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国歌斉唱 

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 

新会員バナー贈呈 

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 『誕生月会員スピーチ』  

 『新会員自己紹介』 

 赤井 友昭 会員/西開地 憲 会員 

 
今年度ご入会の方には吉原ｶﾞﾊﾞﾅｰより記念のﾊﾞﾅｰが贈られます。 

この度、２月入会の吉田会員と４月に入会された赤井会員と西開地会

員にﾊﾞﾅｰを贈呈しました。 

 

 
史上最長の１０連休は皆さんどの様に過ごされましたかね？ 

長い旅行に行かれた方は別にして何処にも行かず１０日間休もうと思うと

大変ですよね。ただ、世界が動いている中で日本だけ１０日間も休んで

大丈夫なのかとも思いましたが。 

去る、４月２４日に行いました創立５０周年記念講演、式典、祝賀会で

は皆さんに大変お世話になりありがとうございました。祝賀会の時にお客

様のテーブルを回らせてもらったところ、ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ始め皆さんから素晴

らしい式典、祝賀会です。とお褒めいただきました。今でも他ｸﾗﾌﾞの方に

会えば北はすごいね！と言われます。これも、約２年間にわたり皆さんに

準備していただいた賜物と思っております。そして、祝賀会でのﾒｲﾝイベン

トでありました杭迫先生に壇上で書を書いていただいた事は、京都伏見

の会長、幹事さんはじめﾒﾝﾊﾞｰから京都伏見でもこれをやってもらいたく

ても、恐れ多くてお願い出来なかったのに何で出来たのか？と言われまし

た。私は今年の２月に塩本幹事、岡部副実行委員長と小林委員長とで

京都まで行き杭迫先生に図々しくお願いに行ったから実現できたと思って

いましたが、後で聞きましたら、岡部会員や小林孝憲会員が２年以上前

に杭迫先生の個展が博多であり、その個展会場まで足を運び、当日の

夜一緒に飲んだ席でお願いしたそうです。その様な周到な準備をして頂

いていた事に感謝いたします。岡部会員ありがとうございました。そして、

皆さん本当にありがとうございました。 

 
５月誕生月の皆様 

左から 

池上会員 

中山会員 

秋山会員 

（ご欠席の方、森会員） 

おめでとうございます 

 

 

 

 

また、今月還暦を迎え

る池上会員にはｸﾗﾌﾞか

ら記念品が贈られまし

た。 

 

 

 

 

 

 
《お知らせ》 

*本日、１８時３０分より｢かなわ｣において定例理事会を開催します。 

今年度理事役員の方はご出席をお願いいたします。 

*５月３０日（木）に新現引継ぎクラブ協議会を「かなわ」で開催します。ご

案内をお送りしていますので、期日までに回答をお願いします。 

《ＢＯＸ配布物》 

*ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 

■本日の例会      ２０１９年５月１６日（木）   第２３９７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 

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 『地域映画づくりで町おこし』 

 映画『吟ずる者たち』 

  現地ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ  古川 康雄 氏 

前回例会報告  ２０１９年５月９日（木） 第２３９６回 

新会員バナー贈呈式 

会長時間         会長  三保 二郎 

会員誕生月お祝い 

幹事報告            幹事  塩本 能尚 
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次年度出席委員会  鈴木会員 

*例会終了後に委員会を開催します。 

 
ゴルフ同好会  秋山会員 

*広島１４RC 合同懇親ｺﾞﾙﾌ

大会と併せて４月例会を行

いました。 

優勝は吉良会員でした。 

 

*また、合同懇親ｺﾞﾙﾌ大会の

成績は団体４位、個人では

Ｂ組の３位に秋山会員、ドラコン賞を吉良会員が獲りました。 

 
☀４月２４日 お客様からのニコニコです。 

台北松山ＲＣの皆様より  祝５０周年大成功！ 

京都伏見ＲＣ会長・会員一同 本日はおめでとうございます。 

京都伏見ＲＣ浅野会長ｴﾚｸﾄ様・平田次年度幹事様 ５０周年おめで

とうございます。 

京都伏見ＲＣ野球同好会一同 広島北ＲＣ５０周年おめでとうございま

す。 

京都伏見ＲＣ 原様 創立５０周年おめでとうございます。本日はお世

話になります。 

京都伏見ＲＣ 木下様 創立５０周年おめでとうございます。 

京都伏見ＲＣ 松原様 令和元年９月２７日、京都へお越し下さい。 

 

☀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 先日は皆様のお陰で盛大に５０周年記念式典を開催することが出

