
　　10月９日㈰、国際ロータリー 第2710地区 

　地区大会が周南にて開催されました。

　　コロナ禍の中、懇親会はありませんでしたが、

　記念講演ではサヘル・ローズさんが「出会いこ

　そ、生きる力」と題して、不遇な幼少期を経て

　人権活動家としての今の自分があると、感動的

　なお話をされました。

　　　　　　　　　　広島西RCの米山奨学会の累

　　　　　　　　　計寄付金額が6，000万円を超

　　　　　　　　　えました。

　　　　　　　　　　この米山奨学事業は1952年

　　　　　　　　　に東京RCが奨学事業の構想を

　　　　　　　　　立案したのが始まりです。米

山奨学会の特徴、事業費、奨学金プログラム、奨

学生のデータ等、詳しくはロータリー米山記念奨

学事業「豆辞典」に詳しく記載されています。

　この事業では、日本で学ぶ外国人留学生に奨学

金を支給し、支援することにより、日本と世界と

の平和の懸け橋となり、ロータリー運動のよき理

解者となる人材を育成します。ロータリーの目指

す「平和と国際理解の推進」そのものなのです。

　個人として寄付をした場合、「所得控除」と「税

額控除」のいずれかを選択し、確定申告によって、

納める所得税が減少します。また、法人として寄付

をした場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは別

枠で損金算入ができ、法人税額が軽減されます。

また、生前に遺言書を作り、所定の手続きで当会

へ遺産を寄付するご意思を示された場合、遺贈し

た財産は相続財産から控除され、相続税額が軽減

されます。

　米山奨学会は皆さまからの毎年の寄付で運営さ

れています。また、地区の奨学生数は寄付額でほ

ぼ決まりますので、継続的なご支援をお願いいた

します。
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地区大会で次の表彰をいただきましたので、

表彰状を披露・伝達します。

ロータリー賞



　　　　　2021年度グローバル補助金奨学生 
　　　　　　　　　　　　　　  西村 大河 さん

帰 国 報 告

　　皆さま、こんにちは。2021年度グローバル補

　助金奨学生の西村 大河です。ご無沙汰しており

　ます。

　　先月、留学先のイギリスから帰国いたしまし

　たので、本日は帰国報告をさせていただきます。

　１年間の経験を５分に収めるため、駆け足で報

　告をさせていただきます。

　　報告の内容につきまして、大きく３つの経験

　について、お話したく存じます。まず、一つ目

　がイギリスでの学術的経験、次に職務経験、最

　後に文化的・社会的経験についてお話させてい

　ただきます。

　学術的経験

　　まず、学術的経験についてですが、私はバー

　ス大学において、紛争と人道活動における国際

　開発理学修士課程に在籍しておりました。各学

　期、３つの授業があり、１年間の修士課程でし

　たので、学期中はかなり忙しくしておりました。

　コースでは、国際開発とは何かということを多

　角的且つ実践的に、多様性あふれる環境で学ぶ

　ことができました。

　 新会員候補者の照会をBOX配布しております

　 ので、よろしくお願いします。

　 地区大会登録者に記念品が届いております。受

　 付で配布しておりますので、お持ち帰りくだ

　 さい。
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クラブ例会
年間100％出席達成

50年　諏訪　昭登 君 44年　長谷川　行信 君

41年　山木　靖雄 君 30年　森𦚰　宗彦 君

100％連続出席者

米山記念奨学会
寄付総額賞４位

米山記念奨学会
寄付達成クラブ
（６千万円）

米山記念奨学会
個人平均

寄付額賞５位

古本幹事会務報告

本　日（10月20日・木曜日）

　会員数　86名　　出席者　66名

　欠席者　20名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 2名　　ゲスト　 1名

　　　　　　　　　　 計　　69名

　4週前の例会2022年9月22日・木曜日

　　　　　出席率　100％

井原君出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告

ロータリー財団委員会

日 時 テ　　ー　　マ

11/10㈭
ロータリー財団強調プログラム
　　　　担当：ロータリー財団委員会

卓話予告



　　修士論文は『アフガニスタンとミャンマーに

　おける好戦的なアクターに対する政治的認識と

　それらが原則に沿った人道活動に与える影響』

　という題名で研究をいたしました。

　　論文の内容を簡単に説明いたしますと、人道

　支援の基本４原則、人道原則、公平原則、中立

　原則、独立原則というものがあり、国連機関や

　国際NGOなどの国際人道機関はこれらの原則

