
を語るより小さなことでも実践し、様々な荒波（コ

ロナやアクシデントなど）を乗り越えながら、地

域社会に何が貢献できるのかを考え、すぐに行動

を起こすことが最も価値あるということです。で

きることから、コツコツと実践しましょう！

　最後になりますが、今後も新型コロナウイルス

感染症が社会活動へ影響を与えるでしょうが、人

間にはコントロールできないウイルスです。With 

コロナを考えながら、日常を取り戻していきたい

ものです。

　皆様、健康にはくれぐれもご留意ください。

　日時　2022年１月27日㈭　

　場所　ANAクラウンプラザホテル広島 ３階

　　　　「アカシア」

　報告事項

　① 各委員会活動状況について

　　 ユニタールとの協同事業ワッフル・ブートキャ

　　 ンプについて、22年１月16日に第１回目終了

　　 との報告が国際奉仕部門よりなされた。20名

　　 近い参加者、２回目も予定通り行われるとの

　　 報告もあわせてなされた。

　② 12月収支計算書について 

　③ 12月16日合同幹事会について

　　 １月以降のメークアップ対応は、合同幹事会

　　 による統一は難しく、各クラブ判断により運

　　 営することとなった。

　　　　　　　　　　２月は平和構築と紛争予防

　　　　　　　　　月間です。海外に目を向ける

　　　　　　　　　と、ミャンマー国軍がクーデ

　　　　　　　　　ターを強行して１年が過ぎ、

　　　　　　　　　少数民族ロヒンギャに対する

　　　　　　　　　迫害問題が起き、アフガニス

タンではタリバンの支配で経済困窮や女性権利の

問題が起き、またロシアとウクライナの領土問題

など緊張状態が続いています。様々な問題が早期

に解決に向かうことを願っております。

　ここではアフガニスタンで65万人の命を救った

と言われる中村 哲医師が残した言葉を紹介いたし

ます。

　「水は善人・悪人を区別しない」

　「水が善人・悪人を区別しないように、誰とで

も協力し世界がどうなろうと他所に逃れようのな

い人々が人間らしく生きられるよう、ここで力を

尽くします。内外で暗い争いが頻発する今でこそ、

この灯りを絶やしてはならぬと思います」

　「一隅を照らす」

　「世界中を豊かにするだとか、全人類を救うだと

か、そういうことではなくて、一隅、自分の身の

周りから照らしていってください、これが何より

国の宝ですよということなのです」

　この言葉は、自分が今いる場所や立場で、自分

ができる精一杯の努力をすることが重要というこ

とでしょう。ロータリアンとしては、大義や理想論
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　④ 12月16日「ロータリー奉仕デー」in 宮島４

