です！9/23 野球

同好会保田杯あります。会員の皆様、前回の準優勝のリベン

ジをしましょう！ 

計 27,000 円 

 

愛のコイン箱                  

 

5,375 円 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ ロータリーの友誌・イマジン（夢） ～ 

広報・ロータリーの友誌委員会 

髙雄準善 副委員長 

 
  今日は「ロータリーの友月間」に因んで、ロータリーの友

誌・ロータリーの友ホームページ・My Rotary について説明

致します。 
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第 1251回例会 2022年 09月 16日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さんこんにちは。今日は皆さんに

大変嬉しいご報告があります。 

今週の月曜日に娘が無事出産し初孫

が生まれました。女の子で体重が 3544

ｇで身長が 52 ㎝大きな声で泣くとても

元気な子です。決して安産とは言えま

せんでしたが母子ともに元気でしたのでその夜は家族で出産を

喜びました。 

現在コロナの影響で病院での面会は一人に決められていま

す。週末の退院まで娘と赤ちゃんには会えませんが婿が携帯で

動画や写真を撮っては送ってくれますので今はそれを楽しみに

しています。退院後の初対面とこれから孫がどの様に成長して

いくのかをとても楽しみにしています。 

今日は嬉しい報告をさせて頂きありがとうございました。以

上で会長時間を終わります。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
門田 充慶 会員（門田 香里様）  06日 

 

連続出席 100％表彰 
加島文斎会員（5年） 

 

幹事会務報告 
１．お知らせ 

・次週9月23日（金）は祝日のため例会はございません。 

 次回の例会は30日になりますので、お間違えないようお願 

いいたします。 

 

