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二井本浩司 氏の入

会式が執り行われま
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８０才 久保田宏温 会員  ６０才 庄子  佳良 会員 

クラブから記念品をお渡しいたしました。おめでとうございます。 
 

 

 

 
左から、三保会員・石井会員・泉会員・庄子会員・久保田会員・髙

原会長  皆様おめでとうございます！ 

 

 
 

まず始めに、二井本さん、当クラブへのご入会おめでとうございま

す。一日も早くこのクラブに慣れ親しんでいただきますようお願い

致します。 

さて、先日開催されました「広京会」の報告をさせて頂きます。先

週末１１月５日夕刻、京都伏見ＲＣ野球同好会の方々を、広島に

お迎えし、「かき船かなわ」で前夜祭が開催されました。調印式の

際の、保津川下り、高尾山での川床料理など温かいおもてなしに

対しまして、感謝の意をお伝えすると共に、 今後の両クラブの発 

■本日の例会  ２０１１年１１月１７日（木） 第２０６４回 

ロータリーソング  「われらの生業」 

来客紹介       ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会員誕生月お祝い 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間       職業奉仕委員会 

             『お互いをもっと詳しく知ろう』 

             上河内裕司 会員 

             鈴木  孝幸 会員 

               島本  章生 会員 

前回例会報告 ２０１１年１１月１０日（木） 第２０６３回 

会長時間     会長  髙原 宏之 

入会式 

誕生月お祝い 

祝寿お祝い 
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展と懇親の輪が益々広がることを期待しまして開会の挨拶とさせ

ていただきました。 

その後、「かなわ」から場所を移動し、ロータリー財団の仕事で遅

れて来られた京都伏見ＲＣの三上会長も合流し、両クラブの発展

と、友好の絆が一層深まるべく話は盛り上がり、時の過ぎ去るのを

忘れるほどでした。 

翌日１１月６日（日）、心配されましたのは天候でしたが、秋雨もさ

ほど強くなく、広陵高校野球グランドに互いの健闘を期して参集し、

お互いの友好を確認するようになごやかな歓迎ムードの中で「第

２８回広京会親善野球の集い」が開催されました。 

試合に先立ち、今年度祝寿の節目を迎えられました方々に戴帽

式が行われましたが、未だに健康で、若い方々と一緒に野球を楽

しんでおられる方々に心から敬意を表し、今後も野球を通じて健

康管理をして頂ければと思います。厳かな戴帽式であったことも

併せて報告致します。 

試合の後は、クルーズ船「銀河」に場所を移し懇親会を開催しまし

た。友好の輪が次年度につながり益々広がっていくことが確信出

来る和やかな懇親会でした。簡単ですが今年度の広京会の報告

とさせて頂きます。 

試合結果は、当クラブが１１対２で勝ち、勝利の女神のほほ笑み

は広島に輝きました。 
 

 

 

＊例会終了後、理事会を開催します。 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 

＊２０１１－１２年度地区活動報告書（ＢＯＸ配布） 

＊２０１２年度ロータリーカレンダーが出来ました。受付でお配りし

ていますので、お持ち帰りください。 

 

 
 

ロータリー家族親睦委員会  神農委員長 

本日、１８時より「祝寿の会」を当ホテルで開催します。 
 

 

 

野球同好会 １１/６広京会報告 

登山同好会 １１/２７龍頭山登山のご案内 
 

 

 