　　 RC合同実行委員会について

　　 今週中に関係クラブ幹事宛に連絡をする。

　審議事項

　① 第８回理事会及び第９回（臨時）理事会、第10

　　 回（臨時Web）理事会議事録の承認について

　　 承認

　② ２月のメークアップについて

　　 ２月メークアップ不要（例会欠席であっても

　　 出席扱いとする）承認

　③ ２月・３月卓話プログラム活動計画書（案）

　　 について

　　 ２月３日会員卓話中止、２月10日会員卓話中

　　 止、２月17日会員卓話者を前橋君とし、加藤

　　 君及び田原君の年男・年女放談は週報への掲

　　 載をもって代える。３月10日会員卓話予定は

　　 52周年夜間例会開催日にあたるため、延期と

　　 なった。　承認

　④ 12月23日夜間例会並びに会員懇親会活動報告

　　 書（案）について　承認

　⑤ ３月10日創立52周年記念夜間例会活動計画

　　 書（案）について　承認

　⑥ ３月24日国際奉仕部門クラブフォーラム活動

　　 計画書（案）について　承認

　⑦ 「ロータリー奉仕デー」in 宮島について

　　 「ロータリー奉仕デー」in 宮島の日程変更の

　　 承認を受け、活動計画「植樹並びに記念プ

　　 レート設置」行事は承認された。（園尾 恵三

　　 寄付金全額活用）

　⑧ 14RC合同懇親ゴルフ大会及び懇親会活動計

　　 画書（案）について　報告事項扱いとする。

　⑨ 新会員候補者（玉木 ひろみ君）の入会につ

　　 いて　承認

　　 （1月27日時点では２月24日通常例会へゲス

　　 　ト出席、３月３日入会予定）

　⑩ 寄付依頼（２件）について

　　 両件とも見送りとする。

　協議事項

　① RI2710地区一斉オープン例会開催について

　　 内容は素晴らしいと思うが、実施に向けて

　　 さまざまなハードルや問題点もあり、現段階

　　 では実施できないとの意見が多数を占めた。

　次回開催日　２月17日㈭ 例会終了後

　　　　　　　ANAクラウンプラザホテル広島  
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会員記念日

中村（哲）君　　 刀禰君　　　　森信君

片山君　　　　小宇羅君　　　上田君

松田君　　　　山縣君

（ ８ 名）

２月お誕生日おめでとうございます。祝祝

RI会長杯 ワールドゴルフ大会の
お知らせ



　2019年に創業100周年を迎えました。派手な

パーティーとかは一切せず、従業員との食事会を

ANAクラウンプラザホテル広島で２回に分けて

行いました。その際、冒頭の挨拶で私が従業員に

話したのは「なんで100年続いたのでしょうか？

恐らくその時代時代で経営の危機は何度もあった

と思います。それでも経営者と従業員が力を合わ

せて乗り切ってきたのです。ですから、これから

もそのような危機が訪れてもこれまで通り皆で力

を合わせ、汗をかきながら乗り越えましょう」と

話ました。それから１年後に、今のような大変大

きな危機が来るとは思いもよりませんでした。た

だ従業員の休業を取りながら、また雇用調整助成

金をいただきながら乗り切っております。そんな

中、従業員がアイデアを出し合って、例えば自宅

で作る和菓子セットや、十日市店限定の餡バター

パンや、ちょっと贅沢な和栗のモンブラン、スノー

ドーム風のクリスマスツリーなど、面白い商品を

考えてくれています。

　商工センターの店舗には、毎日のようにどこか

の会社の営業の方が「クレームで持っていきます。

所長から『ここのお菓子を持っていけ』と言われ

ました」と買いに来られます。有難いことにそう

いった時に使われるということは、うちのお菓子

は安定感があるのかも知れませんが多くのお客さ

まは広島の方です。もっとワクワク感とかドキド

キ感が足りないのでは、と感じていました。それ

らがさきほど言った餡バターパンやクリスマスツ

リー、そして高級感あるお正月の生菓子などで表

現できつつあるのかと思います。これからもワク

ワクするような違った顔が見せられれば、と思っ

ております。

　また新たな感染が拡がっています。90名居る社

内でまだ感染者は出ておりません。従業員の安全

を祈りたいと思います。

　コロナのこの状況になって、初めて自分にとっ

て必要だったもの、そうでもなかったもの、つま

りは無くても良かったものがハッキリしたように

思います。なんとなく行っていた夜のお店でも、

行かなければ行かないで良かった。でもコロナの

中でもあそこのラーメンは絶対に食べたい、とい

うようなお店はあるはずです。

　ですから、どんな状況にあっても、１人でも多

くの方に高木のお菓子は絶対に食べたいよね、と

思っていただけるようにならなければいけないと

感じます。

　そうなるために、もっともっと商品やサービス

の質を上げなければ、と感じております。100年

は過ぎたことです。決してその誇りと気概はなくし

てはいけませんが、大切なのはこれまでではなく、

今、そして未来です。歴史やのれんでいつまでも

お商売が出来る時代ではありません。凄まじいス

ピードで、消費動向、お客さまの嗜好、全てが時代

の流れとともに変わってきます。広島の地で創業

して、これまで以上に広島の方々から喜んでもら
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梶本君（17年）　　　原　君（16年）

