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今週の月曜日２月４日は立春でした。節分を境に季節は春になり色々

な物が春めいて来て例年であれば暖かくなるのを心待ちにするものです

が今年は何かずっと暖かい冬で金沢では立春に春一番が吹くと言う観測

史上初めての速さだそうです。 

さて、前回の例会は、２週間前になりますが３ﾛｰﾀﾘｰ合同例会でした。 

当ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄでしたので、小林委員長始め親睦委員会の皆さんにはお

世話になりました。そして、我がｸﾗﾌﾞのﾊﾞﾝﾄﾞ同好会北歌団の皆さんお疲

れ様でした。私は昨年１２月にﾗｲﾌﾞﾊｳｽでの初演を見ておりまして今回

の演奏が本当に心配でした。しかし、全くの杞憂に終わり本当に良かった

です。一カ月足らずであれだけ上手くなられたと言う事はすごく練習され

たのではないかと思います。今月の西ﾛｰﾀﾘｰとの懇親会もよろしくお願い

します。 

そして、先週３０日・３１日と丸子会員、山内会員のお世話で北酔会に

よる北陸金沢に行って来ました。当初の予定より参加者が減りましたが

日本の文化と歴史を美味しい料理とお酒と共に堪能出来ました。 

この様な体験は広島では絶対に味わえない日本の昔からの文化の体験

が出来ますので特に若い会員の皆さんには今後ご参加いただけたらと思

います。 

また、先週２月２日にはＩＭがﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙで開催され、５７名の方に

ご参加いただきありがとうございました。会員増強のﾊﾟﾈﾗｰとして山坂会

員にご登壇いただき北ﾛｰﾀﾘｰの会員が増え続けている秘訣をお話頂き

ました。また、講演での門田隆将さんの話は本当に感動的でした。実は

当ｸﾗﾌﾞの５０周年の記念講演の候補者でもありました。候補として間違

いなかったという思いと、今では重ならなくて良かったと思っております。 

 

 
左から、荒本会員・水野会員・原田会員 

おめでとうございます！ 

また、今月８０歳を迎える水野

会員にはｸﾗﾌﾞから記念品が贈

られました。 

 

益々お元気でご活躍ください！ 

 

 

 

 
《ご案内》 

*本日１８時３０分より「かなわ」において今年度理事会を開催します。 

《お知らせ》 

*在広ＲＣ合同懇親ｺﾞﾙﾌ大会の案内をお送りいしております。 

《ＢＯＸ配布物》 

*ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 

*抜粋のつづり（熊平製作所） 

*ＩＭプログラム(欠席者のみ) 

 
親睦委員会  

*１月２４日（木）に行われました【３ＲＣ合同例会並びに懇親会】には多

数ご出席頂き、ありがとうございました。 

奨学育英資金特別委員会  藤原会員 

*例会終了後、６Ｆ６３２号室で委員会を開催します。 

■本日の例会      ２０１９年２月１４日（木）   第２３８６回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 親睦委員会 

入会式 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱の時間 ニコニコ委員会 

卓話時間 

『ｲｻﾑ・ﾉｸﾞﾁが平和大橋高欄の設計に込めた思い』 

公立大学法人広島市立大学 

芸術学部  教授  前川 義春 氏 

前回例会報告  ２０１９年２月７日（木） 第２３８５回 

会長時間         会長  三保 二郎 

２月誕生月会員お祝い 

幹事報告         幹事  塩本 能尚 

委 員 会 報 告 
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ゴルフ同好会  秋山会員 

*本日、ﾎﾞｯｸｽに３月例会のご案内をお配りしています。また、 

 先ほど幹事報告でもありましたが、４月２９日(月･祝)に行われ

る｢広島１４ＲＣ合同懇親ゴル

フ大会｣は多打喜会の４月例

会も兼ねておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

*１月例会優勝･ﾍﾞｽｸﾞﾛ 

 島本 章生 会員 

おめでとうございます！ 

 