　に沿って人道活動を行っております。しかし、

　アフガニスタンでは対テロ措置によって、また

　ミャンマーでは信頼醸成措置により、これらの

　基本原則が脅かされているということを明らか

　にし、その原因と因果関係について論じまし

　た。

　　また、学内外を問わず、その他様々な学術的

　活動にも積極的に参加してまいりました。この

　ように、奨学生としていただいた機会を最大限

　に活用し、学問にも励んでまいりました。

　職務経験

　　次に職務経験について、お話いたします。修

　士論文を執筆しながら、バース大学リサーチ＆

　イノベーション・サービシーズという機関で、

　臨時・シニア・アドミニストレーター兼リサー

　チ・プロジェクト・アシスタントとして、２つ

　の研究プロジェクトのサポートをいたしました。

　一つ目のUK-HyRESプロジェクトは、水素製

　造、保存、分配と最終用途および代替液体燃料

　に関わるかなり理系のプロジェクトで、もう一

　方のリサーチ・カルチャー・プロジェクトは大

　学におけるオープン・リサーチやキャリア構築、

　研究倫理向上のためのプロジェクトであり、両

　方とも政府の出資プロジェクトです。

　　海外での就労経験は初めてでしたので、今後

　のキャリアを考えるうえでも、貴重な経験とな

　りました。

　文化的・社会的経験

　　最後に文化的・社会的経験について、お話い

　たします。まず、ロータリーの奨学生として、

　ロータリーを通して、たくさんの方々にお会い

　してきました。バースロータリークラブの会員

　の方々をはじめ、メンターのフィリポット様に

　はご家族を紹介していただいたり、お孫さんた

　ちと劇に連れて行っていただいたりと、とても

　良くしていただきました。当初は、コロナウイ

　ルスの影響もあり、クラブの奉仕活動に参加す

　ることが難しかったのですが、例年開催されて

　いるバースロータリークラブ主催のバース自動

　車フェスティバルにて、スーパーカースタンド

　での受付のお仕事をさせていただいたこともい

　い思い出です。

　　また、英国留学という機会を活かし、国内の

　都市、町、小さな村々を旅行してきました。都

　市により、ジョージアン様式、チューダー様式

　など建築様式が異なっていることを知ったり、

　異なる言語文化や食文化を体験できたことは、

　教養を深めるという意味でも貴重な経験でした。

　　最後になりましたが、本日お話した経験は、

　すべて出会いに恵まれ、人に恵まれたからこそ

　だと感じております。このスライドには写真を

　ありったけ載せましたが、これでも足りないく

　らいたくさんの良い友ができ、様々な経験をし

　てまいりました。広島西RCの皆さまには、この

　ような経験をさせていただき大変感謝しており

　ます。

　　これで帰国報告を終了とさせていただきます

　が、最後に就職のご報告もしたく存じます。修

　士論文の執筆中に就職活動もいたしまして、現

　在一般社団法人広島平和構築人材育成センター

　（HPC）という団体で勤務をしております。家庭

　の事情により、広島で就職することにはなりま

　したが、国際開発に関わる職業に就けて本当に

　よかったと感じております。

　　そのため、数年は広島にいる予定で、今後は

　ロータリー学友会の一員となりますので、広島

　西RCの奉仕活動等お声がけいただければ幸いに

　存じます。今後とも何卒宜しくお願いいたしま

　す。駆け足で恐縮ですが、ご清聴ありがとうご

　ざいました。
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　が十分に予防接種を受けているようにすること

　です。

　　新型コロナウイルス感染症対策により、必要

　なワクチンを受けられていない子どもが世界中

　に多く残されています。ワクチンで助かるちい

　さな命を救うため、医療が行き届いていない途

　上国での子どもワクチン支援活動が必要です。

　　以上、来週月曜日24日「世界ポリオデー」に

　ついてのご紹介でした。

　　次週例会は会場を変更して職場訪問例会となっ

　ておりますので、お間違えのないようお願いい

　たします。自家用車でお越しの方には念のため

　会場までの地図を配布しております。

　　皆さんのBOXにハガキを配布させていただ

　いております。RI第2580地区　嶋村 文男ガバ

　ナーより諏訪 昭登パストガバナーへのご依頼で

　米山奨学会学友である張媛媛（ちょうえんえん）

　さんの展示会が10月25日㈫〜10月31日㈪まで

　そごう広島店 本館８階 美術画廊にて開催され

　ます。

　　張媛媛さんは2015年に横浜国立大学大学院を

　修了後、2019年に東京藝術大学大学院を修了

　され同年に「第37回 上野の森 美術館 大賞展」

　にて大賞を獲得されています。

　　昨今、コレクターからも注目される、新進気

　鋭の女流画家です。

　　10月23日㈰には特招会がリーガロイヤルホ

　