小田君（13年）　　　香川（浩）君（13年）

福田君（09年）　　　久保君（06年）

田原君（06年）　　　上野（寛）君（05年）

吉田（浩）君（04年）　大谷君（04年）

熊本君（04年）　　　川妻君（04年）

平原君（04年）

連続出席100％（13名）祝祝

大地君　　　山縣君　　　久保君

ご結婚記念日おめでとうございます。

（３名）

５年　上野　寛史 君

連続出席記念品贈呈

　　　　昭和 37年生まれ
　　　　加 藤  博 基 君

卓　話卓　話

年年 男男 年年 女女 放放 談談



す。毎週土日はほとんど芸南カントリーに行って

おりました。実はここにいらっしゃる広島西ロー

タリーの方々のキャディーもさせていただいてお

ります。

　ゴルフを始めて３か月でハーフ38点が出るなど

一気に注目株となりまして、当時芸南カントリー

で研修生をしていた人に、一緒に回ろうと声を掛

けていただいて教えてもらうなど、更なる成長を

期待されました。が、ゴルフをされる方なら分か

ると思いますが、シャンク病に陥り、なかなか結

果が出ない時期を過ごしてしまいました。

　ところがゴルフ場でそれ以上に収穫のある出来

事が起きました。その仲良くさせていただいてい

た研修生から、キャディーのアルバイトの終わり

にゴルフ部の同学年の女子と私の２人が食事に誘

われ、なんだろうと思っておりましたら「お前た

ち２人は付き合いなさい」と言われ、付き合うこ

とになったのが今の嫁です。

　大学４年生になり就職先が決まった頃だと思い

ますが、両親から彼女に会いたいとの申し出があ

り、家で食事をすることになりました。出身地や

親の職業を聞いていると、なんと得意先の社長で、

父も何度かお会いしたことがあるということが判

明。私も父がどんな仕事をしているのかあまり把

握していなかったので、こんな偶然があるのかと

ビックリしたことを覚えています。

　そんなこんなで、結婚生活も既に20年以上にな

りました。色々とマンネリ化していて会話もそれほ

どないような生活ですが、先日、ジュエリーナカ

オカの展示会への招待をいただき、１人で伺うの

もなんだなと思い嫁を誘ったところ、意外にも付

き合ってくれるとのことで、娘と３人で寄らせて

もらいました。展示場はしつらえもしっかりされ

ていて、担当の方が懇切丁寧にご説明されるので

ちょっと手ぶらでは帰れないな…と。特に担当理事

としての面目もあるので、最低限の何かは買って

帰ろうと腹を決めたところで、中岡さんにコーヒー

を出していただいたので席に着こうとすると、嫁

がずっと指輪コーナーから戻って来ない。その間

に、自分が買う物を中岡さんと相談していたら程

なく戻ってきて「ちょっと見てもらいたいのがあ

る」と嫁が言うので顔を上げると目がキラキラし

ていたんですよ。こんな顔を見るのは新婚当時以

える和菓子作り、安心してお使いいただける信頼

感が大切だと思います。

　過去にとらわれることなく、常に「今求められ

ている、よりよいもの」を目指して、絶えず新し

さを生み出すことのできる菓子屋でありたいと考

えています。

　そのためにはロータリーの皆さんからは是非、

耳障りの悪いことをお聞かせいただければ、と思

います。お菓子が甘すぎたとか、接客が悪かった

とか是非お教えください。これからもどうぞよろ

しくお願いいたします。

　昨年はコロナに罹患するという貴重な体験をし

ましたが、この話はすでに２人がされていますの

で私の方は割愛させていただき、この半生を振り

返るとともに、謎に包まれている田原家について

お話をさせていただきます。まずは田原家の構成

ですが、４年前のカープ観戦の家族例会に一度参

加しているのでご存じの方もいらっしゃると思い

ますが、現在一つ下の嫁と大学2年生の長女と高

校１年生の次女の４人家族です。

　話は私の大学生時代にさかのぼります。五日市

高校から一浪して広島修道大学に入学して、２年

生になった時に大学生活を充実させるためには部

活に入るのが良いと思い、父親に相談したところ

ゴルフを勧められその年の夏から入部することに

しました。幼少期から野球をしてきたこともあり、

止まっているボールを打つだけなんてすぐできる

だろうと高を括っていましたが、お決まりのパター

ンで、全然狙ったところに球が飛ばないというこ

の難しさにはまり、すぐにのめり込みました。

　広島修道大学ゴルフ部は指導者やコーチみたい

な人はいなくて、いわゆる鳥かごといわれるよう

な30ｍ先にネットがある練習場で、各々が勝手に

練習するというような環境でした。他にコースを

回ることができる練習があり、それはキャディー

の仕事をした後にラウンドが出来るというもので
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　　　　昭和 49年生まれ
　　　　田原 真一郎 君



来で、その雰囲気に圧倒されるままジュエリーを

購入させていただきました。軽い気持ちでランチ

前に30分ぐらい顔を出す予定が、気が付けば２時

間も滞在していました。その後の夫婦円満度合い

は言うに及びません。

　コロナ禍において家族で過ごす時間は増えまし

たが、夫婦生活に物足りなさを感じていらっしゃ

る方は、是非、ジュエリーナカオカの展示会にお

出かけになり、笑顔になって帰っていただきたい

と思います。
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私の趣味

私は釣りが何よりも好きで、普段の

悩みやストレスから完全に解放され、

頭を輪切りにすると90％は釣りのこ

とを考えています（笑）

釣れなくても海の上にいるだけで心

が落ち着き、リフレッシュできる趣

味があることに幸せを感じています。

八條 公貴
令和３年10月７日入会

ささやかな挑戦

最近、小学校で必修になったプログ

ラミングというものを始めてみまし

た！初心者向けの本と格闘中です。

まだ何が何だかよくわかりませんが、

今さらながら、こんな文字の羅列が

世の中の重要な部分を担っていると

思うと不思議で驚きです！

長谷川 剛
令和２年10月１日入会

国際ロータリーからの脱退

　第２次世界大戦下の1940（昭和15）年９
月、日本のロータリークラブは臨時総会を開
き、国際ロータリーからの脱退を決議しまし
た。当時のクラブ数は48RC（内地37、外地
11）、会員数は2，142人でした。公には解散を
したクラブも、そのうちの19クラブが、名前を
変えて例会を続けていました。その名前は、「水
曜会」「木曜会」など、例会の開催曜日にちな
んだものが多かったようです。「例会を開く」
ことだけでも、明らかになれば迫害を加えら
れる危険な時代のことです。
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例会日・木曜日  12:30〜13:30

例会場・ANAクラウンプラザホテル広島

会　長　梶本　政明

幹　事　松岡　輝明

事務所・〒730-0011  広島市中区基町6-78
　　　　リーガロイヤルホテル広島13F
　　　　TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
　　　　E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作　成・会報雑誌・広報委員会

広島西ＲＣ 検索

１．真実かどうか？
２．みんなに公平か？
３．好意と友情を深めるか？
４．みんなのためになるかどうか？