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（TM） 

・長女が無事女の子を出産いたしました。初孫になります。こ

れからの成長が楽しみです。 
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門田会員（W） 

・河野会員、本日の卓話楽しみにしています。前回の例会で 1

度もかまなかったので併せて出宝します。 

戸田会員 

・本日の卓話、河野会員、急に日程を変更しまして、快く引き

受けて頂き、ありがとうございます。 

松本会員（W） 

・河野先生本日の卓話期待しています。宜しくお願いします。 

蛭子会員 

・9月 14，15日に中須 GC で中国ミッドシニアが行われまし

た。12位までがジャパン大会に出場できますが、私は 13 位

でした。大変残念ですが、来週久米カンで中国シニア、10 月

に八本松で中国グランドシニアが行われますので、何とかジ

ャパンに出場できるように頑張りますので正木先生パワーを

よろしくお願いします。 

古江会員（W） 

・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、河野会員宜しくお願い致します。楽しみにしていま

す。 

水口会員 

・アキレス腱断裂から 3 ヶ月。ほぼ普通に歩けるようになりま

した。 

吉村会員（W） 

・日曜～火曜で北アルプス立山連峰を縦走し最難関の剣岳に登

頂しました。下山して手袋をぬいだ時、右指がつっていまし

た。よほど力が入っていたのでしょう。 

花島会員 

・河野さん本日の卓話よろしくお願い致します。 

大西会員（W） 

・大西です。河野先生、今日の卓話、よろしくお願いします。

たのしみにしております。 

計 41,000 円 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 夢 ～ 

河野 隆 会員 
「♂, ♀, ＊, †, ∞」（男、女、誕生、死、無限） 

これは、３０年代後半にテレビ放映された、「脳外科医ベンケ

ーシー」のオープニングに流された、ナレーションバックで

す。日本では 1962年から RCC で放映

されました。中学時代でしたが、脳外

科医となる夢を見ていました。 

中学時代のその後、「弁護士プレス

トン」が放映され、弱者を救済する、

スマートな口頭尋問を行う弁護士業務

に憧れました。この後に高校受験となりましたので、入学時に

「文一」と記載した記憶があります。 

当時の母校では、高校 3 年時に理科系か文科系かを選択する

必要があり、結果的に血を見ると卒倒するため、脳外科医はあ

きらめました。しかし、潰しが効く理科系を選択しました。 

 昭和 44 年に大学受験しますが、全共闘の東京大学安田講堂の

占拠があり、この年度の東大の入学試験が中止となりました。 

浪人する選択肢は持っていませんでしたので、「医者」「弁

護士」に並ぶ資格として「公認会計士」になろうと思い立ち、

当時公認会計士試験の試験委員が 2 名いた在籍大学を選択し、

入学しました。結果として、同級生たちも同じような感覚を持

っていたようで、ゼミナールでの 15 人中 6 名が公認会計士とな

りました。 

合格後当時は、大阪の監査法人に就職しましたので、公認会

計士は監査先（クライアント）に何日伺うかが売り上げとな

る、高級日雇い労働者でした。当時は田中角栄首相の列島改造

論がはやされ、神戸でのマンション価額が、今の 3LDK で 150 万

円程度であったものが、300 万円を超えました。結果として、

10 万円の初任給が 12 万円超となりましたが、3 年働いて広島に

戻りました。 

これ以後「公認会計士・税理士」として事務所運営していま

す。ただ、40か 50 で引退して「仕事、研究、遊び」に耽ろう

と思っていました。丁度そのころ広島城南 RCが設立されること

となって、入会することとなります。また、社会貢献活動とし

て、公認会計士協会中国会の推薦で、平成 9 年に広島県地方労

働委員会（現広島県労働委員会）の公益委員に就任しました。 

私の学生時代、関西では JR のほか、阪急・阪神・京阪・南

海・近鉄の主要私鉄がありましたが、ストをしない近鉄沿線が

住宅地として脚光を浴びていたことを思い出しました。労働委

員会は、労使が対立する労使紛争の調整（あっせん、仲裁、裁

定）、不当労働行為の審査、労働組合の資格審査、（平成１３

年以降は個別労働関係紛争のあっせんが追加されました）を行

っています。 

 労働委員会の定時開催は、第 2・4金曜日でしたので、RC の

開催日と重なり、会員の皆様にはご迷惑をかけしました。故久

野瀬会長に時代に、幹事を仰せつかりましたが、副幹事にご迷

惑をおかけしたと思います。 

 若い頃はいろいろ夢を見、語りしましたが、性格のための仕

事に埋没すれば、夢を語ることもなくなり、日々の業務を無事

終了することが夢（？）になったろうと思います。 
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第 1252回例会 2022年 09月 30日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さんこんにちは。ゴ・ゴック・カ

インさんもようこそ、お越し下さいま

した。ごゆっくりお過ごし下さい。 

まずは、皆様に嬉しいご報告がござ

います。先週 23日秋分の日に岩国市民

球場にて第 28回保田杯親睦野球大会が

行われ見事、我が広島城南ロータリークラブ野球同好会が創部

6 年目で悲願の初優勝を致しました。後ほど橋沢主将からも詳

しいいご報告が有るかと思いますが、私からも少しご紹介した

いと思います。 

この日は大変暑い一日でした。今回は皆様の都合もあり、以

前行きました甲子園大会のフルメンバーとは行きませんでした。

私を入れてもギリギリの９名でした。そこで助っ人を橋沢主将

と、南君に連れて来ていただきました。本当に忙しい中皆さん

には感謝申し上げます。 

試合は計３回あり、試合時間が１試合 65 分決勝戦は 70 分で

す。第一試合は前回負けました広島陵北ロータリークラブでし

たが、今回はなんと 10 対０で勝つことが出来ました。 

その後少し休憩をはさみ第 2 試合準決勝を防府ロータリーク

ラブと戦いました。防府さんの第 1 試合を見ましたが、投打に

わたり素晴らしい野球をする強豪チームです。しかし、初回に

なんと我が広島城南ロータリークラブから満塁ホームランが飛

び出しました。試合自体は接戦でしたが、おかげ様でこの試合

も 10対４で勝つことが出来ました。 

そして休む間もなく第 3 試合決勝戦が柳井西ロータリークラ

ブと始まりました。第３試合になるとさすがに皆さんにも疲れ

が出て来ましたが珍プレー、好プレーの中 1 回から着実に加点

し 5 回までやり６対０で勝つことが出来ました。皆さんのお蔭

で楽しい 1 日を過ごすことが出来ました。改めて皆さんに感謝

申し上げます。 

次回は野球をされない会員の皆様にも是非野球場に足を運ん

で応援をして頂ければもっと素晴らしいプレーをお見せできる

のではないかと思っておりますので宜しくお願い致します。 

本日は以上で会長時間を終わります。 

 