　　10月24日は「世界ポリオデー」です。ポリオ

　ワクチンを開発したジョナス・ソーク博士の誕

　生日を記念して、ポリオ根絶に取り組む世界中

　の団体がポリオウイルスのいない世界の実現に

　向け、思いを新たに、協力を呼びかける一日で

　す。

　　ポリオはウイルスが引き起こす感染症で、「小

　児まひ」の原因のひとつとして世界で恐れられ

　ていました。しかし、ポリオウイルスのワクチ

　ン接種がひろがり、日本では乳児期から３種混

　合、４種混合ワクチン接種といわれ、何が混合

　されているか意識されないまま接種するほど浸

　透し、社会が免疫を確保することで1980年の

　発生が最後となりました。

　　1985年国際ロータリーは「ポリオプラス」プ

　ログラムを開始し、各機関と連携し1988年に

　125カ国あったポリオ常在国も、今日ではパキ

　スタン、アフガニスタンの２カ国残るのみにな

　りました。

　　ポリオによる「まひ」の治療法は現在もな

　く、ワクチンでの予防が子どもたちの命を守る

　唯一の対策です。ポリオは、1980年に根絶され

　た天然痘に次いで、人類史上２番目に“根絶可

　能な感染症”といわれていますが、ポリオ常在

　国がゼロになるまで、世界の子どもたちはポリ

　オへの感染のリスクにさらされ続けるため、活

　動への理解とご協力が必要です。

　　ポリオ根絶活動の現場では楽観が許される状

　況とはいえ、想定外の事態によって緊迫感が高

　まっています。過去数カ月間、イスラエル、英

　国、そして最近では米国ニューヨーク市でポリオ

　が新たに発生しました。脅威を感じさせるニュー

　スですが、いずれにしてもとるべき対策は明ら

　かです。ワクチンは有効なのですから、ポリオ

　が伝播しているなら、感染の危険のある人たち
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ロータリー情報委員会　　原委員長

職業奉仕委員会　　　上野（寛）委員長

米山奨学委員会　　　吉田（浩）委員長



　テルにて開かれるためご本人が美術画廊におら

　れるそうです。

　　皆様、ぜひ展示会に足をお運びいただいて、

　張媛媛さんの世界観に触れていただけたらと思

　います。

　 田中君（自主申告・金一封）

　 　９月に16日間、アイルランドとスコットラン

　 ドでのゴルフ旅行をしました。

　 　移動日を除いて12日間で10回ゴルフをしま

　 した。ほとんどのゴルフ場がリンクスコースで

　 海沿いのコースでした。テレビ放送で見るごと

　 く、ティーグランド・フェアウェイ・グリーン

　 以外はラフで、少しでも曲がると深いラフに

　 入り大変でした。元々10回のプレーを予定し

　 ていたのでボールを30個用意していましたが、

　 12個ロストしたのみで上出来のゴルフになり

　 ました。

　 　今年全英女子オープンの会場であったミア

　 フィールドでは、自分のスコアーに挑戦し

　 ティーショットはアイアンで打ちフェアウェイ

　 キープとバンカーに入れないことを心掛けた結

　 果、40・42の82のスコアーでした。

　 　スコットランドでのゴルフは今回で４回目

　 ですが、男子の全英オープンがスコットランド

　 で開催されたことのあるゴルフコースは全て

　 回りましたので、記念として出宝します。

　 　またエリザベス女王のご逝去の直後だった

　 ので、バッキンガム宮殿・ウエストミンスター

　 教会・エジンバラ宮殿等にも行ってきました。

　