来ました。ありがとうございました。 

赤井会員・西開地会員 本日、新会員卓話をさせて頂きます。貴重な

お時間ありがとうございます。頑張りますので温かい目で見守って下さい。 

上野会員 去る４月２４日に開催された広島北ＲＣ創立５０周年記念

式典及び祝賀会が成功裡に終了されました。三保会長ほか関係者の

皆様に心から敬意と感謝の誠を捧げます。 

岡部会員・小林(孝)会員・吉永会員 創立５０周年式典・祝賀会は皆

様のご協力により無事終えることが出来ました。ありがとうございました。 

岡部会員 先ほど三保会長からありました杭迫先生に福岡でお願いし

た件の補足です。私だけでなく小林孝憲会員が図々しく中洲の飲み屋

で直接お願いしご了承頂いたという経緯です。小林孝憲会員ご苦労様

でした。 

中川良浩会員 ５０周年の記念品にカステラを選んでいただきありがとう

ございました。また式典では中川良男会員が大変お世話になりました。

いろいろ無理をお願いしました炭田先生には心より感謝申し上げます。 

吉良会員 平成最後の４月の多打喜会でｽｺｱ４３・４７の９０、ﾊﾝﾃﾞｨ１

８、ﾈｯﾄ７２で初優勝させていただきました。同時開催の合同懇親ｺﾞﾙﾌ

大会においてもﾄﾞﾗｺﾝ賞をいただきました。ＧＰＳの計測で飛距離２８６yd

でした。これも同伴者に恵まれたお陰です。気を良くし先週練習場に行

きましたが以前の私に戻っていました。また練習頑張ります！ 

池上会員 本日は還暦と誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。

令和元年に還暦を迎えるというご縁を頂き、今年を新たなｽﾀｰﾄに出来

るよう頑張ってまいります。ご指導宜しくお願いします。 

桑原会員 かみさんの誕生日にきれいな花が届きました。とても喜んでお

りました。ありがとうございます。 

吉永会員・浦会員 今年度のｶﾞﾊﾞﾅｰ杯決勝が４/２８（日）ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱ

ﾑで行われ、防府ＲＣが光ＲＣを下し見事優勝しました。試合運営のお

手伝いをして頂いた皆様、ご協力ありがとうございました。来年は山下監

督を胴上げ出来るように頑張りましょう。 

秋山会員 ４月２９日に行われた合同懇親ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟに参加、３位に入

賞しました。同伴者(森さん)に恵まれたおかげです。ありがとうございます。 

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） ５０周年お疲れ様でした。

ﾆｺﾆｺ箱は６月末まで５０周年です。引き続きよろしくお願いします。 

三宅会員・炭田会員・庄子会員 所用により早退させていただきます。 

 

 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 
『新会員自己紹介』 

 

西開地 憲 会員（２０１９年４月４日入会） 

この度、先月４月４日に伝統ある広島

北ＲＣの５０周年という節目に、丸本佳

生様、小林直哉様にご推薦を頂き、ﾛｰ

ﾀﾘｱﾝとしての第１歩を踏み出させていた

だきました。 

改めまして、株式会社ニシカイチの西開

地 憲と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は新会員卓

話という事で、諸先輩方の前でお話しさせていただく機会を頂きまし

て感謝申し上げます。また、はじめてのことで緊張していますが、少し

でも自分をｱﾋﾟｰﾙできたらなと思います。今日は、私の生い立ち、そ

して仕事の事、ﾛｰﾀﾘｰ活動の事と話させていただきます。 

まず、最初に私の生い立ちを話させていただきます。 

私は昭和５３年７月に広島市西区己斐で生まれたと聞いております。

現在４０歳です。どんな世代かと申しますと、有名人でいいますと歌

手の浜崎あゆみさん、又は柔道の井上康生選手・陸上の為末大選

手が同級生といえばわかりやすいでしょうか？ 

その後、現在も住んでおります、佐伯区の五月が丘で少年時代を過

ごし、広島工業高校 土木科→広島工業大学建設工学部を卒後

し、日成建設株式会社という地場のｾﾞﾈｺﾝへ就職致しました。 

そこで国土交通省をはじめとする官公庁の公共事業をメインとして現

場技術者として経験を積んできました。 

その後、法面工事業を営んでいました父の基盤を引き継ぎ１０年ほ

ど前に会社を設立し現在に至ります。 

私は、小さな頃から父の影響もあり、物づくりに大変興味がありました。

将来は地図に残るような形の残る仕事をやりたいと明確な目標があ

ったことから、このような進路をたどり１つの目標は達成できたと思って

おります。 

現在、家族は愛する妻が１人、高校3年生と高校1年生の娘と暮ら

しております。実は、妻とは私が大学時代に学生結婚をしまして、当

時は周囲の助けを借りながら生活し、ｻﾗｰﾘﾏﾝ生活時代も会社を

立ち上げた当時も仕事ばかりして、妻には苦労をかけていたとは思い

ます。しかし、逆に家族のために、なんとかしなくてはいけないという気

持ちをもって今日までやってきました。 そして今があります。その点は

支えてくれた家族に感謝の気持ちでいっぱいです。 

しかし、その分、妻には頭があがらず、今、家族孝行さされているのは

間違いありません（笑） 

委 員 会 報 告 

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》 
山坂会員 立町のとんカツ屋猪八戒をﾘﾆｭｰｱﾙし、１０日より「喜と

