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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 

  ２０１２年３月８日発行 Vol．１３０５

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 
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国歌斉唱 

ロータリーソング   「奉仕の理想」 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

四つのテスト唱和   職業奉仕委員会 

会員誕生祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間        職業奉仕委員会担当 

              『お互いをもっと詳しく知るために』 

              木下 享介 会員 

              小田 基治 会員 

              杉町  孝 会員 
 

 

 

 
 

 

 

いよいよ、３月に入りました。今年度も、卒業式、入学式、就職の

時期になりました。学童、学生にとっては学年末、卒業式も行われ、

多くの若者が新たな進路を得て巣立っていきます。今月は、春の

息吹きを実感する月です。 

雪国でも３月となると、ふと春の気配を感じることがあります。 

 
 

ことに日一日と長くなる日照時間は人の気持ちを明るくさせてくれ

ます。 

日本の企業の多くは４月採用がほとんどですが、次第に変化しつ

つあります。大学の卒業が９月になり、日本の企業の多くはそれに

合わせて９月採用が考慮されています。この傾向は、益々強まる

ことが予測されます。これが、世界の潮流だと捉えています。 

若者に様々の経験や体験を取得させ、各種価値観の多様性を抱

かせ、社会に貢献する若者の育成を図って行きたいものだと考え

ています。 

プロ野球ほか各種スポーツも開幕し、オリンピックの開幕も間近と

なり、春の日差しを浴びてゴルフ等のスポーツもやるによし、観る

によしのシーズンとなり、ハイキングで外出する人々も、日曜日ご

とに多くなるでしょう。 

春先は強い風が吹く日が多く、しかもほこりの多い風です。呼吸

器や、皮膚に傷害を起こすことがあります。外から帰ってきたとき

の洗顔や、ウガイを励行したいものです。 

３月１日から始まる運動には、全国緑化運動、春の火災運動、船

舶火災運動、都市美化普及運動、春の防犯運動などがあります。 

本日の卓話は職業奉仕委員会担当です。「お互いにもっと詳しく

知るために」と題して、木下会員、小田会員、杉町会員から卓話を

頂きます。後ほどの卓話を楽しみにしています。 
 

 

 

 
３月誕生月会員 

左から、山本忠男会員・吾郷会員  おめでとうございます！ 
 

 

 

＊３月１１日（日）「インターシティ・ミーティング（ＩＭ）」の出欠の変

更は事務局に必ずお知らせください。 

＊例会終了後、理事会を開催します。 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 
 

■本日の例会  ２０１２年３月８日（木）  第２０７８回 

ロータリ－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 

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 『奨学生発表』 

       広島北ＲＣ奨学育英奨学生 

前回例会   ２０１２年３月１日（木）   第２０７７回 

会長時間     会長   髙原 宏之 
幹事報告     幹事   粟屋 充博 

バナー贈呈 

メークアップにお

越しの倉敷瀬戸

内ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

下原福子 様に

会長よりバナー

を贈呈しました。

また、是非お越

しください。 

誕生月お祝い 
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今月、満８０才を

迎えた吾郷地久

夫会員にクラブ

から記念品をお

送りしました。 

 

これからもお元

気でﾛｰﾀﾘｰを楽

しんでください。 

 
 

 

 

社会奉仕委員会  山下 江委員長 

＊気仙沼南ＲＣがこの度の漁業用カゴなどを寄贈した事業が地元

の新聞（三陸新報など）に掲載され、新聞を送ってくれました。

また、震災復興支援募金へのご協力をお願いします。 

本日 １１，３１４円の募金が集まりました。 

累計 １６５，０２８円となっております。 

米山奨学委員会  中根委員長 

＊本日、米山奨学生の車 智任さんが最後となります。 

 ※車さん挨拶 

 ※クラブから記念品を贈りました。 

 
 

 
 

【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 

車さん、昨年の４月以降アッという間の１年が経ちましたが、頑張

って勉強されたと思います。今後のご活躍と健康で充実した生活

を送って下さい。 

髙原会員 ①先週のﾛｰﾀﾘｰ情報委員会の担当例会は会の発展

に繋がる大変ためになるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと思いました。 

②本日の職業奉仕委員会担当の卓話では木下会員、小田会員、

杉町会員の話を楽しみにしています。 

杉町会員 今日は卓話時間に１０分程お話をさせて頂きます。宜

しくお願い致します。 

二井本会員・渡部会員 先日は誕生日会をして頂き、ありがとうご

ざいました。 
 

当日計 10,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 871,000 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るために』 
 

