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クラブ運営方針 友愛と分かち合いのこころの輪を広めよう 

  ２０１１年１１月２４日発行 Vol．１２９４

国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー氏 

国際ロータリーテーマ 

こころの中をみつめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 

■会長  髙原 宏之    ■幹事  粟屋 充博 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 
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ロータリーソング   「われらの生業」 

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 
 

 

 

 
松本 豊彦 会員 おめでとうございます！ 

 

 

 

 
 

 

 

 
左から、５年 桑村会員・７年 東 会員・２２年 森嶋会員・ 

２２年 槇殿会員・１６年 塩本(千)会員、髙原会長 
 

 

 

この度、１１/１１から３泊４日で、産業文化研修会の方々と、３０周

年事業の際に、移動検診車他医療機器を寄贈した重慶市を、１２

年ぶりに訪問する機会に恵まれました。 

後ほど、産業文化研修会から報告があると思いますが、私からも

会員の皆様に対する感謝の意を伝えるためにその報告をさせて

頂きます。 

１２年ぶりに訪れました重慶市は活気あふれる町に変貌していま

した。 

目に写るもの何れもが、目を奪われるものばかりでした。 

重慶市と広島市が姉妹友好関係を結んでいることから、広島市民

病院・病院管理者の親書と共に、救急救命の為の一助にして頂

けるようにと、クラブからの寄附金を持参しました。 

重慶第３人民医院から熱烈な歓迎を受け、「友好の夕べ」は、今

後互いの友好が益々持続発展する事を期し、大変なごやかな内

に閉会しました。重慶市の夜景も花を添えるがごとく大変美しく、

我々を歓迎してくれているように思えました。 

話は変わりますが、田村ガバナーは、昨年７月に上海で開かれた

米山中国学友会に、日本から２６０名のカウンセラーの方々と共に

出席され、中国の米山学友も３００名くらい集まったそうです。 

その時のテーマは「感恩、交流、奉仕」で、田村ガバナーは、「中

国米山学友の日本のロータリアンに対する、感謝の思いが伝わり

ました。」と述べておられます。 

ロータリアンの少ない中国において立派な社会人に成長している

彼らに、ロータリー精神を受け継ぐ中国人として今後の中国という

大国を背負って行って欲しいと期待する次第です。 

以上で、今週の会長時間といたします。 

 

■本日の例会  ２０１１年１１月２４日（木） 第２０６５回 

ロータリーソング  「われら広島北ロータリー」 

来客紹介       ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

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       『都市の変貌』  

 森嶋 久雄 会員 

前回例会報告 ２０１１年１１月１７日（木） 第２０６４回 

会長時間     会長  髙原 宏之 

誕生月お祝い 

連続出席表彰 
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＊例会終了後、臨時理事会を開催します。 

＊ロータリーの友（ＢＯＸ配布） 

＊インターネット美術館より「新制作絵画展」の招待状を頂いてお

ります。（ＢＯＸ配布） 

＊２０１２年度ロータリーカレンダーが出来ました。先週に引き続き

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 

先週開催いたしました「祝寿の会」には多数ご参加いただき、あり

がとうございました。 

また、１２月２２日（木）クリスマス家族会のご案内をお送り いたし

ますので、こちらにも多数ご参加ください。 

社会奉仕委員会  山下江委員長 

例会終了後、委員会を開催します。 

会報ＩＴ委員会  佐々木会員 

ロータリーの友１１月号紹介 

横書き 

Ｐ６「水をきれいにまじり気なく」 

Ｐ１４・１５「ロータリー財団」 

Ｐ４１～ 「ロータリー入門ロータリアンのポリオ･プラス」 

縦書き 

Ｐ７ 「この人、この仕事」 広島中央ＲＣ 田原榮一 会員 

Ｐ２１「ロータリーアットワーク」から三次中央ＲＣの活動記事紹介 

是非、ご一読下さい。 
 

 

 

産業文化研修会 中国・重慶訪問について 
 

 

 