ん」としてｵｰﾌﾟﾝすることになりました。よろしくお願い致します。 

重田会員 入会して２年弱ですが、当初より５０周年に関わりを持

たせて頂きました。委員として、また、ﾋﾞｼﾞﾈｽとして講演会、式典、

祝賀会の企画進行をﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽさせて頂きました。５０周年という節

目の仕事をさせて頂き感謝申し上げます。至らない点も多々あった

と思いますが、今後ともよろしくお願い致します。 

迫会員 ５/１９(日)に東区馬木のﾈｽﾄ本社にて第１４回のﾈｽﾄ祭

りを開催します。是非ご来場下さい。 

当日計 96,000 円  累計 1,854,000 円

卓話時間 
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趣味は多くはありませんが、家族との旅行やおいしいものを食べるのが

趣味でしょうか。お酒も程よくですが、最近では、ｽﾓｰｷｰなﾊｲﾎﾞｰﾙ

やﾜｲﾝが大好きです。また、こう見えて、多少恥ずかしがり屋で、人見

知りするところがありますが、少しでも、皆さんとお近づきになれるように

努力していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

現在、私は株式会社ニシカイチという建設会社をやらせていただいて

おります。先ほどもお話ししましたが、私自身ｼﾋﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ(土木技術

者)として現在も現場に出ることもあります。主に施工管理として、品

質・出来形・測量等の業務を行っています。 

事業内容は、建設業全般ですが、特に法面工事という防災工事や

災害復旧工事や治山工事などを柱として営業しております。 

法面工事と一重にいいましても、新しく道路を作るときに山を保護す

るもの、急傾斜地を崩れる前に安全にすること、そして、豪雨などによ

り崩壊してしまった箇所を治すこと。となります。昨今では、最後の豪

雨被害により崩壊した箇所を復旧することが多いです。 

実は、広島県は、土砂災害危険個所が他県に比べて圧倒的に多く、

平成２６年８月の安佐南区の豪雨災害をはじめ、記憶に新しい平

成３０年７月の豪雨による西日本での広域な土砂災害をみるように、

近年、気候の変動からも短時間での局所的な集中豪雨による災害

が増えております。 

昨年の７月の災害直後には、安佐北区地区へ延べ５００人余りを

投入し、災害復旧にあたりました。元々、広島県の土砂災害危険

個所は３万数千箇所と言われていましたが、これらの災害により、把

握できていないところも多々ありますが、大小あわせて５万か所とも言

われております。完全に元通りになるには、数年はかかる見通しです。

弊社では、このような危険個所を、山を切り、法面をﾓﾙﾀﾙ吹付等で

保護し、ｱﾝｶｰ工事を行うところまで一貫して、自社で施工できること

が強みであり、広島県内を問わず、県外へも足を延ばし施工を行っ

ております。 

ただ、大変な危険な箇所ばかりで、近隣の家が近接した箇所も多く、

常に危険作業が伴いますが、安全の確保を第一に施工を行っており

ます。平成２６年の災害時には、安佐南区山本地区においては、残

念ながら小さなお子様が犠牲になられた現場にも携わりました。これ

らの悲惨な現場を近くで目の当たりにするのは大変つらい時もありま

す。しかし、工事が終わり安全になった現場を見て、地域の人が喜ん

でくれるのはいつもうれしく思いますし、やりがいのある仕事だと思って

おります。 

しかし、これからの課題として、この業界は大変人手不足であり、特

に１０代、２０代の若者の定着が極端に少なく現在は外国人実習

生に頼らなければ成り立たないような状況になっています。 

弊社でも、ﾍﾞﾄﾅﾑ人の実習生がたくさんいますが、とても勤勉実直で

素晴らしい子達ばかりです。そして、同年代、同時期に入職した日

本人の若者と比べても、はるかに実習生のほうが技術を習得するの

が早いのが現状です。弊社は、建設業の中では、たくさんある中の一

部ですが、専門職として特化し、まだ夢半ばではありますが地域貢

献・社会貢献をしながら会社を成長させていければと思っております。 

広島北ＲＣに入会させて頂いてから、１か月が経ちました。そもそも、ﾛ

ｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが世界的なｸﾗﾌﾞであったことも知らず、どんな活動をしてい

