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前回例会報告
第２４４２回例会

２０２０年１０月１日（木） １２：３０～
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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
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『誕生月会員スピーチ』

『新会員自己紹介』

松野 廣志 会員 / 川本 友和 会員

点鐘

例会ではマスク着用を義務としています。

アルコール消毒もお忘れなく！

森嶋様が９月末で退会されることとなりました。

１９８６年９月１１日入会

在籍 ３４年間

１９９８－９９年度 幹事

２００４－０５年度 会長

今後、益々のご活躍を祈念しておりま

す。

堤 大地 会員 上田修史 会員 河本浩一 会員

小林孝憲 会員 小林直哉 会員

岡崎陽一 会員  久永 洪 会員   おめでとうございます！

【コロナ禍だからこそやれること】

今月は、経済と地域社会の発展月間になっています。コロナによって広島の経済も大打

撃を受けました。これは事実です。

ただそれを嘆いても発展はしませんので、どうすればＶ字回復することができるのか、新し

い事業展開は出来ないのかについて考えることが重要であることは会員の皆さまもよく分

かっておられると思います。

私も当クラブの会長として、今、ロータリー活動をどう展開していけば良いのかについて

日々考えています。今月２２日には毎年恒例の京都伏見ＲＣさんとの姉妹クラブ調印式

が行われます。

ただ、毎年のように多くの京都伏見のメンバーをお迎えすることは出来ません。毎年、京都

伏見のメンバーとの再会を楽しみにしている我々にとっては寂しい限りです。

そこで、私は、コロナ禍だからこそやれること、つまり、ＷＥＢで京都伏見さんと合同例会が

出来ないか？と考えました。これまで合同例会は一度もやったことがありません。

早速、京都伏見の渡邊会長と電話で相談して、双方の理事会の承認も得られました。と

ころが、肝心の例会日の調整がつきませんでした。京都伏見さんの例会日は金曜日です

から、どちらかが例会変更をしないと合同例会は開催することが出来ません。その代わり、

この２２日には、京都伏見ＲＣの会長・幹事・交流委員長と会長エレクト・幹事エレクトの

５名の方々が来広していただけるそうです。合同例会は、このままコロナ禍が続くようなら

来年にでも実施したいと思っています。その際には「不易流行」の「流行」の部分をお楽し

み下さい。「コロナ禍だからこそやれること」が経済と地域社会の発展の一つのヒントになれ

ば嬉しい限りです。

《理事会報告》

*次年度グループ６ガバナー補佐に山坂哲郎会員、補佐幹事として坪内昭吉会員が選

ばれました。

*京都伏見RCとの今年度調印式については、当初予定していましたとおり１０月２２日の

【本日の例会 第２４４３回例会】

２０２０年１０月１５日（木） １２：３０～

【例会プログラム】
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連続出席表彰
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委員会報告

同好会報告
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『米山奨学生になる前と後』

米山奨学生 邵 有芸 君

点鐘

【出席報告】  クラブ総務委員会

２０２０年１０月１日（木） 会員総数 １０１名

出席 ８２名 欠席 １９名

退会挨拶

会長時間       会長  久保 豊年

誕生月会員お祝い

幹事報告       幹事  下前 嘉彦
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例会内で行う。