【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 

早いもので今年も残すところ１か月半となりました。会員皆さまの

お陰をもちまして「高原丸」は今年度の折り返し点に向け何とか無

事航行を続けています。今年度始めからの皆さまのお力添えに

感謝し、出宝させて頂きます。 

上河内会員 「お互いをもっと詳しく知るために」ということで、私を

もっと知ってください。我が社の紹介をいたします、よろしくお願い

します。 

島本会員 本日卓話時間にて１０分頂き話をさせて頂きます。あり

がとうございます。 

鈴木会員 本日卓話をさせていただきます。ﾃｰﾌﾞﾙに用意しまし

た冊子に限りがありますが、皆様のお役に立つものですので、お

持ち帰りください。 

吾郷会員★・武田会員★ 先日の１１/１０ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会

主催で「祝寿の会」を開いていただき、我々の米寿と傘寿を多くの

会員の方に祝って頂き、ありがとうございました。引き続き、ﾛｰﾀﾘｰ

ﾗｲﾌを楽しんでいきますので、よろしくお願いいたします。 

神農会員◆ 武田会員、吾郷会員の「祝寿の会」には多数の会

員の皆様に出席頂きまして大変ありがとうございました。武田会員、

吾郷会員の益々のご健勝を祈念致しまして出宝させて頂きます。

また、本日は今年初めて親睦委員会全員出席です。ﾀｽｷが一つ

不足しました。大変うれしく思います。 

岩森会員・久保(雅)会員・山坂会員・山下(正)会員・越智会員 

高原会長筆頭に産業文化研修会で中国重慶の第三人民病院へ

寄付持参及び老人病棟視察に行ってきました。岩森先生のﾎﾃﾙ

締出し事件など、なかなか楽しい珍道中でした。皆、元気で帰っ 

 

てこられて何よりでした。 

岩森会員 ﾊﾟｽﾄ会長会の皆様、私の勘違いで、本日と間違って

おりました。昨日は一生懸命ネタのコピーを作っており、午後はず

っと自宅におりました。残念です。と同時に関係各位にあやまり申

し上げます。 

山坂会員 山本(忠)さんの後を引き継いで、伝統ある広島北ＲＣ

野球同好会の監督の指名を受けました。瀬川さん、山本さんの意

思を継ぎ、広島北ＲＣの伝統を守っていきたいと思います。よろし

くお願いします。 

野球同好会選手一同(山坂会員・庄子会員・中山会員・山下(正)会員・神

農会員・杉町会員・久保(豊)会員・坪内会員・山内会員・深川会員・畑会員・深

川会員・越智会員・岡部会員) 山本(忠)さん、長い間監督ご苦労様で

した。これからは広島北ＲＣ野球同好会の伝統を引き継ぎ、野球

同好会ﾒﾝﾊﾞｰ全員で力を合わせ、常勝広島北ＲＣ野球同好会を

作り上げていきたいと思います。 

松本会員◇ 誕生日の御祝いをして頂きありがとうございます。こ

れからも老骨に鞭打って頑張ってまいります。どうぞよろしくお願

いいたします。 

槇殿会員 連続出席２２年を達成できました。楽しいクラブ生活は

皆様のおかげでございます。 

桑村会員 今月で入会して５年になりました。これからも頑張って

いきますので、よろしくお願いします。 

杉町会員 先日は妻の誕生日に素敵な花を頂きありがとうござい

ました。とても綺麗だったのでｹｰｷ屋に飾らせて頂きました。 

広川会員 妻のﾊﾞｰｽﾞﾃﾞｨﾌﾞｰｹを頂き、大変喜んでおりました。あり

がとうございました。 

山内会員 クラブのホームページをもっと活性化させましょう。画

像閲覧には沢山の写真が載っています。会員フォーラムに色ん

な情報を載せましょう。皆さん、宜しくお願い致します。 

ホームページの宣伝出宝でした。 

丸本会員・合田会員 岡部さん、１１月２５日、「旬菜創作バイキン

グ 露庵」の京都での新店のｵｰﾌﾟﾝ、おめでとうございます。益々

のご発展をお祈り申し上げます。お店で美味しいお酒を飲みすぎ

て居眠りしないように、頑張ってください！ 

島田会員 岡部さん、露庵・京都店のｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。

時々、家庭で廿日市店にお邪魔しますが、いつもたくさんのお客

様で盛況ですね。益々のご発展を祈念致します。 

中根会員 都合により、早退させていただきます。 
 

当日計 46,000 円（内、ｗｅｂ19,000 円） 累計 540,000 円 

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

 
 

