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ロータリーソング ｢奉仕の理想｣ 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

来客紹介 親睦委員会 

入会式 

誕生月お祝い 

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 

『誕生月会員ｽﾋﾟー ﾁ』  

『新会員自己紹介』 大賀 嘉章 会員/吉田 拓也 会員 

 

 

写真左から、西開地 憲氏と赤井友昭氏の入会式を執り行いました。 

両名とも親睦委員会への配属となります。親睦に奉仕にﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを

楽しんでください。 

２名の入会により会員数１０１名となりました。 

赤井 友昭 会員 

㈱ＣＲＥＡＴＩＶＥ ＬＡＢ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 代表取締役ＣＥＯ 

職業分類  美容サービス業 

推薦者  丸本会員・岡部会員 

 

西開地 憲 会員 

㈱ニシカイチ  代表取締役 

職業分類  土木請負 

推薦者  丸本会員・小林直哉会員 

 

 

左から、池久保会員・山下 江会員・濵本会員・吉良会員・岡部会員・

中川良浩会員・三保会長  おめでとうございます！ 

（ご欠席：上河内会員・小河会員） 

 
先日、令和という元号が発表されました。元号は聖徳太子の時代の大

化改新の頃六四五年大化から始まり、現在まで続いている日本だけに

残っている世界に誇れる文化だと思います。 

ﾛｰﾀﾘｰでは西暦を標準で使う様になっていますが、日本のﾛｰﾀﾘｰでは

西暦と共に元号も使って良いのではないかと思います。 

さて、先週の土曜日に５０周年記念事業であります「ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ広島、～

広島を花火で元気に～」と題して西日本豪雨災害の被災者の鎮魂と地

域の復興に向けての祈りと願い、そして人命救助や災害復旧に多大な

貢献をしていただいた自衛隊の方々へ慰労と感謝の気持ちを込めて、

陸上自衛隊１３旅団海田駐屯地で花火を上げました。桜まつりの桜は

３分咲きでしたが、花火には６,０００人以上の方が見物に来られ、皆さん

に喜んで頂けたのではないかと思います。 

そして、その花火大会には京都伏見ＲＣのﾒﾝﾊﾞｰが東日本大震災被災

地の一つ石巻の小・中学生８名を招待されました。打ち上げ花火の一つ

一つに広島の子ども達と石巻の子供たちの願いを名前と共に読み上げ

てもらい花火を打ち上げてもらった事に大変喜んでくれたそうです。 

その後、バスでみっちゃん総本店地蔵通り店に移動し小林直哉会員の

計らいで子供達にお好み焼きを焼く体験をしてもらい、とても楽しかったと

喜んでいただきました。５０周年の記念事業に京都伏見ＲＣさんに花を

添えて頂きました。感謝申し上げます。 

■本日の例会      ２０１９年４月１１日（木）   第２３９３回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 親睦委員会 

連続出席表彰 

ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付認証 

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 『一夫一妻制と男女問題』  

 山下  江 会員 

前回例会報告  ２０１９年４月４日（木）  第２３９２回 

入 会 式 

誕生月お祝い 

会長時間         会長  三保 二郎 
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企画運営をしていただいた坪内理事、樽本委員長、そして姉妹ｸﾗ

ﾌﾞ特別委員会の越智委員長始め委員会の皆さんお疲れ様でした。

そして多くの会員の皆さんにも参加ご協力頂きありがとうございまし

た。 

後に自衛隊の方から是非次年度もよろしくお願いしますと何度も

何度も言われた事をお伝えして会長時間を終わります。 

 
《理事会報告》 

*５月２３日（木）の例会において、次年度幹事を決める臨時総会を

行います。 

*５月３０日(木)に新現引継ぎｸﾗﾌﾞ協議会を「かなわ」で開催します。

今年度の理事役員委員長の方は、活動報告書の提出をお願い

致します。 

《ご案内》 

* 近、当ﾎﾃﾙの駐車場が混雑しています。広島駅の屋上駐車場

も割引券を頂けるで、そちらの駐車場もご利用下さい。 

《ＢＯＸ配布物》 

*ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 

*地区大会特集号 

 
*本日、例会終了後、３Ｆ｢飛鳥の間｣において、第１回 被選ｸﾗﾌﾞ

協議会を開催しますので、次年度理事役員委員長の方は、お忘

れのないようお願い致します。 

 
米山学友会  庄子会員 

*２０１９年度米山学友会の賛助会員に多数の方になって頂きまし

た。ありがとうございました。 

 
☀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 赤井さん、西開地さん、入会おめでとうございます。これから共に親

