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２０１９年８月２９日号

前回例会報告
第２４０８回例会

２０１９年８月２２日（木） １２：３０～

ロータリーソング 「われら広島北ロータリー」

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

『新会員自己紹介』  高井 建治 会員

『ニコニコ箱について』 ニコニコ委員会

今日は盆休みを挟んで２週間ぶりの例会ですが､皆さん盆休みは如何お過ごしになられ

ましたでしょうか。甲子園での活躍を期待していた広商が惜しくも１回戦で敗れ､ｶｰﾌﾟの調

子も今一つで､野球好きの私だけでなく皆さんにとりましても少し拍子抜けの盆休みだった

のでは・・・・・・と拝察致します｡

さて､盆前の前回８日の例会はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会で､晝田ｶﾞﾊﾞﾅｰにお越し頂き､例

会後にﾌｫｰﾗﾑを開催しました。理事・役員・各委員会の委員長の皆様始め､入会３年未

満の新会員の方々にも多数ご出席頂き、お陰様で､和やかな雰囲気の中で有意義な議

論が出来ました｡今回のﾌｫｰﾗﾑで私が嬉しく思ったことを一つご紹介します｡

例会前、晝田ｶﾞﾊﾞﾅｰを囲んでの会長・幹事懇談会の時の話です。晝田ｶﾞﾊﾞﾅｰに「当ｸﾗ

ﾌﾞには女性会員は一人もおられませんが､厳しい先輩会員が愛情を持って後輩会員に接

して下さるので､いい意味で心地よい縦社会体質のｸﾗﾌﾞになっていると思います｡｣とお伝

えしました所、｢学校で言うと男子校で体育会系のｸﾗﾌﾞですか・・・・・・・。良い縦社会を

作る決め手は先輩の人柄だと思いますが､北ｸﾗﾌﾞさんは上手くやっておられるんですね。

私どもの福山には男子校の学校はありませんし､ﾛｰﾀﾘｰに体育会的な体質が合うというの

は新発見です｡今後も公式訪問で色々なｸﾗﾌﾞに行きますが、しっかりした活発なｸﾗﾌﾞの

好例として参考にさせて頂きます。」とのお褒めの言葉を頂きました。

晝田ｶﾞﾊﾞﾅｰのお人柄にもよるのでしょうが､先ほど申しましたようにﾌｫｰﾗﾑ自体も非常に

和やかな雰囲気で始まり､「会員基盤強化について」並びに「ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付について」

の二つのﾃｰﾏに対する当ｸﾗﾌﾞの取り組みを報告の後､当ｸﾗﾌﾞのｸﾗﾌﾞ戦略計画の課題の

中から､「ﾒｰｸｱｯﾌﾟ期間定款変更の対応について」､「青少年奉仕事業について」､「奨学

育英資金事業について」､「出席の必要性とそのあり方について」､の４つを議題として取り

上げ議論しましたが､当ｸﾗﾌﾞの何れの取り組みに対しても高い評価を頂き、晝田ｶﾞﾊﾞﾅｰ

には間違いなく､当ｸﾗﾌﾞに好印象を持って気持ちよくお帰り頂けたものと確信しています。

ﾌｫｰﾗﾑにご出席頂いた皆様、ありがとうございました。

これから先も､来週のｵｰﾌﾟﾝ例会に始まり､来月のﾛｰﾀﾘｰ財団説明会、お月見夜間例会､

京都伏見ＲＣとの姉妹ｸﾗﾌﾞ調印式、ｻﾆｰﾋﾟｱﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟなど今年度各委員会で計画頂