　 長谷川（行）君（自主申告・金一封）

　 　働き方改革に取組む弊社ナガ・ツキは、こ

　 の取組みを推進している県内企業の中で、62社

　 がエントリーした「広島ワークスタイルカン

　 ファレンス」が、今月18日にNTTクレドホー

　 ルで開催され、日頃の取組みが評価され、見

　 事、グランプリを受賞することができました。

　 　これからも社員の働きやすさを追求し、それ

　 を業績に活かせるように精進します。

　 森𦚰君（自主申告・トリプル）

　 　早いもので広島西RCに入会して30年になり

　 ました。しかも100％出席ということは、健康

　 に過ごせたということで感謝しています。

　 　この間には会長も経験することができまし

　 た。ロータリーの友情に助けられてのもので

　 す。思い出は尽きません。これからも健康で

　 ロータリー活動が続けられることを祈っていま

　 す。

　 瀬﨑君（自主申告・ダブル）

　 　本日、皆様のBOXに音楽劇「チンチン電車

　 と女学生」の案内チラシを配布させていただき

　 ました。その内容は、終戦前の広島に実在した

　 女子学校「広島電鉄家政女学校」の学生たちの

　 理想や友情を描いたもので、弊社（広電）も特

　 別協賛しております。
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本日は100万ドルの食事例会です

会員記念日

大本君（Ｈ04年） 　 森信君（Ｈ06年）

笹野君（Ｈ08年） 　 木村君（Ｈ11年）

土井（英）君（Ｈ11年） 　  中岡君（Ｈ13年）

新原君（Ｈ13年） 　 川村君（Ｈ29年）

長谷川（剛）君（R 2年）   八條君（R 3年）

（10名）

ご入会記念月おめでとうございます。

（６名）

創業月おめでとうございます。

諏訪（昭登）君  ㈲諏訪

諏訪（昭浩）君  ㈲諏訪

鈴木君  　　　プルデンシャル生命保険㈱広島支社

　　　　　　　　　第二営業所

宍戸君  　　　東雲自動車㈱

村上（健）君  　㈱中和商会

中川君  　　　広島ガス㈱

スマイルボックス S A A  柴田委員長



売業を営んでおります。会長である父は北ロータ

リークラブでお世話になっております。幼稚園か

ら大学までずっと広島で過ごしまして、地元のヤ

マニシに就職し、結婚を機に今の会社に入社しまし

た。しばらくは社業に励んでおりましたが、2009

年31歳の時に、外の世界も経験してみようという

ことで、広島YEGに入会し、その後、縁あって

様々な会に入らせていただき、色々と勉強させて

いただいて今に至っております。

　それでは、商工会議所についてご説明いたしま

す。商工会議所は明治11年に設立されました。当

時は東京商法会議所という名称で、渋沢 栄一氏

が初代会頭に就任しました。最近では大河ドラマ

などでその功績が伝えられています。商工会議所

は、その地区内における商工業の総合的な改善発

展を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資す

ることを目的としています。

　続いて、広島商工会議所についてですが、広島

商工会議所は「商工会議所条例」に基づき、明治

24年に設立されました。全国的に見ても早くから

設立されています。現在の会員数は約9，200社で、

旧市内の商工業者の約３割が所属しています。広

島商工会議所では、中小企業の活力向上のための

活動を行っており、ビジネスマッチングや経営指

導、さらには人材育成など多くの企業の下支えを

したり、商工業の発展のために様々な事業を実施

しています。 また、地域の活性化や街づくりとし

て、将来の街のビジョンを念頭において、都市づ

くりを促進し、 また広島への広域的な集客力強化

のため、 地域イベントの魅力向上に努め、 観光

客誘致に関わる事業を行っています。

　では、商工会議所青年部について説明します。

現在の会員数は、全国におよそ３万２千人。YEG

とは、ヤング　アントレプレナーズ　グループ「若

き企業家集団」の略で、同時に、商工会議所青年

部の持つコンセプト「ユース・エナジー・ジェネ

ラリスト」（若さ、情熱、広い視野）を持った経営

者を表しています。商工会議所青年部の目的は、

「若手経営者・後継者の相互研鑽を行い、そして、

資質の向上と会員相互の交流を通じて、企業の発

展と豊かな地域経済社会を築くこと」を目的とし

ています。活動の中心は、若き企業経営者の勉強

の場となっています。

　 　11月21、22、23日の３日間、「JMSアステー

　 ルプラザ 中ホール」で上演しますので、興味

　 がある方は是非ともご覧ください。

　 大地君（自主申告・ダブル）

　 　現代の名工に選ばれたANAクラウンプラザ

　 ホテル広島　総料理長 澤村が手掛けるフレンチ

　 と厳選した日本酒６種のぺアリングを楽しんで

　 いただくイベントを11月22日に開催いたしま

　 す。ご案内をBOXに入れさせていただきまし

　 た。

　 　大切な方とのひとときにご利用いただければ

　 幸いです。

　 中岡君（自主申告）

　 　先日行われました地区大会懇親ゴルフ大会に

　 広島西RCより、一人で出席したところ飛び賞

　 で90位になりました。景品をいただきました

　 ので、スマイルに出宝させていただきます。

　 諏訪（昭登）君（自主申告）

　 　100％連続出席50年のスマイルを既に出宝し

　 ておりますが、本日地区大会表彰で紹介されま

　 したので、改めて出宝いたします。

　皆様こんにちは。今年度、広島商工会議所青年

部の会長を務めさせていただいております、庄子

佳宏と申します。お招きいただき誠にありがとう

ございます。本日は、広島商工会議所青年部、通

称広島YEGについてお話させていただきたいと

思います。こういった場でお話させていただいた

ことがありませんので、多少お聞き苦しい点があ

るかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいた

します。

　まずは自己紹介をさせていただきたいと思いま

す。私は1977年生まれの45歳です。株式会社庄

子食品の代表取締役社長を務めております。商工

センターの菱光産業様の隣でチルド加工食品の卸
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広島 YEGについて
   広島商工会議所 青年部
　 会長　庄 子  佳 宏 氏