木下 享介 会員（㈱広島ホームテレビ 専務取締役） 

昨年７月２４日、地上波テレビは完全

デジタル化をはたしました。視聴者に

とっては確かに映像が綺麗になり、音

声もクリアになり、受像機も薄型になる

というメリットはありましたが、我々テレ

ビ事業者にとっては本当に良かったか

どうか一概に喜べない状況にありま

す。 

といのは、デジタル化の設備投資に７

０億位かかりましが、この投資が直接

売り上げに結びついていないという状況があります。今回のデジ

タル化は電波の有効利用促進に基づく国策で、インフラの再整

備という位置づけになっています。 

また、デジタル化によって逆にマイナス要因が生じています。 

＊デジタル受像機（ＢＳチューナー内臓）普及に伴ってＢＳ視聴世

帯が増えた 

＊それに加えてＣＳ視聴も増えている。広島ではＪスポーツでカー

プ戦を見る視聴者が増えている。→ むしろデジタル化によっ

て視聴率がＢＳ、CS に流れる傾向が見られる。 

また一方では、ネット広告の普及などによる広告媒体の多様化で

地上波 TV への広告投下が減少傾向にあります。 

このデジタル化、ＩＴ化によって我々地上波テレビ放送はまさしく

逆風にさらされているというのが現状です。 

ホームテレビも広島北ロータリーとほぼ同じ４０数年の歴史があり

ますが、今過去最大のターニングポイントに直面しています。 

かつては年間売上１００億円を超した年もあったが、現在は８０億

円台まで落ちています。 

これからは本体の放送事業以外のビジネスでの収入を模索せざ

るを得ない状況にあります。 

現在、新しい事業にトライしていますが、その中からいくつか紹介

しますと、 

＊映画製作、広島を舞台にした映画「サルベージ・マイス」の製作 

＊音楽イベント、演劇イベントなどの各種イベントの開催。 

＊アイポンという、インターネットを使ったクーポンサイト事業。 

＊キャラクタービジネス（手元資料にある、「たまこちゃんとコックボ

ー」、「貝がらブラッコ」といったキャラクターを開発しビジネスに

結び付ける） 

＊また、海外にも目を向ける必要があり、例えば、台湾などに広島

県をはじめとした中国地方の特産品販売を現地のテレビとの連

携で販売促進する海外販促ビジネス。 

＊大型イベントの主催。「アクテブライフ」（グリーンアリーナが会場、

昨年は２日間で約１０万人の集客）、「スノーフェスティバル」（広

島県との共催、世界でトップクラスのスノーボーダーも参加し

た）など。 

ということで、色々な事業に取り組みつつありますが、その中で現

在一番力を入れているのがキャラクタービジネスです。 

キャラクタービジネスの紹介（資料） 

最後に、この様な取り組みによって、今まではテレビ放送事業だ

けで、放送という一方通行の事業でしたが、今後はその様な新し

いビジネスを通じて地元視聴者の皆様と直接接触する機会が多く

なると思います。 

今後とも地元の皆様に愛されるテレビ局を目指したいと思います

のでよろしくお願いします。 

 