いている親睦事業・奉仕事業を次々と実施頂きますが､引き続き皆様のご参加とご協力

をお願い申し上げまして会長時間とさせて頂きます。

《ＢＯＸ配布物》

*９月例会予定表

親睦委員会 小林(直)委員長

*９月２６日（木）の例会を夜間に変更し、「半べえ」においてお月見親睦会を開催します。

ご案内をお送りいたしますので、多数のご参加をお願いいたします。

姉妹クラブ友好委員会 吉永委員長

*９月２７日（金）の京都で開催される「調印式」の回答期限を過ぎましたので、未回答の

方は早急に回答をお願いします。

公共ｲﾒｰｼﾞ委員会 松田委員長

*１１月３日のひろしま国際平和マラソンへの登録ですが、登録を希望される方は早めに

お申し込みをお願いいたします。

財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会  秋山委員長

*例会終了後、委員会を開催します。

【本日の例会 第２４０９回例会】

２０１９年８月２９日（木） １２：３０～

『オープン例会』

【例会プログラム】

ロータリーソング 「それでこそロータリー」

来客紹介

会長時間

幹事報告

委員会報告

同好会報告

ニコニコ箱の時間

卓話時間

『今のカープ・これからのカープ』

野球解説者  達川 光男 氏

【出席報告】  出席委員会

２０１９年８月２２日（木） 会員総数１０１名

出席 ８３名  欠席 １８名  来客  ０名

【９月例会プログラム】

９月５日（木） 通常例会

卓話 誕生月会員ｽﾋﾟー ﾁ

    新会員卓話 ﾁｮｰﾄﾞﾘｰ ｻﾏｰﾙ会員

９月１２日（木） 通常例会

卓話 『ﾛｰﾀﾘｰの友』はﾛｰﾀﾘｱﾝの雑誌

    一般社団法人ﾛｰﾀﾘｰの友事務所

編集 熊谷健太郎 氏

９月１９日（木） 休会

９月２６日（木） 例会変更 お月見親睦会

          会場：半べえ

会長時間       会長   粟屋 充博

幹事報告       幹事  島本 章生

委員会報告
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ゴルフ同好会 丸子会員

*１１月遠征のご案内および８月例会の組み合わせを配布してい

ます。

『新会員自己紹介』

高井 建治 会員（２０１９年８月８日入会）

先日、入会させて頂きました高

井建治と申します。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

内容については自己紹介といっ

た感じと伺いましたので、生い立

ちからお話させていただければと

思います。出身は安芸区の矢野というところです。今では安芸矢

野ﾆｭｰﾀｳﾝと言えばわかりやすいでしょうか。近所というわけではあ

りませんが、推薦者の本田さんのお近くの住宅街です。広島生ま

れの広島育ちです。

そして、こちらのｸﾗﾌﾞにも、多く諸先輩方がいらっしゃいますが、広

島城北中学校、高校を卒業しました。何かに打ち込んだというわ

けではないですが、男子校ライフを大変楽しく過ごしておりました。

帰り友人と買い食いしたり、ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰに行ったり・・・そんな普通

の生活だったと思います。

大学は、大阪方面へいきました。大阪工業大学、専門は電子

工学ということになります。学生時代に、初めての一人暮らしをし

ました。大阪の下町で、大きな商店街のあるところでした。開放感

からか、ﾊﾞｲﾄがﾒｲﾝのような生活を送っていました。

就職は、当時大阪にいたので、大阪で探しました。ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄで

すが、卒研のﾃｰﾏを書く欄があり、どうせ書いても分からないだろう

と思っていた卒業研究のﾃｰﾏがぴったりはまる勤務場所があり、

東京の日立系列の半導体工場に勤務することになりました。

東京といっても青梅市という、「ここ本当に東京なんじゃろうか？」

というところでした。専門が電子工学、卒業研究もﾊｰﾄﾞｳｪｱ関係

のものでしたが、その延長のような形で、半導体ｴﾝｼﾞﾆｱの端くれ

として働きました。昔では当たり前の様子でしたが、朝早くから終

バスまで。今考えればちょっとﾊｰﾄﾞすぎたと思います。この年になっ

てはそんな勤務は体力が無いので、もうできません。現在は工場

も無くなっており、寂しい限りです。

その後、勤務がﾊｰﾄﾞすぎなのに嫌気がさして、友人に誘われて、

ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業に転職しました。