【外部出宝】 

京都伏見ＲＣ 辻 基一会員☆ 楽しく遊んでいただいてありがと

うございます。 
 

【自主出宝】 

髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 

二井本さん、当クラブへのご入会あめでとうございます。一日も早

くクラブに馴染んで頂き、親睦と奉仕活動にご活躍下さい。 

岸本会員・久保田会員 私どもの紹介で今日から二井本さんに入

会して頂くことになりました。立派なﾛｰﾀﾘｱﾝになられると信じてお

ります。会員の皆様、二井本さんをよろしくお願いします。 

久保(豊)会員 広鉄二葉ｻｰﾋﾞｽの二井本さん、御入会おめでとう

ございます。楽しいﾛｰﾀﾘﾗｲﾌにしていきましょう。 

島本会員 二井本さん、入会おめでとうございます。これから大い

に楽しみましょう。 

二井本会員 本日、広島北ＲＣに入会させて頂きました事、大変う

れしく思っております。今後とも宜しくお願い致します。 

山本(忠)会員 今年７７才の喜寿を迎え、長い間、野球同好会で

楽しい人生を送らせて頂きました。監督もさせていただき同好会

の皆さんとの思い出が数えきれない程あります。よくついて来てく 

 

れました事を心から感謝しております。７７才の喜寿を終着駅と決

めていました。１１月６日の京都伏見ＲＣとの野球交流の日をもっ

て、監督を終わり、ﾕﾆﾎｰﾑを脱ぎました。これまで応援をしていた

だきました広島北ＲＣの皆様に感謝致します。ありがとうございまし

た。当クラブ野球同好会は、全国でも名門の部に入っております。

次世代の方も伝統を守ってがんばってください。次の監督は山坂

君にしてもらいます。がんばってください。皆様ありがとうございま

した。 

岡部会員 広京会、みなさまお疲れさまでした。ﾀｲﾑﾘｰﾋｯﾄを打つ

ことができ、打劇王での特訓の成果が出ました。 

濱本会員 本日は新会員として自己紹介をさせて頂きます。よろ

しくお願いします。 

久保田会員 誕生祝、ありがとうございました。原爆、その他様々

な事を乗り越えての八十年でした。もう少し元気で過ごしたいと思

っております。会員皆様の一層のご交誼をお願いします。 

庄子会員 還暦のお祝いをいただきありがとうございました。 

岩森会員 妻の誕生日に心のこもった花の贈り物ありがとうござい

ました。花の好きな妻です。色んな所に飾って楽しんでおりまし

た。 

古谷会員 妻の誕生日に素晴らしいお花のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄありがとうござ

いました。髙原会長のｾﾝｽを妻は称賛していました。 

丸本会員 妻の誕生日には素敵な花を頂き、大変喜んでおりまし

た。ありがとうございました。 

山村会員 先日は、妻の誕生日にたいへん素敵なお花をいただ

きましてありがとうございます。 

山下(江)会員 １１/３ひろしま国際平和ﾏﾗｿﾝにうちの事務所から

１４名参加し、私も１０ｋｍを感想しました。終了後の気持ち良さは

格別でした。沿道で応援して頂いた石川さんありがとうございまし

た。 

山下(正)会員 昨日、日東不動産ゴルフコンペで優勝したので。 
 

当日計 30,000 円（内、ｗｅｂ6,000 円） 累計 494,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◇=3,000 円 ◆=2,000 円 

 
 

 
 

新会員卓話『自己紹介』 
 

濱本 利寿 会員 

（2011 年７月１４日入会） 
 

今年７月に入会しました、㈱ティー

エス・ハマモトの濱本です。宜しく

お願いいたします。 

昭和５０年生まれの３６歳、年男で

す。２歳年下の妻が１人。小学３年

と２年の娘が２人います。 

会社のある安佐南区長束で生ま

れ育ちました。 

今までで一番良い経験ができたのは山陽高校でフィールドホッケ

ーと出会ったことです。 

練習も上下関係も非常に厳しく辛かったですが、ホッケーとの出

会いが私の人生を良い方向に変えてもらったと思っております。 

３年生の時はキャプテンとして選抜大会で全国制覇をすることが

出来ました。全日本ユース代表にも選ばれ、そのおかげもあって、

殆ど勉強をしたことない私が、早稲田大学に進学することができま

した。大学時代も勉強をした記憶はなくホッケーと飲み会ばかりし

ていました。もちろん４年で卒業できるわけもなく、５年間大学に通 

ニコニコ箱          ニコニコ委員会 

卓話 

同好会報告 

委員会報告 

幹事報告      幹事  粟屋 充博 
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いました。５年目はホッケーも引退し時間ができたので、様々なア