卓話 

ニコニコ箱          ニコニコ委員会 

委員会報告 

祝寿 
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杉町  孝 会員（呉服の杉町  代表） 

当店は私が稼業を起こし、呉服業・

洋菓子製造販売業・不動産賃貸業

を営んでおります。 

呉服業の創業は昭和５５年、不動産

賃貸業は平成１３年、洋菓子業は平

成１８年と、まだ歴史は浅く、洋菓子

製造販売業もパテシエールの娘２人

で営んでおります。 

今日は、この職業を通して私を少し

知って頂こうと思います。 

呉服業界は、この長引く不況と、洋

服全盛の時代に生き残りさえ厳しい時代となっておりますが、そ

の他にも幾つか着物離れの要因がございます。例を挙げてみま

すと、   

① 自分では着物が着られない。 

② 着物を着ていく機会や場所がない。 

③ 着物のアフターケアが面倒である。 

④ 着物は衣料の割には高額商品なので、直ぐには買えな

い。 

などと言われます。では、呉服業界がそれらを取りのぞくべく努力

をしているか・・・、 

当店ではお客様の立場で考え、一生懸命それらに取り組んでお

ります。 

①の自分で着られないに対しては、着付け教室を生徒さんの

都合に合わせて開催し、一人で着られるようになるまで教えて

います。  

②番目の着ていく機会や場所がないには、毎年着物パーティ

の開催や歌舞伎・芸能鑑賞に着物を着て出かける機会を多く

作っています。 

③番目のアフターケアが面倒には、シミ抜き・丸洗いの取次や、

簡単な着物のお手入れ方法をお教えしています。 

④番目の着物は着るものにしては高額商品である。これには、

同じ悩みを持つ小売店数軒でグループを結成しており、全国

の産地メーカーと直接タイアップし、中間コストの削減や輸送コ

ストの軽減を図り、少しでもお買い求めやすい価格を追求する

など、お客様にもっと身近な着物をと努力しております。 

この様な取り組みだけで、現況の低迷を打破出来るものではあり

ませんが、茶道や華道・日舞など、お稽古ごとでまだ着物が必要

な方々も沢山いらっしゃいますし、 

また最近では、男性でも趣味で着物を着る方や、戦後生まれのベ

ビーブームだった年齢層が定年を迎え、いわゆるリタイヤ組が家

でのくつろぎ着に着物を着る方も増えてきています。 

我々呉服業界に携わる者と致しましては、着物を通じ和の文化を

味わってもらい、着物の良さ、着物を着る喜びや楽しさを、少しで

も多くの方々に知って頂きたいと願っております。 

次に、洋菓子製造販売では、機械での大量生産ではなく、小さい

ながらも女性ならではの繊細なお菓子作りにこれからも邁進して

いき、和とコラボした個性のあるこだわりの店にしていきたいと思い

ます。 

また、不動産賃貸業では、入居者とのコミュニュケーションを図り、

常に美化に取り組み、安心なエコ・セキュリティーの充実・インター

ネットなど新しい快適居住空間の確立を目指していきます。 

これら３部門の方向性を総合的に考えますと、昔ながらの地域密

着型、地域の方々に愛され、必要とされる商いを目指すということ

の様に思います。もう一度初心に還りお客様のニーズに応えられ

るよう努力して参りたいと思います。 

以上、私の職業理念を少しばかりお話しさせていただき、私を少

し知って頂けたらと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

小田 基治 会員（小田億㈱ 代表取締役） 

 
 

 

 

ロータリーのさまざまな「初めて」と興味深い事実 
 

★ロータリーの創始者、ポール・ハリスは、実は初のロータリークラ

ブ会長ではありませんでした。 

ロータリーで初のクラブとなった、シカゴ・ロータリークラブの初

代会長は、最初の４人のロータリアンの一人でハリスの友人、シ

ルベスター・シールでした。ハリスは、１９０７年２月に、同クラブ

の３人目の会長に就任しました。 
 

★１９０５年２月２３日、ポール･ ハリス、ガスターバス･ローア、シル

ベスター･シール、ハイラム Ｅ. ショーレーが、シカゴで会合を

持ち、これが後に初のロータリークラブ例会と呼ばれることとなり

ました。 ２つ目のクラブは、１９０８年にサンフランシスコで結成

され、そのすぐ後には、北米全土でクラブが誕生し始めました。 

１９１２年８月１日、ロンドン・ロータリークラブが、北米以外で初

めて結成されました。それ以前に、ダブリン・ロータリークラブ

（アイルランド）が組織されていましたが、正式に結成されたの

は、１９１３年５月１日のことです。 
 

★ポール・ハリスは、１９１０年、国際ロータリーの前身となった、全

米ロータリークラブ連合会の初代会長に選出され、会長として

唯一、２期を務めました。 
 

★米国外で初めて国際大会が開催されたのは、スコットランドの

エジンバラで、１９２１年６月のことでした。 

また、アジアで初めて開催された国際大会は、１９６１年の東京

国際大会でした。それまでで最高の２３，３６６名が登録しました

が、その中には日本の天皇陛下のお名前もありました。 

登録料を支払った登録者数が最大だった国際大会は、２００５

年にシカゴで開催された１００周年大会でした。 

 

（Rotary.org より） 

 

 

■出席報告 

２０１２年３月１日（木） 会員数 ８２名 

出席 ６７名  欠席 １５名 

来客  １名  ゲスト １名 

２/１６例会Ｍ-up 後出席率  ９８．７５％ 

■来客紹介 

下原 福子 様（倉敷瀬戸内ＲＣ） 

車  智任 様（米山奨学生） 

■次回例会案内  ２０１２年３月１５日（木） 

食事：幕の内 

卓話：『今年のカープを占う』 

    野球解説者  達川 光男 氏 

ロータリーまめ知識 