土木のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｿﾌﾄの会社でした。僕の仕事は、社内のＰＣ、

ｻｰﾊﾞｰ、ﾈｯﾄﾜｰｸ管理及び、総務関係の仕事でした。規模の小

さい会社、社内はほぼ同世代で楽しい職場でした。仕事はﾊｰﾄﾞ

な時もありましたが、時折色々な現場に出向くこともあり、今まで

に体験したことの無かった、面白い仕事場でしたが、そんなに長く

は続きませんでした。父の体調が悪いとの連絡があり、広島に帰っ

てくることになりました。時々、お腹が痛くなりうずくまるほどになると

きがあるという話でした。現在では、すっかり完治して元気にしてお

りますが、ﾓﾔﾓﾔと不安が残り、直ぐに何かあるわけではないでしょ

うが、母や、父の経営している会社が気になり始めました。

そして帰ってきたのが３０歳の時。

共和電子株式会社、そのまま父の会社に入社しました。

ｴﾝｼﾞﾆｱから、営業の仕事に変わりました。仕事の性質が全然違

うので、大いに戸惑いました。今でもしっかり出来ているかというと

少し自信が有りません。２代目とみられているのは分かっていたこと、

泣き言も言えるはずもなく、下積み期間として、頑張りました。

色々な会合に顔を出させて頂きましたが、広島青年会議所、こ

ちらにも多くの先輩がいらっしゃいますが、入会しました。活動がか

なり活発であり、かなり時間がとられるということはご存知かと思い

ます。その間に父から「お前は会社に仕事しに来とるか、JCしに来

とるかワカラン！」と、怒られたりもしましたが、色々な方々と出会

い友達になり、多くのことを学ばせて頂きました。

また、その途中ですがﾘｰﾏﾝｼｮｯｸの時に、社長になりました。大幅

に業績が悪化する中、どちらにせよこれ以上下がることはないだろ

うという父なりの配慮で、このﾀｲﾐﾝｸﾞが一番良いと、考えたからで

す。

ＪＣを卒業したあと、「知り合いと月１回ぐらい食事に行ければいい

な」と軽い気持ちで広島商工会議所青年部に入会しました。で

すが、こちらの方で何故か役員まですることとなり、結構忙しい時

間を過ごしました。ここでも輪をかけて、色々な方々と出会い友達

になり、多くの学びを得ました。

共和電子株式会社ですが、現在のﾒｲﾝの業務は電子部品の卸

売りとなります。電子部品いうと、なかなか説明が難しく、ﾊﾟｿｺﾝや

ｽﾏﾎを分解すると出てくる緑色の板やその上に載っているも

の、、、、これでもなかなか難しいと思うので、「秋葉原のﾗｼﾞｵﾃﾞﾊﾟ

ｰﾄに並んでいるような商品を売っています。」と説明しています。

今ちょうど流行りの言葉で言うと、「米中貿易戦争でおきているﾌｧ

ｰｳｪｲに半導体を売らない」とか「日本から韓国へ半導体３物質

の輸出規制の強化が行われている」とかいったﾆｭｰｽに多くの影響

を受ける業界です。今、ｳﾁの業界は大変です。なかなか分かって

頂けないこともあり、谷本さんのご指導で、皆さんにもなじみのある

商品も取り扱っております。防犯ｶﾒﾗの販売及び設置や、ﾊﾟｿｺﾝ

の販売及び設置作業も行っていますので、もしなにかあればお声

がけください。伝統と歴史ある広島北ＲＣに入会させて頂きました

ので、みなさまと交流を深めながら活動して参りたいと思います。

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】
粟屋会員・杉町会員・島本会員・藤原会員・樽本会員

８/８に開催しました公式訪問ﾌｫｰﾗﾑにおいて多数のご参加を

頂き、活発な議論と意見交換ができました。

下川会員 本日、ﾆｺﾆｺ委員会として卓話をさせて頂きます。

宜しくお願い致します。

吉永会員 月曜日に右手親指腱鞘炎の手術をしました。手

術中私の様子を見ていた看護師さんがあまりにもﾀｲﾌﾟだったの

でﾄﾞｷﾄﾞｷしていたら、「先生、血圧があがっていま」と言われﾄﾞｷ

ｯとしました。というのは冗談ですが、手術は本当です。

鈴木会員☆ なんとなく。

【職業ニコニコ】
古谷会員◇◇ ８月２１日の中国新聞に取り上げていただき

ましたが、おかげさまで広島トヨペットは７月３１日に新車累計

販売台数４０万台を達成いたしました。１９３８年の創業以

来、弊社を支えてくださったお客様、諸先輩方に心より感謝申

しあげます。次の５０万台に向け、日々精進してまいりますので

引き続きご指導ご鞭撻よろしくお願い申しあげます。

当日計 １１,０００円  累計 ３３３,０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

卓話時間

同好会報告
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どうぞ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。