 
 

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（２００６年４月６日入会） 
葵エンジニアリング㈱ 代表取締役 

職業分類：機械設計 

 

大変僭越ではありますが、丸本職業

奉仕委員長の強引な要請により私の

会社の紹介をさせていただきます。 

会社名は葵エンジニアリング㈱とい

います、決して家内の実家の東照宮

から葵と付けたのではありません。 

昭和３４年に 葵設計工業社として創 

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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業致しました。 

当時、事務所の前に葵の花が生えていて、何の世話をしなくても

どんどん成長する姿をみて、この会社もどんどん成長していけるよ

うにと、この「葵」を会社名として付けることにしたそうです。 

その後５８年に、設計製作を行う会社として 葵エンジニアリング

株式会社 を設立しました。 

平成２年に葵設計工業社より葵エンジニアリングに業務移管して

今に至っています。 

基本的には機械の設計図を書く事をおもな事業としています。 

車の製造ライン、製鉄などのプラント設計、タイヤの製造ライン、食

品関係製造ライン、橋梁関係、水門関係など色々な設計を行って

おります。ここで、言葉では判りにくいので、プロジェクターを見な

がら説明をします。 

 

 

 

 

 
 

 

鈴木 孝幸 会員（２００７年１２月１３日入会） 
東広島環境開発センター㈲ 代表取締役 

職業分類：廃棄物処理業 

 

今回、職業奉仕委員会の丸本委員

長よりお声掛けをいただき、私の携

わっている仕事についてお話をさせ

ていただきたいと思います。 

私は、来月の１２月で入会丸４年に

なります。新会員卓話で「マイストー

リー」といった演題でお話をさせてい

ただいたことがあります。その時に、

家族や生い立ちから現在までと職業

についてのお話をさせていただきました。この４年間に新たに入

会されました方もおられますので、改めて私の職業についてと皆

様に関係のある廃棄物処理についてお話をさせていただきます。 

私は、一般廃棄物と産業廃棄物の収集運搬業が主な仕事です。

解りやすく言うとお客様から排出された廃棄物をそのものに応じた

処理、処分業者に運搬することです。 

また、平成１９年には一般貨物自動車運送業の許可と、有価で売

買される物品を扱う古物商の許可を取得し有価物の買い取りもし

ております。今回は、私が所属しております一般社団法人広島県

資源循環協会から発行されております「廃棄物処理法のポイント」

という冊子を皆様のテーブルに用意しておりますので、その中か

ら皆様にかかわりのあると思われるポイントを紹介させていただき

ます。 

 

～中略～ 冊子をご覧ください。 

 

駆け足でお話しさせていただきましたが、今回お持ちしました冊

子をお持ち帰りいただき熟読していただくと廃棄物処理に関する

ことがご理解いただけると思います。 

以上、私のお話とさせていただきます。皆様ありがとうござ

いました。 
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島本 章生 会員（２０１０年６月１７日入会） 
島本総合司法書士 代表社員 

職業分類：司法書士 

 