 
☀自主申告 

三保会員・久保(豊)会員・塩本会員・小林(直)会員・竹内会員・堤会

員 先日行われました３ＲＣ合同例会とＩＭご出席ありがとうございました。

広島西ＲＣとの合同例会も出席の程、宜しくお願いします。 

親睦委員会一同 １/２４（木）３ＲＣ合同夜間例会は皆さま多数の参

加ありがとうございました。高見会員の素晴らしい司会で盛り上がりました。

これからも親睦委員会一同頑張りますので宜しくお願い致します。 

谷本会員 吉田さん例会にご参加頂きありがとうございました。北ＲＣは

本当に明るく楽しい会です。今日はその楽しい雰囲気を感じて下さい。 

池上会員 本日の卓話で「年男の弁」ｽﾋﾟｰﾁをさせて頂きます。今年も

ご指導のほど宜しくお願い致します。 

森会員 国際奉仕がようやく形になってきました。本日の卓話でご紹介さ

せて頂きます。宜しくお願いいたします。 

水野会員 ﾛｰﾀﾘｰに入会して１９年、無事８０才になります。昨年は傘

寿のお祝いをして頂きました。皆様に感謝いたします。 

佐々木会員 水野会員、誕生日おめでとうございます。いつまでもお元

気で！早くに亡くなった私の父の分まで長生きをして下さい。 

原田会員◇ ①誕生祝いありがとうございました。②先日のＩＭでの門田

氏の講演で私の幼稚園・小学校の同級生である森 重昭君がほめて頂

き嬉しかったです。 

荒本会員 誕生日のお祝いをありがとうございました。引き続き、よろしく

お願いします。 

池上会員 １月の家内の誕生日には素敵な鉢物のお花を頂きました。

今も部屋中にいい香りがいっぱいです。本当にありがとうございました。 

中川良男会員・石田会員・久保(豊)会員・中山会員・岡部会員・藤

原会員・小林(孝)会員・小林(直)会員・中川良浩会員･谷本会員・古

谷会員・丸子会員・重田会員 １/２４の３ＲＣ合同例会では我々の拙

い演奏を聴いて頂きありがとうございました。お聴き苦しいところもあったか

もしれませんが、音楽はｵｰﾃﾞｨｴﾝｽに育てて頂くものですので、どうか温か

い目で見てやって下さい。西ＲＣとの合同例会でも演奏しますのでどうか

よろしくお願いします。 

中川良浩会員 先日の３ＲＣでの演奏で、緊張のあまり音が出なくなっ

てしまいました。ﾒﾝﾀﾙ鍛えて西ＲＣでﾘﾍﾞﾝｼﾞします。 

島本会員◆ ３ＲＣ合同例会で、３つの言い間違いをしてしまいました。

粟屋次年度会長の会社名を「あさひちょうおん工業」を「あさひおんちょう

工業」と言ってしまい、「呉服の杉町」を「洋服の杉町」と言い、「有限会

社このみや」を「株式会社このみや」と言い間違いました。大変失礼しま

した。 

島本会員◇ １/２０の多打喜会で、久しぶりにﾍﾞｽｸﾞﾛ・優勝させていた

だきました。ﾆｱﾋﾟﾝ賞も一ついただきました。低迷していた私のゴルフは完

全復活でしょうか。ありがとうございました。 

中川良浩会員◇ 昨日から長崎ではﾗﾝﾀﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙが始まっています。