*１１月１２日の例会食事を１００万$の食事とすること。

《お知らせ》

*次週１０月８日は休会です。次回例会は１０月１５日(木)です。

《BOX 配布物》

*ガバナー月信

*米山豆辞典

*広島14RC合同懇親ゴルフ大会実行委員会表

２０２１-２２年度 グループ６

ガバナー補佐を務めます山

坂です。前回、当クラブから

ガバナー補佐として髙原元

会員で２０１４-１５年度のこ

とで、その時はホストクラブとし

てインターシティミーティング

（IM）を行い、IM実行委員長として携わりましたが、今回はIM

は当クラブが担当ではございません。ですが、何かと協力をお

願いすることもございますので、何卒よろしくお願いいたします。

次年度、山坂ガバナー補佐

付幹事を仰せつかりました坪

内です。山坂ガバナー補佐

の活動が円滑に行えるよう、

微力ではございますが精進し

ていきたいと思います。皆様

のご指導、ご協力をよろしくお

願いいたします。

米山奨学委員会 池久保委員長

*次回１５日（木）の例会では食事を１００万$の食事とし、差額を

米山記念奨学会への寄付とします。また、本日、お配りしてい

ます「米山豆辞典」は例会後の勉強会で使用します。

財団プログラム委員会 林谷委員長

*本日例会後に、財団・米山の勉強会を開催します。

出席予定の方は３Ｆ飛鳥の間にお集まりください。

職業奉仕社会奉仕委員会 中川良浩委員長

*前年に引き続き「矢野の家こども食堂」に対する支援事業を行

います。今年度は大型ＩＨ炊飯器２台の寄贈とそれを使用する

ための電気工事を行います。また、明日２日（金）に現地で贈

呈式を実施します。

合同ゴルフ大会実行委員会 島本実行委員長

*本日、実行委員会の組織表をお配りしています。ゴルフ大会は

来年４月２９日です。ご協力よろしくお願いします。

開催日：２０２１年４月２９日（木・祝）

会 場：広島ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 西条ｺｰｽ

登山同好会 山内会員

*１１月３日(火･祝) 登山＆ＢＢＱ大会のご案内

『誕生月会員スピーチ』

堤 大地会員 岡崎陽一会員   上田修史会員

  久永  洪会員   河本浩一会員

☺ニコニコ箱☺    ニコニコ委員会

【会員出宝】
迫会員より★ 先日の母の葬儀に際しまして、久保会長はじ

めクラブの皆様には過分なお心遣いを頂きましてありがとうござ

いました。また、クラブ総務委員会の皆様には受付のお手伝い

から多大なご負担をおかけしました。お陰様で無事に全ての法

要を終えることができました。本当にありがとうございました。

久保豊年会員・塩本会員・下前会員･濵本会員・渡部会員

明日、矢野の家へ炊飯ジャー、電気工事の寄贈式に行って来

ます。コロナ禍の中、丸本理事、中川委員長、職業奉仕社会

奉仕委員会の皆様ありがとうございました。

川本会員◆ *洋北山歩隊への初参加ありがとうございまし

た。 *親睦委員会の皆様ととても楽しく交流でき楽しかったで

す。 *新会員挨拶をご清聴いただきありがとうございました。

松野会員◆ *先日、洋北山歩隊へ初参加させて頂きありが

とうございました。凄く楽しかったです。 *初の親睦委員会にて

新会員歓迎会をして頂きありがとうございました。こちらでも凄く

楽しませて頂きました。 *本日、自己紹介させて頂く場を提供

頂き、ありがとうございます。

久永会員◇ １０月は夫婦でロータリーより誕生祝を頂き、感

謝です。夫婦ともども、お陰様で元気にやっています。今後とも

よろしくお願い致します。

松本会員 本日、独立開業３周年となりました。これも支えて

くださる皆様のお陰です。４年目もがんばります。

久保豊年会員 先日岩国市民球場で開催されました保田杯

におきまして先発投手に起用頂き、何とかﾎｰﾑﾍﾞｰｽまでﾎﾞｰﾙ

が届きました。

平井会員 先日は洋北山歩隊に初参加させて頂きました。と

ても楽しい時間をありがとうございました。

上田会員 本日は誕生日のお祝いありがとうございました。これ

からも若々しくありたいと思います。よろしくお願いします。

堤会員 誕生日をお祝い頂き、ありがとうございます。

池上会員 本日、社用にて例会を早退いたします。

当日計 ２７，０００円  累計 ３５１，０００円

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

委員会報告

同好会報告

卓話時間

就任挨拶
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『新会員自己紹介』

松野 廣志 会員

私は大阪で生まれ育ちました。厳

密に言えば、生まれたのは、母の実

家がある山口県光市ですが…。

大工の棟梁だった父方の祖父・大

阪難波に事務所を構え宝石商を

営んでいた父・専業主婦の母、弟と

私の５人で中学３年の春まで、一

緒に住んでいました。小学校６年生までは毎年２回海外旅行に

連れていってもらうような家庭でしたが、中学３年生の修学旅行２

週間前の６月に様々なことが起き、これ以上ないくらいどん底に

落ちました。

その当時の私は、サッカーの強い私立の高校受験を諦めないとい

けない、行けてもバイトしないと学費が払えない、私立だとどうあが

いてもサッカーはできない、私の中は絶望感でいっぱいでした。それ

でもサッカーを諦めきれない私は、学区内で一番強い公立の進

学校に行き、朝は新聞配達、サッカー終わったら、まかないつきの

ちゃんこ鍋屋で９時半まで働き、その後１０時から打ちっぱなしのゴ

ルフ場の球拾いと、Ｊリーガーになりたい一心で高校生活を必死に

過ごしました。結果は無理でしたが。その後もいろんな事がありま

したが、今回皆様の前で自己紹介させて頂く上で、自分の中で