ルバイト経験しましたが、その経験も役にたっています。居酒屋、

コンビニ、集配センター、他様々なアルバイトをしましたが、中でも

一番の経験は物干し竿を軽トラに乗って販売する仕事です。お客

様との駆け引きや、主婦の心をくすぐるトーク等々、キツイ仕事で

はありましたが、良い経験でした。その社長は、軽トラ１台から始め、

３年で軽トラ６０台年商５億円にしたそうです。何度か話をしたこと

がありますが、当時学生であった私には衝撃的な社長との出会い

でした。 

大学卒業後、ホッケーで就職も考えたのですが、将来実家を継ぐ

のであれば、中途半端ではいけないと決心し、父の知り合いであ

る、東京の会社に就職しました。その会社は同業種で社員数も同

じ位の規模で私は５年間現場監督として様々な経験をさせていた

だきました。 

同期の社員もいましたが私は広島に帰る人間なので、経営のノウ

ハウなどを全て教えていただきました。今でも１年に一回は東京の

会社に遊びに行き、色々と教わっています。 

会社に戻り８年目になり、昨年は社長就任・社名変更と大きな出

来事がありました。 

元々は塗装店として外装塗装工事をメインに仕事をしていました

が、今では塗装工事は売上の半分ほどで、総合仕上げ業として、

足場・防水・内装等建築一式請負をしています。 

私が広島に帰ってきたときは若手社員が殆どいなく、先代と共に

歩んできた５０代後半以上の社員しかいませんでした。 

８年掛け、今では私を含め若手社員が８人まで増え、中期計画が

立てられるまでになりました。 

月二回若手会議と称し、社員間で意見を出し合い、何をしていく

べきかを話し合っています。その中でまず取り組んだのが額に飾

ってあるだけの経営理念を変えました。 

自分たちが目指すものは何なのかをとことん話し合い、出来上が

った経営理念は『関わるすべてに対して、プラスアルファを実現す

る』です。 

そしてこの理念も額に飾ってあるだけにならない為に、作業服の

背中部分に経営理念をプリントしました。常に見られていることを

意識しながら、日々の行動を心掛ける為にプリントしました。 

さらに、月に一回それぞれの行動を発表しあい、検証していま

す。 

そして、今一番力を入れていることは、安全についてです。 

当たり前のことですが、弊社にとって一番恐れなければならないこ

とは、現場での事故です。朝現場での朝礼で毎日同じことの繰り

返しをして、マンネリ化しているのが現状です。 

危険予知活動にしても、各協力業者は業務的に書かされている

事が多く見られます。業務的ではなく、すべての作業員、入居者

全てが、本当に安全第一を心掛けて行動しているのがわかるよう

徹底することを呼びかけています。 

本当にその危険予知を意識しながら作業しているのか、誰が見て

もわかるようになるまで徹底していきます。 

当たり前の事を確実にこなすことで信頼される仕事、認められる仕

事が出来ると思っております。 

ティーエス・ハマモトのティーエスには７つの意味がこめられており

ます。この７つは当たり前のことしかありませんがこの７つを確実に

こなしていくことで、信頼ある会社に成長できると思っております。 

最後になりますが私がこの広島北ロータリーに入会したのは人と

の出会いを大切にしたいと思い入会しました。皆様から、信頼され

る人間になれるよう努力していきます。 

若輩者ではありますが、これからも宜しくお願いします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

中村 満治 会員 

（2011 年８月４日入会） 
 

皆さん、今日は。 

ご紹介頂きました中村 満治です。 

大之木様、鵜飼様のご推薦で８月４