街中にﾗﾝﾀﾝの明かりがともりとても幻想的でﾛﾏﾝﾁｯｸな雰囲気になりま

す。大切な人との旅行におｽｽﾒです。そしてお土産は文明堂のｶｽﾃﾗを

買ってください。 

泉会員・神農会員・鈴木会員・下川会員・河村会員・浦会員・中川良

浩会員 早いものでもう２月になりました。おかげさまでﾆｺﾆｺ箱も１月末

で１,３６８,０００円の出宝が集まりました。今年度も残すところ５か月。今

後も楽しいﾆｺﾆｺ箱の時間になるよう委員会全員で努力します。会員皆

様の引き続きのご協力をお願いいたします。皆さん体調に気を付けて５０

周年に向けてがんばりましょう！ 

松本会員・合田会員 所用につき早退します。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

『年男の弁 Part２』 
 

池上 隆三 会員 １９５９（昭３４）年生れ 
鹿島建設㈱中国支店長の池上

です。今年の５月で６０歳還暦を

迎えますが、ﾛｰﾀﾘｰの諸先輩方か

らすればまだまだひよっこで、自分

でも「とうとう」という感慨は不思議

なほどありません。でも家族全員が

健康で私の還暦の年を迎えること

が出来たのは本当に幸せなことだ

と感謝しております。 

私は昭和３４年５月に現在の佐賀市川副町で生まれました。父の

仕事の関係で４歳の時に東京へ移り、大学浪人までを東京で過ご

しました。私の通っていた都立立川高校は旧制府立ニ中として創立

され、質実剛健・自主自律の校風が守り継がれているﾊﾞﾝｶﾗな高校

で、高校３年間は、勉強そっちのけでｿﾌﾄﾃﾆｽ部、音楽部（合唱）の

活動に明け暮れていました。今でも続く素晴らしき仲間と出会い、汗

にまみれ体を鍛え、一生の糧となる音楽とも出会うことが出来た貴重

な時間でした。 

大学は１年間の浪人生活を送った後、当時三菱重工に勤めていた

伯父の縁もあり広島大学工学部建築学科に入学しました。卒業す

る昭和５８年は「建設冬の時代」と言われ、就活を前に今勤める鹿

島建設など全く視界にも入っていませんでした。ところが就活に入ると

企業から採用再開の動きが出て、地方大からも一人ずつという枠で、

鹿島建設に入社することになりました。一年間の浪人の足踏みや広

島との縁が無ければ、正直全く別の人生を歩んでいただろうと思いま

同 好 会 報 告 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 

《職業ニコニコ》 
小林直哉会員 １/２１より株式化により会社名が変わりました。新

社名は「ISE 広島育ち」（ｱｲｴｽｲｰﾋﾛｼﾏｿﾀﾞﾁ）です。心機一転頑

張ってまいりますので、これからもよろしくお願い致します。 

小林直哉会員★ １/２９に東京の新橋に「みっちゃん総本店」がｵ

ｰﾌﾟﾝいたしました。東京の方々に本場、広島のお好み焼きを食べて

頂けるようこれまで以上に精進いたします。東京にご出張の際は是

非ともお立ち寄りください。 

山下江会員 船井総研が主催する法律事務所経営研究会にお

いて山下江法律事務所がﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾛｰﾌｧｰﾑとして「２０１８年ＭＶ

Ｐ賞」を、事務局の今井絵美と山口亜由美が「所長の片腕賞」を

受賞しました。今後とも精進したいと思います。 

樽本会員 経済ﾚﾎﾟｰﾄ１/２９号に新卒･中途採用の新しいｻｰﾋﾞｽ

に関する記事を掲載して頂きました。地元企業を元気にしていく為

頑張ります。また２/５号に濵本会員のご紹介でﾘﾚｰ放談の記事を

掲載して頂きました。次週は藤原会員に繋ぎました。 

藤原会員◇ 広島北ＲＣ創立５０周年記念ｼﾞｬｹｯﾄ、本日最終の

採寸です。本日までなら間に合いますのでまだお申込み頂いてない

方がおられましたら是非お申込み下さい。 

藤澤会員★ 会社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで社長ﾌﾞﾛｸﾞをやっているのです

が、２/２で連続１０００日更新を達成しましたので記念に出宝いた

します。 

当日計 72,000 円  累計 1,440,000 円

卓話時間 
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す。必ずしも一番望む環境に身を置けなくとも「私の居場所は他にあ