不動産登記が、平成２１年度でみれば

過去５年間で３～４割不動産登記は減

少しています。よって、不動産取引や

新築は減っていると思います。 

今は、会社は金融円滑化法にて延命

措置がとられていますが、仮にこれが

終わることになれば不動産の競売、任

意売却は増えつつも、価格はより下が

るでしょう。 

そんな中、住宅は増えているのです。

平成２０年から過去１０年間で７３４万戸増えています。一方、空き

屋も増え、空き屋の方が２２万戸多く増えているのです。入居者を

奪い合うため、既存のアパートはダンピングしたり、リメイクしたりし

て対抗し、家賃は下がります。賃貸住宅はなんと５５％が空き屋と

のことです。賃貸市場は、完全な超供給過多状態ながら、少子化、

人口減によりますます住宅は余りそうです。これから始めるアパー

ト経営は慎重にする必要があります。まして借金することはより危

険です。例えば、当初１０％の利回りが確保できたとして、５年後

に１割ほど入居率が下がり、かつ家賃を１割下げたとしたら、当初

と比較し、２０％収入が減ることになります。利回りはマイナス１０％

となり、返済は厳しくなります。 

一括借り上げ方式というのは、当初の家賃を保証するものではあ

りません。入居率が下がれば、家主は家賃下げの要求や修繕要

求をされ、これに追われるのです。 

確かにこれから単身者は、結婚できない、結婚しない、離婚、高

齢化による配偶者の死亡などにより、増えるのでしょう。それに応

じた１～２ＬＤＫタイプの需要は維持されると考える人もあります。 

高齢化の問題として、事業承継問題があります。確かに、子供が

いないとか、子供が有望な職業についているとかで、承継者がい

ない、あるいは、個人保証や将来を危惧して継がせたくないという

経営者もあります。とはいえ、承継者がいる限りにおいて、事業承

継対策を棚上げせずに、遺言を含めて早めの対策が必要です。

人はいつ死ぬかわかりません。不景気であるほど財産を欲し相続

争いは増えます。会社はトップで９９％決まると言われます。当然

のことながらトップが揺らげば会社もゆらぎます。遺言を作成した

だけで満足してはいけません。書いた内容と理由を相続人の前で

威厳をもって伝えることが重要です。 

会社内部に承継者がいないことになれば、外部承継としてＭ＆Ａ

を検討します。しかし、８０％近くの中小企業が赤字で、売りたい

情報が赤字かつ債務超過状態で、買い手は不景気で金がない

社会状態では、Ｍ＆Ａの成立は厳しいといえます。買い手は、実

のついた甘い果物には金を出します。売るなら会社の内容がいい

内に高く売らねばタイミングを逸します。  

先月、会計士系が組織する海外進出企業のサポート会社と業務

提携している関係でインドに行きました。すごいエネルギーを感じ

ました。人口の５０％が２５歳以下なのです。 ちなみに日本は６５

歳以上が２３％です。１０年後には、人口もＧＤＰ成長率も中国を

抜くと言われ、購買層の中産階級も現在の７０００万人が１０年後

には５億人となるといわれます。インドは、民主主義で、インド人の

日本に対するイメージもよく、両国関係も良好です。全ての分野

で資本と技術を必要としています。外国直接投資には特に寛大

であり、２０００年１月から２００８年９月の間の外国直接投資は７５

０％の増加となっております。インド政府は、現在、多くの分野で１

００％海外投資を自動承認しています。ただし、小売業などの例

外はあります。なのに、インドへの日本の進出企業は、まだ１２００

社です。ビジネスチャンスは大いにあります。特に、製造業、イン 

 

フラ、自動車及び自動車部品、電気通信、食品加工、娯楽、ヘル

スケアがいいようです。まずは現地の法人と業務提携してはいか

がでしょうか。サポートいたします。 
 

 

 

前日からの雨模様で開催が危惧された「第２８回広京会友好親善

野球の集い」が、１１月６日（日）広陵学園グランドにて行われまし

た。京都伏見ＲＣからは前泊者１０名を含む１７名の方が来広され、

試合に先立って両チームから５名の祝寿者への戴帽式が行われ

ました。試合結果は１１対２と広島北ＲＣが勝利しましたが、その後

瀬戸内海クルーズ「銀河」へと場所を変え、祝賀懇親会が開催さ

れました。 

グランドを貸して下さったうえに野球部員総出で水の溜まったグラ

ンドの整備をして頂いた広陵学園の皆様に感謝をしつつ、ますま

す京都伏見ＲＣ野球同好会の方々との友好を深めることが出来た

集いとなりました。 

なお、この日を最後にユニフォームを脱がれた山本忠男監督、長

い間本当にお疲れ様でした。 

≪祝寿者≫ 

京都伏見ＲＣ 

傘寿 半田 行会員 

喜寿 松原一郎会員 

 

広島北ＲＣ 

米寿 瀬川正義会員 

喜寿 山本忠男会員 

還暦 庄子佳良会員 

 

 

 
 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１１年１１月１７日（木） 会員総数８３名 

出席 ６３名   欠席 ２０名 

１０/２７例会Ｍ-ｕｐ後出席率 １００％ 

１０月度平均出席率 １００％ 

■次回例会ご案内  ２０１１年１２月１日（木） 第２０６６回 

食事 中華 

卓話 年次総会（次年度理事役員選出） 

１２月２２日（木）「夜間例会並びにクリスマス家族会」のご案

内をお送りしています。  回答締切は１２月９日(金)です。 

第２８回 広京会 