睦と奉仕活動を楽しんでいきましょう。 

坪内会員･樽本会員 ３/３０日（土）に海田市駐屯地にて開催されまし

た、「平成３０年７月豪雨災害復興祈念花火大会」では多くの会員・ご

家族の方々にご参加頂き、無事に事業を終えることができ、本当にあり

がとうございました。５０周年記念事業も残すところ５/１８台湾ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｾﾚﾓﾆｰですが、 後までご協力の程、宜しくお願い致します。 

赤井会員 本日、入会させて頂く赤井です。右も左も分からない若輩

者ですが、末永く宜しくお願い致します。 

西開地会員 本日、伝統ある広島北ＲＣに入会させて頂きました。不

安でいっぱいですが、皆様どうぞよろしくお願い致します。 

丸本会員･岡部会員 本日、西開地君、赤井君、ご入会おめでとうござ

います。１００人目、１０１人目となりました。一緒にﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌ２４時間

楽しみましょう。 

山坂会員 会員１００人達成おめでとう！ 

大賀会員 本日、自己紹介をさせて頂きます。大変緊張しております。

よろしくお願い致します。 

吉田会員 貴重なお時間を頂き、卓話で自己紹介をさせて頂きます。

よろしくお願い致します。 

洋北山歩隊(杉町会員･庄子会員･山内会員･久保(雅)会員･下川会

員･桑原会員・三保会員・藤原会員・迫会員・中川良男会員･中川良

浩会員･竹本会員・吉田会員・河村会員・石井会員・谷本会員) 

３/３１、洋北山歩隊の行軍＆ＢＢＱが広島駅から穴神社まで行軍のの

ち、菅さんのご自宅にて美味しいＢＢＱとお抹茶を頂きました。菅会員、

いつもありがとうございます。 

森嶋会員★ 当ｸﾗﾌﾞ５０周年に先立ち、先月１８日に広島に居住して

５０年を迎えることが出来ました。皆様方のお陰です。ﾀﾞﾌﾞﾙ５０周年を記

念して。 

山下(江)会員 今月で６７才になります。誕生祝いありがとうございまし

た。 

池久保会員 本日は、誕生日のお祝いをして頂きありがとうございまし

た。 

福永会員 先日、妻の誕生日に立派な花をありがとうございました。とて

も喜んでいました。 

迫会員 先日、妻の誕生日にお花を頂きありがとうございました。 

下川会員 妻の誕生日に素敵な花束を頂き、ありがとうございます。本

人も大変喜んでいました。これからも仲良くやっていきます。 

中川良浩会員★ ①４月になり娘は音大の４年生に、息子も希望の中

学に入ることができました。私も今月で５５歳、まだまだﾁｬﾚﾝｼﾞしていきま

す。②今日は誕生日のお祝いありがとうございます。③先週ＲＣＣの「イマ

なま」で弊社の鷹野橋店が紹介されました。ｶｰﾌﾟ関連商品、新発売のく

まﾓﾝｶｽﾃﾗなど取り揃えています。④新元号の発表直後に、ｶｽﾃﾗと木

箱に「令和」と書いた「令和ｶｽﾃﾗ」を発売しましところ、ﾒﾃﾞｨｱの取材をい

くつか受け、注文が殺到しています。売れると思っていなかったので、ﾋﾞｯｸ

ﾘです。 

三保会員 前回の例会でﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの写真が若すぎるとﾆｺﾆｺ出宝が

ありましたので早速写真を変えました。 

神農会員 ２人目の孫娘が産まれました。私に似てとても可愛い子で

す。 

越智会員 先週末、息子が大学へ旅立ちました。今週から嫁と二人き

りです。助けて下さい(笑) 

石井会員 すみません。早退します。 

ニコニコ委員会一同（中川会員･浦会員･泉会員･神農会員･迫会員･

鈴木会員･下川会員･河村会員･篠崎会員） ﾆｺﾆｺ委員会です。いよ

いよ５０周年も間近、桜も咲き、新元号も発表され、ひとつの時代の区

切りと新たなｽﾀｰﾄを感じる今日この頃です。ﾆｺﾆｺ箱への寄付もおかげさ

まで１６５万３千円が集まりました。今年は５０周年にふさわしい記憶に

残るﾆｺﾆｺ箱の時間にしたいと思っています。正直なところ目標にはずいぶ

ん足りていない状況です。あと３か月、皆様のご理解とご協力をどうかよろ

しくお願いいたします。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 
 

『新会員自己紹介』 

 

大賀 嘉章 会員 
（２０１９年１月１７日入会） 

 