る」と境遇を憂うることなく、置かれた場所で誠実に目の前の課題解

決に打ち込むことで、道が開ける経験をさせてもらい、その後の人生

訓にもなりました。一昨年の支店長着任の 4 年前、２０１３年に突然

本社に呼ばれ技術部長、企画部長を歴任しましたが、そこで支店を

経営するのに必要な多くの人脈や知見を得ることが出来ました。 

鹿島に入社後、昭和６０年 1 月に当時の広島支店に赴任し、以来

３３年間、中国５県を巡り多くの工事現場を担当させて頂きました。

私は「現場の仕事は物と物を繋ぎ、人と物とを繋ぐことで、最終的に

は人と人とを繋ぐ仕事である」との矜持を持って進めてまいりました。ま

た、人が人にお願いして進めていく仕事だからこそ、常に「感謝と反省」

を忘れずに、額に汗して物と物を繋いでくれる職方さんに感謝し、彼

らが１２０％能力を発揮できる環境を整えることが出来たかどうか、常

に自分に問いかけることが大切だと部下に繰り返し伝えてきました。 

今建設業界は活況を呈していますが、大きな転機を迎えています。

建設業を支える専門技能の担い手に入職してもらえない、若者にと

って「選ばれない業界」になっている、という現実です。危険・汚い・き

ついは業界の努力で大幅に改善されてきたと思います。 

しかし、現在若者が従事できる仕事の幅は、かつてないほど多様化

しています。そんな時代に、時間をかけて先輩から実戦で技術を学び、

人間関係・上下関係にもまれながら腰を据えて物造りの匠に成長し

ていきたいと思う若者が減るのは致し方ない事かもしれません。  し

かし、いつの時代でも、物造りが好きで人が好きで、こつこつと技量を

磨くことのできる若者はきっといるはずです。私はそんな若者に自らの

体験を語り、物造りの素晴らしさ、基幹産業として生活の安全安心

を守る誇り高い責務、IT 化や機械化で様変わりした生産現場の状

況を、実際の物造りの現場で学生や先生、親御さん含め熱く伝えて

ゆきたいと考えています。 

これからも建設業の継続的発展のため、置かれた場所で自分を磨き、

人と物、人と人とを繋ぎ続けてゆく仕事に全力を注いでいきたいと考

えています。今年も皆さまの変わらぬご指導ご鞭撻を、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

古田 裕三 会員 １９５９（昭３４）年生れ 
今年で５回目を迎える年男、古田裕三です。 

１１月には還暦６０歳になります。節目々で大きな転機を迎えていま

す。ちょうど１２年前の年男の時に会社の代表を受け継ぎ、現在に至

るのですが、色々な体験の中で、辛いことや苦しいこと、嬉しいこと感

激することがあった１２年間で色々と学ばせて頂きました。まだまだ学

ぶことは無限にあるのでしょうが。前回の転機は学びの転機ではなか

ったかと思っています。では、今回の転機が何かと考えるに、今までは

健康には誰よりも自信があったのですが、昨年、生まれて初めての手

術を経験しました。この出来事は自分の中では大きな転機だと思っ

ています。今までは健康と口にはしていましたが、元気の延長線の中

での健康だったのであまりピンときてなかったのですが、今回はこの出

来事を通じて健康の大事さを身を以て経験させていただいたと感じて

います。平成最後の年、新元号の新しい年、ご縁を頂き広島北ＲＣ

に入会させていただきにﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌのまっただ中の年、年男を迎え非

常に何か感じるものがあります。１２年後の７２歳の時には、また年男

の弁としてどのような転機を語らせていただけるかが楽しみです。 

 （当日はご欠席のため、原稿を預かりました。） 

 

『国際奉仕事業について』 

 

国際奉仕委員長  森  直基 会員 

創立５０周年記念事業の一環として、

「台湾原住民米桟村 水資源改善計

画」の説明を行った。 

５月には現地訪問を計画している。 

 

 
開 催 日 ： ２０１９年２月２日（土） 

会  場   ： リーガロイヤルホテル広島 

大会テーマ ： ロータリーに活力を 

ホストクラブ ： 広島ＲＣ 

プログラム 

１４：００   開会 

１４：２０ 来賓挨拶  ガバナー 吉原久司氏 

１４：２５ ＲＡＣ活動報告 

１４：３０ パネルディスカッション 

 「仲間を増やそう、すべてはそこから始まる」 

 
１５：４０ 特別講演 

 『真のリーダーが示した「日本人の生きざま」とは』 

 作家･ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 門田 隆将 氏 

 
１６：４５ 次年度ガバナー補佐紹介 

１６：５０ 閉会挨拶 

１７：１５ 懇親会開会 

 
 ｱﾄﾗｸｼｮﾝ ＮＴＴ西日本吹奏楽ｸﾗﾌﾞ 

 ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「手に手つないで」 

１８：３０ 閉会 

 

グループ６､７合同インターシティ･ミーティング報告 

■出席報告 出席委員会 

２０１９年２月７日（木） 会員数 ９８名 

出席  ８１名  欠席  １６名 

来客   １名  ゲスト  １名 

１月１７日例会 修正後出席率 １００％ 

■お客様ご紹介 親睦委員会 

愛谷 俊治 様（広島陵北） 

久保 弘睦 様（広島陵北） 

吉田 拓也 様（入会予定者） 

■次回例会  ２０１９年２月２１日（木） １８：３０～ 

【広島西ＲＣ・広島北ＲＣ合同例会＆懇親会】 

会場 ＡＮＡクラウンプラザ広島 

当ｸﾗﾌﾞからは山坂会員がﾊﾟ

ﾈﾘｽﾄとして登壇し、近年行

っているｹﾞｽﾄ例会について発

表しました。 

東日本大震災の際の東電福

島原発の吉田所長が死を覚

悟して、事故処理に向き合った

姿に心を打たれました。 