入会記念月 
吉村 元亨 会員 平成21年09月04日 

田中地宏保 会員 平成24年09月07日 

加島 文斎 会員 平成29年09月01日 

青野 大輔 会員 平成30年09月14日 

 

 

 

 

 

創業記念月 

水口 弘士 会員 昭和26年09月01日 （株）水口組 

戸田 拓夫 会員 昭和36年09月01日 広島荷役（株） 

田中地宏保 会員 平成05年09月03日 

ジー・エム・システム（株） 

松苗 弥生 会員 平成21年09月18日 （株）クレエ 

 

幹事会務報告 
１．ボックス配布物 

 ・会報８月号（希望者のみ） 

 ・地区大会についてのアンケート（参加者のみ）…お帰りの 

際に回答用紙を受付に提出願います。 

２．回覧物 

 ・ロータリーカレンダーについて 

  本年度も 1部は職業奉仕プロジェクトチームより全会員に 

配布します。1 部以上欲しい方は、部数を回覧板にご記入 

下さい。 

３．お知らせ 

 ・例会終了後、指名委員会が 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。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 田中副委員長 

 

ニコニコ箱 
大畑会員（H） 

・畝本君本日の卓話楽しみにしています。 

・先日の親睦野球大会で初優勝致しました。参加された皆様お

つかれさまでした。ありがとうございました。 

門田会員（T） 

・野球同好会優勝バンザイ！！ 畝本さん本日の卓話とても楽

しみにしています！！頑張って下さい！！ 

河中会員（W） 

・畝本一行会員本日の卓話楽しみです。 

戸田会員 

・畝本さん、本日の卓話よろしくお願い致します。 

古江会員（W） 

・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

頂ける畝本会員楽しみにしています。宜しくお願い致しま

す。 

水口会員（W） 

・畝本さん、本日の卓話楽しみにしています。 

山内会員（T） 

・先日の保田杯にてエラー1、三振 1 をしましたので出宝しま

す。結果は初めての優勝でした。とても楽しい野球大会にな

りとても良かったです。 
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福山会員 

・野球大会おつかれ様でした。優勝できてうれしかったです！ 

花島会員（W） 

・9月 23 日岩国での野球大会、1試合目 7番セカンドで参加さ

せていただきました。フォアボール 2 回と三振 1回、そして

こちらのピッチャーが良すぎて 1回もセカンドに球は飛んで

こずで、なんも役にも立ちませんでしたが、勝てたので出宝

します。 

・本日、畝ちゃん初の卓話ですね。3分間スピーチは JC で慣れ

ていると思いますが、今日は 30分です。思う存分、好き勝手

にしゃべって下さい。どんな自己紹介か楽しみにしておりま

す。 

高藤会員（W） 

・最終打席走り出したらすぐこけました。ケガはなかったで

す。優勝最高。 

橋沢会員（TM） 

・先日イマジン髙雄会員が親戚だった事が判明したイマジン橋

沢です。 

・野球大会この度保田杯で悲願の初優勝をつかみました！珍プ

レー好プレーありましたが最高のチームでプレー出来まし

た！次回のガバナー杯も宜しくお願いします！3150 でーす！ 

山本会員（W） 

・海外出張で 2回欠席させて頂きました。卓話含め色々とご迷

惑をおかけしました。すいませんでした。 

大西会員（W） 

・大西です。畝本会員、今日は卓話ですね。緊張するかもしれ

ませんが、がんばって下さいね。 

南会員（T） 

・畝本さん本日の卓話楽しみにしています。宜しくお願いいた

します。 

・先日の野球大会でヒットが 1 本しか打てませんでした。ゴル

フで OB 打つよりもくやしかったです。出宝します。 

竹村会員 

・畝本さん本日の卓話楽しみにしております。 

計 41,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 自己紹介と夢 ～ 

畝本 一行 会員 
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ご清聴、ありがとうございました。 