私は、谷本様・東様のご推薦を頂き、

本年１月１７日に入会を許されました大

賀嘉章と申します。昭和５３年６月生ま

れの４０歳であります。この度は、伝統と格式のある広島北ＲＣに入

会させていただき、ありがとうございます。また、広島北ＲＣ創立５０周

年、そして平成から令和（れいわ）に改元される記念の年に入会させ

ていただいたことに大変身の引き締まる思いであります。 

早速ではありますが、自己紹介ということでございますので、私の家族

と仕事のことについて簡単にお話させていただければと思います。 

私は妻一人、もうすぐで４歳になる女の子一人の３人家族であります。

妻とは私が３３歳のときに結婚いたしました。また、私は三人兄弟の

三男であり、父は６８歳で元気でありますが、母は３８歳とき、私が１

２歳のときに病気で亡くなりました。こどもは、心配なことも多いですが、

幹事報告            幹事  塩本 能尚 

次年度幹事報告      次年度幹事  島本 章生 

委 員 会 報 告 

ニコニコ箱の時間       ニコニコ委員会 《職業ニコニコ》 
山坂会員 ４/５、ﾏﾘｰﾅﾎｯﾌﾟにﾊｰﾚｰﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ･ﾊﾞﾙｺﾑ･ﾏﾘｰﾅﾍﾞｲ

をｵｰﾌﾟﾝします。よろしくお願い致します。 

桑村会員･中山会員・下川会員・篠崎会員 山坂さん、ﾊｰﾚｰﾀﾞ

ﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ･ﾊﾞﾙｺﾑ･ﾏﾘｰﾅﾍﾞｲｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。 

当日計 74,000 円  累計 1,727,000 円

卓話時間 
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恐竜、動物が大好きな大変可愛い女の子であります。 

仕事としては、社会保険労務士と行政書士というお仕事をさせてい

ただいております。ご存知の方もご存じでない方もいらっしゃるかと思い

ますが、社会保険労務士も行政書士も関係する役所が違うだけで

基本的には企業様の行政手続きの代行とそれに関する相談業であ

ります。具体的に言えば、行政書士では建設業、宅地建物取引業、

各法人の設立などの許認可を取得する業務で、社会保険労務士

では、労働社会保険関係手続き、給与計算などの労務管理、助

成金申請、労働者派遣事業などの許認可業務になります。 

私は、２４歳のときから社会保険労務士・行政書士・司法書士事務

所にて経験を積んだのち、２０１７年１月に独立いたしました。司法書

士の資格も取得したいと勉強をしておりますが、なかなか結果がでて

おりません。私がこの仕事をはじめたときから考えても社会保険労務

士・行政書士の登録者数は年々増加しております。そんな中、少し

前になりますが、２０１８年３月頃、日本行政書士会連合会が発行

する日本行政という月刊誌に「ＡＩの普及と行政書士の未来」と題し

て大変興味深い記事がございました。簡単に言えば、第四次産業

革命いわゆるＡＩ（人工知能）等によって、各業界で代替される業務

があるということです。その中には当然、行政書士・社会保険労務士

の業務も入っており、野村総合研究所とイギリスのオックスフォード大

学の共同研究によりますと、行政書士では９３．１％。社会保険労

務士では７９．７％の業務が代替可能とされております。確かに、私

はこの仕事を始めた十数年前は社会保険労務士業務に関していえ

ば、書類を作成し役所に持っていき申請することが当たり前でしたが、

今では電子申請が当たり前で役所に行くことも少なくなりました。ただ、

行政書士業務は 近になって手続きを簡素化するという話しが出て

きたとことであり、未だにたくさんの資料を作成して役所に持って行き、

申請をしております。いずれにしても社会保険労務士・行政書士業

界もこれから大変おもしろい時代に入っていき、 後まで生き残れる

社会保険労務士・行政書士でありたいと考えておりますので、ご指

導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

後となりますが、この度私を推薦して下さいました谷本様、東様そ

して谷本様とのご縁を作って下さりました下川様にはこの場をお借りし

て、お礼を申し上げるとともに心より感謝いたします。 

私と同じ時期に入会された吉田さん、そして本日入会された西開地

さん・赤井さんは年齢も近く、大変心強いです。 

また、先日、誕生日会に参加させていただき、諸先輩方の本質を垣

間見ることができ、大変有意義で、新入会員にとっては大変ありがた

い会だと感じました。以上で簡単ではございますが私の自己紹介とさ

せていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

 

 

吉田 拓也 会員 
（２０１９年２月１４日入会） 

 

 