るかもほとんどわからず入会しましたが、縁あって５０周年という節目に

入会し、いきなり記念式典や祝賀会を体験させていただき、本当に

すばらしい式典と祝賀会で、広島北ＲＣの凄さを実感しました。 

また、それまでの準備や会議では、普段とは違う先輩方の真剣に取

り組む姿を見て、背筋が伸びる思いでした。また、懇親会等では、普

段聞けないようなﾋﾞｼﾞﾈｽの話や、お酒の席の遊び方からﾏﾅｰまで親

身になって教えていただき自分はまだまだだなと痛感し、大変勉強さ

せていただいています。入会前は、毎週定例会に出られるわけないと

思っていましたが、今では自然と体が優先順位を決め木曜日の例会

に出られるよう、無駄をなくすスケジュール管理ができるようになっただ

けでも自分にとっての大きな成長だと思っております。まだ、１か月の

未熟な若輩者で不安もいっぱいですが、これからは、ﾛｰﾀﾘｱﾝの行動 

規範を元に、個人として企業として、ﾛｰﾀﾘｱﾝとして活動貢献できる

ように又、自分自身が成長していけるように努力して参りたいと思いま

す。最後になりますが、こんな私を根気よく、このｸﾗﾌﾞに誘っていただ

き、たくさんのすばらしい仲間に出会わせていただいた、丸本様に感

謝するとともに、たくさんの頼れる諸先輩方と、ご一緒に、これから、こ

の広島北ＲＣで活動できることを楽しみにしております。皆さま、今後

ともご指導のほどよろしくお願いいたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

赤井 友昭 会員（２０１９年４月４日入会） 

皆様こんにちは。 

この度、丸本様、岡部様のご推薦を賜り、

４月４日に入会を許されました赤井友昭

と申します。伝統ある北ＲＣへの入会が

叶いました事を非常に光栄に思っており

ます。また、私が入会させて頂いたﾀｲﾐﾝ

ｸﾞは、ｸﾗﾌﾞ５０周年という節目の年に加え、ｸﾗﾌﾞ１００人目の入会者、

そして平成最後の入会者ととても喜ばしいﾀｲﾐﾝｸﾞでございました。こ

の喜びはこれからｸﾗﾌﾞの各活動に尽力し少しでもお役に立つこと、そ

してｸﾗﾌﾞを通して社会のお役に立つことで恩返ししていく所存でござ

います。 

さて、私について少しお話をさせて頂きます。私は１９８４年９月生ま

れ。父が税務署に勤めていた関係から安芸郡海田町で生まれ、小

学校低学年までの幼少期を海田町で過ごしました。その後は祖母の

家があった西区楠木町へ居を移し小中高大と楠木町で青春時代を

過ごしました。税理士事務所を営む父と美容室を営む母の元、男４

人兄弟の4男として生を受け、現在は妻と２人の息子（4歳と1歳）、

7 月に誕生予定の長女の４人（お腹に１人）家族でバタバタと賑やか

に暮らしています。 

仕事は、ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗﾎﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽという会社でＣＥＯを務めており

ます。当社は現在６社でグループを形成し、主に美容関連事業、保

育関連事業、アウトソーシング事業などの事業を運営しております。

拠点は広島を中心に岡山県、兵庫県、神奈川県などに計１８拠点

を構え、総従業員数約２５０名で事業を運営しております。今後は２

年程度をかけて関西、関東の支店増と共に九州地方への進出を予

定しております。 

中長期計画としては３年以内に海外への進出、７年程度でＩＰＯを

目指し全社一丸となって頑張っております。当ｸﾗﾌﾞに入会させて頂い

たからには、錚々たる諸先輩方に教えを賜り、人として、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏンと

して、経営者として成長し目標や夢の実現へと繋げて行きたいと考え

ております。 

また、自己の成長と共に社会奉仕への参加を強め、利他思考を深

めることで社会のお役に立てるような人間に成長したいと思います。

何分若輩者ではございますが皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお

願いを申し上げます。 

それでは今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１９年５月９日（木） 会員数 １０１名 

出席  ８５名  欠席  １６名  来客 １名 

４月１８日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介 親睦委員会 

中野 淳司 様（広島安芸） 

■次回例会 ２０１９年５月２３日（木）１２：３０～ 

卓話 『冤罪は人災です。 

 （・・・明日は、あなたの身にも・・・）』  

      中国放送元アナウンサー 煙石 博 様 

食事 洋食 