日に入会させて頂きました。 

今日は、初めての卓話、自己紹介と

言うことでありますので、自分のこと

と、会社の紹介をさせて頂きます。 

現在６３歳でございます。育ちは関

東でありますが、生まれ落ちたのは、下関市は彦島です。そこに

たぶん３歳ころまでおりましてから 広島に移り３年くらい翠町に住

んでいたようです。幼稚園から関東に移り住んだ訳ですが、転勤

族の父親のせいで幼稚園２つ、小学校２つ、中学校２つという 孟

母三遷を地でいくようなご幼少でございました。しかし三遷、四遷

したからと言って学業成績とは全く関係がないなと言うことは母親

も気づいていたようであります。 

高校では、硬式ﾃﾆｽ部に入り真っ黒になってボールを追っかけて

おりました。なんでﾃﾆｽかと申せば、それはもう世の男性と同じ感

覚で、女性ﾌﾟﾚｰﾔｰのｽｺｰﾄ姿（例の真っ白なﾐﾆスカート）が身近

にそれも堂々と見学できるだろうと言うあさましい魂胆でした。 し

かし、入ったのが男子校で、夢破れたわけですが、都の大会や県

の大会では女子高生のｽｺｰﾄ姿に胸どきどきを味わった記憶があ

ります。ﾃﾆｽは、その後社会人になってからも続けておりましたが、

５０を過ぎたころから腰に違和感を覚えるようになり、３０歳ころから

始めていたゴルフの方に重心が移ってしまいました。今ではすっ

かり腰弱になってしまい、１００％ゴルフ中心の趣味です。 

家族ですが、嫁さん一人に娘が一人の３人家族です。私自身、男

兄弟でしたので 女兄弟の多い女性が良いなと言う感覚で嫁さん

を選んだわけですが、長女の彼女の実家に行った時などは、ちや

ほやされて非常に気分が良かったわけです。しかし良いことは長

続きはしないのが世の常でございまして最近は、実家に行っても

騒々しいやら、図々しいやらを見たり聞いたりするばかりなので、

実家も遠ざかっております。彼女、３年前にゴルフを覚えまして、

広島のゴルフ場は近くて安いと張り切っております。 

娘はと申しますと、昔で言うおてんばなんでしょうか高校３年生か

らアメリカに行ったきり帰ってきません。別に寂しいとかはないんで

すが、男親として娘の１７，８のころに一緒に生活出来なかったの

が、今にして思えば、残念というか心残りになっております。今は

ＮＹで仕事をしており、９月１８日にアメリカ人（フィリピン系）と結婚

致しまして一安心したところであります。 

私も広島に昨年の４月に転勤して参ったわけですが、早１年半が

経過致しました。広島に来て その間に心に残る出来事が３つご

ざいます。 

１. 西条の酒祭り 

 着任して６ヶ月後の出来事でした。日本酒が美味しいというのは、

事前調査できていた３月には、判明していたのでこの酒祭りは必

ず行ってみようと嫁さんと手ぐすね引いて待っておりました。 

１０月９日（土）雨模様でしたが、西条駅に着くと直ぐに１５００円で

ぐい飲みを買って、めぼしいお酒を次々と飲みまくりました。その

後酒蔵巡りをしてまた飲んでしまいました。嫁さんは、酒はほどほ

どで骨董品あさりに夢中でございました。期待に違わず、非常に

楽しいお祭りでしたし、町中が酔っぱらいというのも初めての経験

でした。 

２. 英会話 

これは、広島だからと言うことではございませんで、先ほど紹介

致しましたように、娘がアメリカで９月に結婚しました。当然参列す

るわけですが、娘からお父さんは、花嫁の父としてスピーチをしな

ければならないと言う指示が来たわけです。 
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そんなこと言うのなら結婚式には出ないと突っぱねましたが、女二   
人に丸め込まれまして、6 ヶ月間英会話教室に通いました。２ヶ月