『ニコニコの楽しみ方』

ニコニコ委員会

委員長 下川 信宏 会員

ニコニコ委員会の下川です。本

日は貴重な例会の時間に卓話

の機会を与えていただき誠にあり

がとうございます。今日はニコニコ

箱の歴史や意義についてお話を

させていただきたいと思います。

１．ニコニコの歴史

私たちが毎週例会で行っているニコニコ箱とはいったいいつから始

まったのでしょうか。

原点にさかのぼると、ポール・ハリスがロータリークラブを作った１９０

５年、シカゴＲＣ第３回例会において、欠席者に５０セントの罰金

を科したのがルーツではないかと言われています。１９２４年には同

じくシカゴＲＣの例会場の四隅にボックスを置き、記念すべきことが

あったときにお金を入れてもらうようになったそうです。

日本国内で初めてニコニコ箱を設置したクラブについては大阪ＲＣ

説と東京ＲＣ説があるようです。大阪ＲＣ説は、例会に遅刻したり、

バッジを忘れた際の「罰金箱」から始まり、名称が「良心箱」に変

わり、１９３６年（昭和 11 年）7 月に現在の「ニコニコ箱」になったと

いう説です。

東京ＲＣ説は同じく１９３６年（昭和１１年）９月に東京ＲＣがﾛｰﾀ

ﾘｰの家（孤児院）の子供たちを多摩川遊園地に連れて行く際の

費用を、段ボール箱を持って集めたのが始まりという説です。

それ以降日本各地のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに広がり、日本独自の活動とし

て続いてきました。ｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽと呼んでいるｸﾗﾌﾞもあるようです。

１９６９年創立のわが広島北ＲＣでも創立当初よりニコニコ箱があ

りました。１９７０年7月からは会報にニコニコ箱の内容が紹介され

るようになりました。内容は、誕生月、結婚記念日、夫人誕生日、

ゴルフ優勝、囲碁優勝、工場拡張など、現在とほぼ同様の内容

でした。

ただ大きく違う点は、当時はＳＡＡがニコニコを兼務していたところ

です。ＳＡＡからニコニコ委員会が初めて独立して設置されたのは

２００６-２００７年度と意外と最近のことのようです。５０年の長き

にわたり先輩方から脈々と続いてきたニコニコ箱の活動を、新たな

時代に向けて繋いで行くのも現会員の役目ではないかと感じてお

ります。

２．それでは次にニコニコ箱の意義についてお話いたします。

ロータリー情報ハンドブックには次のように書いてあります。

「ニコニコ箱：例会場で会員が自由意思で善意の寄付金を入れ

る箱。ロータリー特有のもので、会員、家族、事業などの慶び事、

お祝い事をニコニコしながら披露し、慶びを分かち合い、また失敗

したり、迷惑をかけた時もユーモアたっぷりに苦笑し、例会を賑わ

せて親睦を増進し、集まったお金は奉仕活動資金に使用され

る。」

今読み上げた中に、ニコニコの意義（目的）が二つあります。

ひとつの意義（目的）は「例会を賑わせて親睦を増進する」です。

原則まじめな例会時間ですが、このニコニコ箱の時間だけは互い

に笑顔になり、笑い声が出て、拍手が起きる、例会の場を和ませ

る時間でもあります。」

ニコニコ箱のもうひとつの意義（目的）は、「集まったお金を奉仕活

動資金とする」です。

ご存知の通りニコニコの個人出宝は、理事会の決議を経て奉仕

活動の資金として支出されています。その内容については、会長

時間や幹事報告でお話しいただいているかと思います。

小さな祈り影絵展、平和マラソン、青少年育成県民会議、小児

がんの子供を対象としたサニーピアデイキャンプ、広島大学病院

小児科病棟への車いすの寄付、ネパール女子トイレ設置事業、

カンボジアひろしまハウストイレ改修事業、青少年交換事業、平

和大通り記念植樹などに支出されております。

３．スマホ出宝のデモンストレーション

さて、ニコニコの歴史と意義がわかったところで早速出宝してみまし

ょう。新しくなったｽﾏｰﾄﾌｫﾝ用ＷＥＢｻｲﾄからﾒｰﾙ出宝をﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚ

ｰｼｮﾝします。よろしければ皆さんも一緒に試してみてください。

このように例会の雰囲気を和やかにし、さらに社会奉仕に役立つ、

すばらしい活動がニコニコ箱なのです。

ありがとうございました。

みなさんもぜひ気軽にメール出宝してください。お待ちしておりま

す。