２月入会の吉田拓也です。よろしくお願

いします。今日は貴重なお時間を頂きあ

りがとうございます。せっかくお時間を頂いておりますので、私の会社で

ある（株）ひょうま がどんな会社なのか等について、簡単にお話させて

頂きたいと思います。 

㈱ひょうまは、お仏壇・仏具・お墓等の宗教用具の製造販売と、介

護福祉ｻｰﾋﾞｽの２つを主な事業とする会社です。 

本社は島根県益田市というところにあり、本社には事務所の他に、

仏壇工場と石材工場があります。ちなみに益田市は島根県の一番

西にあり、県境で山口県と接しています。益田市の東には浜田市、

南には津和野町、西には山口県萩市、北は日本海があり、それらに

囲まれている、人口５万人弱の町です。 

主な営業エリアは島根県内のほぼ全域と広島市北部で、島根県に

１２の店舗・介護施設、広島市に７つの店舗・介護施設を置いて事

業展開しています。 

ちなみに、『ひょうま』の名前の由来ですが、創業者の苗字が『兵間

（ひょうま）』のいう姓であったことに由来しています。兵士の兵に、間で

兵間（へいま）と書いて『ひょうま』と読みます。珍しい苗字ですが、広

島県三次市には兵間姓の方が多くいらっしゃるようです。 

次に、㈱ひょうまの創業ですが、広島県三次市でお仏壇の修理や新

品仏壇の販売を始めたのがｽﾀｰﾄです。そこから広島市安佐北区可

部方面へ出て、島根県浜田市へ移り、さらに益田市へ移り、そこで

本格的に拠点を構えることになりました。 

お客様の要望に応じて、時流に合わせるように、商品やｻｰﾋﾞｽを付

加していきました。 初はお仏壇の修理がﾒｲﾝでしたが、自社工場で

のｵﾘｼﾞﾅﾙ仏壇の製造販売を行うようになり、現在では、墓石はもと

より、石を使わないお墓：例えば樹木葬であったり合祀墓・納骨施設

もありますし、霊苑そのものの運営、等の供養関連の商品・ｻｰﾋﾞｽを

拡張させながら、また営業ｴﾘｱを拡大させながら、現在に至ります。 

次に、介護福祉ｻｰﾋﾞｽについてですが、ひょうまでは認知症対応型

の共同生活介護施設を『ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑひなたぼっこ』、という名前で運

営しています。また、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの他に、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽと居宅介護支援

を運営しています。 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑは、認知症の高齢者に特化した小規模の介護施設で、

住み慣れた地域で今までの生活に近い環境で暮らし続けることがで

きる地域密着ｻｰﾋﾞｽで、２４時間３６５日、利用者さまのｹｱをします。

『ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ひなたぼっこ』では、利用者さまが安心して生活をして

いただけるように、利用者さま同士や職員との交流だけではなく、地

域の皆様とのかかわりも大切にしています。 

また、島根県ではﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽも行なっています。主に、在宅介護を受

けている高齢者の方を対象としており、施設に通っていただき、日中

の介護ｻｰﾋﾞｽをご提供しています。 

今後ですが、広島市と島根県で、高齢者とそのご家族に、お役に立

つ 高のｻｰﾋﾞｽを提供していきたいと考えており、それを実現するた

めの事業に取り組み、育てていきたいと思っています。 

 

 
【LIGHT UP HIROSHIMA ～広島を花火で元気に～】 

 

２０１９年３月３０日（土）、陸上自衛隊海田市駐屯地内で開催さ

れた「桜まつり」において、昨年 7 月に起こった西日本豪雨災害により

お亡くなりになられた方々へ鎮魂と

復興に向けての祈りと願いを、そし

て人命救助や災害復興に多大な

貢献をして頂いた自衛隊の皆様

への慰労と感謝の気持ちを込めて

花火を打ち上げました。今回の花

火の打ち上げは広島北ＲＣ創立

50 周年記念事業の一環として行

いました。当日は姉妹クラブの京

都伏見ＲＣの招待により宮城県

石巻市の小中学生も参加し、復

興への思いを短冊に書いてもらう

などし、花火を楽しんでもらいまし

た。 

■出席報告 出席委員会 

２０１９年４月４日（木） 会員数 １０１名 

出席  ８４名  欠席  １７名  来客 １名 

３月１４日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介 親睦委員会 

村竹 正樹 様（陵北） 

■次回例会  ２０１９年４月１８日（木） １２：３０～ 

卓話 『創立５０周年について』 創立５０周年実行委員会 

食事 和食 

創立５０周年記念事業 