前に、無事任務を終えて帰国した次第です。出来映えのほうは 

聞かないでください。 

３. ロータリークラブ入会 

メインの出来事は、やはりこの広島北ロータリークラブへの入会

です。大之木さんのご紹介でありまして、大学の先輩でもあられま

すし、格別のご熱心さで進められ会社を説得して入会を決意致し

ました。私もこちらでは知人はほとんどいない状況でしたので渡り

に船でもあったわけです。 

入会してから１ヶ月後くらいに分かったことですが、大之木さんは、

高校の先輩でもあられました。びっくりです。これでもう何も口答え

出来なく なったなあと思いました。さらに先輩は、ﾃﾆｽの先輩で

もあったようで す。ただしアチラは 軟式ﾃﾆｽでしたし、始められ

た動機もうかがっておりません。 

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞについては、先日の秋の家族会やら、柳井市での地

区大会・特に帰りのバスでの盛り上がり等、楽しいクラブに入れて

頂いて感謝しております。今後とも、クラブのお手伝いやら、友人

作りやらしたく思っておりますので皆様のご支援お願い致します。 

仕事の関係ですが、会社は（株）NIPPO 、旧日本鋪道という道路

の舗装会社でございます。 道路の舗装と言いますと皆さん毎日

車を走らせたり、歩道をお歩きになったりされているはずなんです

が、地面のことでありますし、舗装してあって当然というお気持ちも

あるせいか、舗装にはご認識が薄いのかもしれません。 

世間様が、あまり気にもとめていないところで商売するのが儲かる

コツと言うのを昔聞いたことがありますが、例のバブル崩壊以降は

さっぱりでございます。 

アスファルト舗装というのが世界のほとんどの道路の表面に採用さ

れております。道路ですから日本ではほとんどがお役所から仕事

を頂きます。県道、国道、高速道路は皆さんご存じの通りです。後

は飛行場の滑走路、工場の中の道路、スーパー、コンビニの駐車

場、変わったところでは競輪場、オートレース場、自動車メーカー

のテストコース、ディズニーランドやＵＳＪの園路、テニスコートや野

球場、陸上競技場のウレタンの下地舗装があります。そんなことで

皆さんの身の回りには、かなりの舗装がされているわけです。今後

は、下を見て歩いて頂いて 舗装を注目して頂ければと思います。

この道路舗装、安全や環境にも貢献している面もございまして、

例えば高速道路。以前は雨の日など大型車に抜かれますとフロ

ントガラスに雨水がバシャッとかかって、前が見えなくなって怖い

思いをされたことが、あったかと思いますが、最近は、雨の日の視

界がグンと良くなっているのにお気づきでしょうか？これは、表面

の舗装をカミナリおこしのように隙間だらけにして水を浸透させて

いるからなんです。 

このカミナリおこし、おまけもありまして音も吸収する事が分かり、

騒音も低減できるので 最近は町中でもかなり採用されています。 

環境の面では、最近の猛暑に対応して道路表面の温度を下げる

舗装もあります。普通の舗装が夏場には６０度くらいになるのに比

べて１０度くらい下がりますので 商店街、歩行者天国にする通り

（銀座通り）や人の集まる皇居前広場や遊園地に使われておりま

す。 

また、当社、民間企業としては珍しく道路を保有しております。箱

根の｛芦ノ湖スカイライン｝という観光有料道路なんですがメロディ

が聞こえる道路などいろいろな路面を研究しております。 

そんなこんなで舗装に関しては、何でも説明できますので是非

（株）ＮＩＰＰＯにご相談ください。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

去る１１月１０日(木)、ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会主催により、『祝寿の

会』が開催されました。今回の祝寿者は米寿を迎えられた武田学

千会員と傘寿を迎えられた吾郷地久夫会員でした。 

お二方とも今後益々お元気でﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しんでいただきます

よう会員一同祈念しております。 

    
    米寿 武田 学千 会員   傘寿 吾郷 地久夫会員 

 

 
 

 
これからも益々お元気でお過ごしください！ 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１１年１１月１０日（木） 会員総数８３名 

出席 ６３名   欠席 ２０名 

ゲスト  １名 

１０/２０例会Ｍ-ｕｐ後出席率 １００％ 

■来客紹介  ロータリー家族親睦委員会 

車 智任 様（米山奨学生） 

■次回例会ご案内  ２０１１年１１月２４日（木） 第２０６５回 

食事 和食 

卓話 森嶋 久雄 会員 

      『都市の変貌』 

祝寿の会 