一番皆様に言いたくない事に焦点をあて、お話させて頂きました。

あの苦しかった体験のお陰で、どんな困難な事にもめげない心を

持てた土台の時期だったように感じます。

そこで私の人生にとって４つの宝物を得る事ができました。

一つはハングリー精神です。諦めてたまるか！！負けてたまる

か！！の精神です。

二つ目は、無いものを望むより、今あるものでどうしたらできるのか

を考える事が、自然と身に付きました。

三つ目は、自分が正しいと思わず、見返ろうとすることです。正直

一生のテーマのような気がしてます。

四つ目は、何より私自身生きていく上で、最も大事な事は笑う事

だと思ってます。笑いがなければ、今頃この世には存在してなかっ

たように思います。

これはあの辛く苦しい中でも、常に笑いがあった私の母と弟、そし

て仲間に教えてもらい、救ってもらいました。今でもあの当時を思

い出すと、笑ってる時だけ嫌な事を忘れる事ができてたんだと思い

ます。

最期に、私のモットーは、大阪弁で言わせて頂くと、『おもろない所

に人は集まらない！！』 おもろいとこには、みんなの笑顔があつま

り、みんなも自分も幸せになれる！！です。お陰様でいつでもどこ

でも楽しく過ごす事ができるようになりました。

現在、山口に住んでた母方の祖母を呼びたくて立ち上げた自分

の介護施設で、目の前のご利用者様を通して孝行させて頂ける

事に、本当に有難く感じております。

皆様が笑顔になって頂けるように、皆様に少しでも喜んで頂ける

ように、スタッフと共に私自身が常に喜びを持って日々取り組ませ

て頂いております。

そしてこの度、粟屋さん、宮本さんのご紹介のお陰で、歴史と伝

統ある広島北ＲＣに入会させて頂き、まだ３カ月ですが、皆様の

大きなお心のお陰で、毎度楽しく参加させて頂いております。本

当に有難うございます。

久保会長はじめ、会員の皆様がよく仰っている「楽しくなければロ

ータリーではない！！」というフレーズが私は何より一番大好きで

す。お恥ずかしながらまだまだ常識も持ち合わせておりません若輩

ものではございますが、いつの日かロータリアンとしてふさわしいと思

って頂けるように、努めて参りますので、皆さまどうぞ、これからもご

教示・ご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

本日は貴重なお時間頂き誠に有難うございました。

川本 友和 会員

生まれは双三郡君田村（現在は

三次市君田町）という所で生れまし

た。両親と、祖父母、兄の６人家

族でした。君田保育所、君田小学

校、君田中学校と行きましたが、中

学後半辺りから私のやんちゃな人

生が始まり、は三次工業高等学校

へと入学しましたが、先輩とも揉めたことで退学を決意しました。

そこからお金を稼ぎたかったので、即、庄原市で型枠大工見習と

して住み込みで働き始め、１年間、日曜日以外は一度も休むこ

となく働きましたが、その型枠大工の会社の社長の息子が原因の

トラブルで退社することになり、一度は君田に戻りましたが、やっぱ

り男はしっかり仕事せんといけんと思い、当時先輩２人と広島に出

ることとなり、探してたどり着いた仕事が今のこの防水工事業でし

た。仕事内容のバリエーションが豊富で飽きがこなかったのでずっと

続けることが出来ました。また、この時当時の彼女との間に子供が

出来たことをきっかけに１８歳で結婚して４人の子供に恵まれまし

た。当時、本当にお金が無かったので２０代はほぼ子育てで青春

なんて出来ませんでしたし、死に物狂いで働きました。

また、同時に１８歳の時先輩からもらった一言『男は独立してなん

ぼじゃけの』とその言葉が耳から離れず絶対独立するぞと決め、１

０年間仕事の修行の後、個人事業として【ユウワ】を創業いたしま

した。そして５年間、個人事業として頑張っていましたが、悲しみ

は突然訪れまして１２年の結婚生活がピリオドとなり、４兄弟のう

ちの長男次男（当時小６と小４）を私が引き取り、母の助けも借り

つつ、朝ご飯晩御飯を作って食べさせ、４年間ぐらい頑張りました。

自己嫌悪にも陥りましたが、元来の負けず嫌いということで、完全

に闘志に火がつきまして売り上げも個人事業で二千万くらいまで

上がりだしたので、まず建設業許可を取得しようと商工会議所へ

飛び込みで行くと「いい決算書しとるから法人成りをしてみないか」

と言われ、その時個人事業５年を経て平成２２年８月、なんとか

法人成りし、株式会社ユウワを設立する事ができました。

この悲しい出来事を機に、私のうなぎ登りの人生が始まったのです。

とはいっても法人１年目から大赤字を出しまして、個人事業で貯

めた貯金が吹き飛びまして、通帳残高がほぼゼロという現実をつ

きつけられました。ですがとにかく負けず嫌いなので頭を冷やしなが

ら、確実な職人手配、材料手配をすることによってだんだん軌道

に乗り始めまして、顧客を増やしたいと営業も頑張って（株）ティー

エスハマモト様にも出会う事ができ、弊社をぐっと伸ばして頂きまし

た。大変ありがたく感謝しております。

それから、次男がうちでアルバイトをするようになり、続けて長男もう

ちで働かせてほしいと言ってくれ、色々な思いはありますが、いてく

れたら大変助かりましたので、何が本当に幸せなのかを考えさせら

れました。

それから、息子の友達も入社してもらいました。兄弟共に現在入

社６年、今では一人一現場をこなすまで成長してくれました。苦し

かった時期が報われたと思います。

個人事業から法人成りを行って４年目には再婚もしまして、娘も

出来ました。新たな支えもあり創業１５年、ようやく売り上げも２億

を超し、これからも少しでも社会貢献出来るように頑張っていきた

いと思います。こんな私ではございますが可愛がっていただけると大

変嬉しいです。ありがとうございました。