卓　話卓　話



　ではいよいよ、我々の広島商工会議所青年部に

ついて説明します。広島YEGは、平成９年に設立

されました。今年で26年目となります。発起人は、

初代会長の大野 徹先輩をはじめとする10名の先輩

方で、設立当初の会員数は246名でした。

　歴代会長の一覧ですが、平成18年度に熊本 裕子

先輩が会長を務められております。スローガン

は「青年部を楽しもう」で設立から10周年でした

ので、記念式典や祝賀会を開催されました。そし

て、平成22年 𠮷田 大蔵先輩が会長を務められま

した。スローガンは「グッドジョブ、広島YEG笑

顔倍増計画2010」です。当時は紙資料を廃止し、

タブレットを使用した役員会を始めたり、中国視

察やアメリカ施設など海外研修にも行きました。

当時の経済団体では珍しい婚活パーティーもされ、

ここで結ばれた数組が実際にご結婚されました。

そして、平成24年度には川村 聡先輩が会長を務

められました。スローガンは「こころから」。大

きな事業としてはエリザベト音楽大学と協力して

子供たちが楽器を練習して、発表する音楽の力と

いう対外事業を行いました。そして、平成26年度

には村上 健一先輩が会長をされました。スロー

ガンは「鼓動、ソウルビート響けYEG魂、広島か

ら」です。この年は、櫻井 よしこさん、安藤 忠雄

さんという著名な講師をお呼びしてオープン例会

を行いました。

　続いて広島YEGの目的ですが、簡単に説明しま

すと、会員の自己啓発とネットワークを通じて、

資質向上をはかり、事業を行って、地域商工業の

振興発展に寄与すること、としています。活動に

ついてですが、会員は原則としていずれかの委員

会に所属しなければなりません。 委員会は、原則

として月に１回開催し、事業を企画して、準備を

して、事業を実施、運営します。 

　広島YEGの主な事業をご紹介します。まず会員

総会。例年４月と11月に通常会員総会が開催され

ます。事業や予算の計画や報告、そして会長や役

員などの人事について審議される最も重要な会議

体です。今年度は私が会長の所信表明を行い、池

田会頭からも講演いただきました。 例会では講演

やセミナーを行ったり、パネルディスカッション

を行います。毎年１月には新年互礼会を行います。

コロナ禍でここ２年は対面での開催をしておりま

せんが、今年度は開催する予定です。年度最後の

事業となる卒業パーティーでは、卒業生からのサ

プライズ演出などもあり、毎年盛り上がります。

その他にも会員交流事業や新入会員フォロー事業、

家族会などを行っています。

　コロナ禍で開催しておりませんが、様々な地域

への研修旅行もあります。海外へはこれまでに、

中国、シンガポールなどアジアを中心に、アメリ

カなどにも行きました。国内研修も様々なところ

を訪れ、企業視察や普段できない経験をして、仲

間との思い出を作ることができます。日本各地で

開催される全国大会や中国ブロック大会にも積極

的に参加しています。

　ビジネスネットワーク構築のためにYEGフェス

タやビジネスフェスティバルも長年行われてきま

した。会員交流の場として、広島YEGが設立して

間もなく開催されるようになり、年々規模を拡大

して、一般人も参加するような大きな事業へと変

化していきました。大学や学生とコラボした展開を

行い、就活支援につながる事業も開催しています。

地域振興のために対外的な事業も行っています。

　野球やサッカー、ゴルフなど様々な同好会活動

も行って会の活性化を図っております。

　最後に、これからのYEGのビジョンですけれど

も、令和９年度の日本YEG全国大会広島大会の

開催を目指しております。開催となると7，000〜

8，000の全国のYEG会員が広島にやってきます。

駅前が新しくなり、新たなスタジアムが出来上がっ

た広島のお披露目にもなります。実現するために

は、更なる会員数の増強が必要となります。皆様

の自社の若手やお近くに若手経営者がいらっしゃ

いましたら是非ご紹介いただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

　以上で私からの説明を終わらせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。
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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　新原　　靖
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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？


