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ロータリーソング   「それでこそータリー」 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間        『お互いをもっと詳しく知ろう』 

 迫  慎二 会員 

 深川 泰志 会員 

 中根 弘幸 会員 
 

 

 

木下享介 会員が５月

３１日付けで退会され

ることとなり、退会のご

挨拶をされました。 

 

東京に戻られてもお元

気でご活躍ください。 

 

 
 

 

鯉のぼりの季節も終わり若葉が日に日に濃くなり、雲も次第に夏

を思わせる大変良い気候です。 

今日の卓話は職業奉仕委員会担当で、「お互いをもっと詳しく知

るために」ということで迫会員、深川会員、中根会員のお三方にお

話を頂きます。「お互いをもっと詳しく知るために、会員の会社並

びに事業紹介を卓話と小冊子で行う」という職業奉仕委員会の今

年度事業計画の一環として、この会員企業紹介卓話がスタートし、

今日で５回目になります。過去４回、１２名の方々からお話を聞か 

 

 

せて頂きました。今日も会員相互の理解が深まるお話を頂けるも

のと期待しています。 

さて、私自身のことになりますが、今年度の会長職は残す所丁度

一ヶ月となりました。先日、登山同好会の方達と近場の山を散策

し、心地のよいストレスの解消につながる山歩きをしました。皆さん

もご存知の如く登山で山頂を極める際には、高い山ほど登る道や

ルートが沢山あり、そして下るルートもたくさんあります。苦しい道

のりの末に山頂に立った人でないとその悦びや感動は味わえま

せんが、途中でおりなす、又、移りゆく山々の姿や緑の美しさに感

動し、山歩きの 中にふれあう人々との接触で爽やかな気持ちに

包まれ、己の健康のありがたさを実感できることも登山の素晴らし

さだと思います。山頂から眺めると、子供たちの春の運動会が盛

んに行われており、将来を託す児童たちの健康を心ゆくまで礼賛

し、清々しい気持ちになって帰ってきました。 

また、先日来、今年のスポーツ祭典極め付きのロンドンオリンピッ

ク関連ニュースが大変紙面を賑わせていますが、２０２０年のオリ

ンピック開催地も、近々発表になるでしょう。 

波及効果も多いに期待されますので、夢膨らむような平和とスポ

ーツの祭典オリンピックが東京で開催されるよう、各界からの応援

や支援を願ってやまないこの頃です。 
 

 

 

◇６月例会予定表（ＢＯＸ配布） 

◇次年度地区大会プログラム（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

職業奉仕委員会  丸本委員長 

会員紹介誌校正原稿提出のお願い 

ご提出のない場合は「訂正なし」ということで進めさせて頂きます。 

社会奉仕委員会  山下 江委員長 

東北に絵画を贈ろうプロジェクト協力について 

次年度幹事  山内会員 

次年度地区大会仮登録のお願い （回覧） 

次年度新世代奉仕委員会  深川会員 

次年度ＲＹＬＡ（ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）開催案内 

開催日：９月２２日（土・祝）～２３日（日） 一泊二日 

場所：宮島ホテルまこと 

テーマ：厳島の奇跡と軌跡に学ぶ 

～平和の礎はあなたのこころに～ 

２０歳から３０歳の若者を是非ご推薦頂きたい。 

後日、改めて案内をさせていただきます。 

  

 

 

【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 

■本日の例会   ２０１２年６月７日（木）   第２０８９回 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和  職業奉仕委員会 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『退任挨拶 Part1』 

  理事役員委員長 

前回例会報告  ２０１２年５月３１日（木） 第２０８８回 

会長時間       会長   髙原 宏之 

ニコニコ箱          ニコニコ委員会 

幹事時間       幹事   粟屋 充博 

委員会報告 
退会挨拶 
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木下さん、ｸﾗﾌﾞに在籍された５年１０ケ月、色々な事でお世話にな

りありがとうございました。地デジの卓話、ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞご自慢の美人

ｱﾅｳﾝｻｰにお越し頂いてのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑなど、今も心に残る楽しい思

い出です。今後のご健康と益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

山本(忠)会員 木下さん、広島北ＲＣでのこれまでのご活躍に感

謝とお礼を申し上げます。推薦者として連続出席をして頂きありが

とうございました。東京でもご活躍とご健康を祈ります。 

木下会員★ 長い間大変お世話になりました。どうもありがとうござ

いました。 

迫会員 本日卓話をさせて頂きます。よろしくお願いします。 

深川会員 本日の卓話、ﾄﾞﾗﾌﾄﾏｽﾀｰｽﾞｽｸｰﾙの縮小版をさせてい

ただきます。拙い話ですがよろしくお願い致します。 

中根会員 本日、会員紹介の卓話をさせて頂きます、３番手という

ことで、時間調整役も兼ねていることを認識しております。 

福田会員 今回、ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ･ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ２回目の達成として、

記念ﾊﾞｯｼﾞを頂きました。引続き協力したいと思っています。 

洋北山歩隊(土井会員・髙原会員・迫会員・上河内会員・中山会

員・久保田会員・山下(正)会員・合田会員・山内会員) ５月２７日

洋北山歩隊は東照宮～二葉山～牛田山登山に行って来ました。

久々の山登りで歩行時間も長く体力を使いましたが、楽しい一日

を過ごしました。 

久保田会員 先日山歩隊に参加して東照宮～尾長山～牛田山

の縦走をしました。山下正司さん始め皆さんの助けを借りての登

山でしたが楽しい一日でした。山歩隊の皆さんに感謝！ 

広川会員 ５/２８、広川株式会社創業１５５年を向えることが出来

ました。安政４年のｽﾀｰﾄで、只今はｴﾈﾙｷﾞｰ変転の時代の中から

の駅伝ﾚｰｽもいつまで続くやら気になります。 

上野会員 ｱﾙｿｯｸﾎｰﾙのﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂを取得しました。７/１からは

「広島上野学園ﾎｰﾙ」となります。 

岩森会員 本日５/３１は世界禁煙ﾃﾞｰです。本日からの一週間は

禁煙週間になっております。ﾀﾊﾞｺを止めたい方は是非禁煙にﾁｬ

ﾚﾝｼﾞして下さい。 

水野会員 久永さん、中国新聞の夕刊読みました。 

岡部会員・越智会員・合田会員・佐々木会員 山坂さん、弁兵衛

八木店ｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。 

山下江会員・島本会員 ６/１６ １５時～広島経済大学立町ｷｬﾝﾊﾟ

ｽにて経済活性化推進倶楽部主催の交流会が開催されます。広

大発ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業始め４社のﾌﾟﾚｾﾞﾝがあります。興味のある方は

覗いてみてください。 

槇殿会員 嗄れ声ですみませんが、よろしくお願いします。 

岸本会員 先週の例会に遅刻しました。申し訳ございませんでし

た。今後注意します。 

中村会員 本日、都合により中座させて頂きます。 
 

当日計 43,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 1,212,100 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』 
 

迫  慎二 会員 

㈱ネストロジスティクス 代表取締役 

仕事紹介の機会を頂きましてありがとう

ございます。 

私の仕事は運送会社です。運送会社に

も色々ありますが、私の会社「ネストロジ

スティクス」は創業時から「家具」を主力

の取扱商品として全国各地へ配達して

おります。家具にも色々ありますが、家 

 

具のことは私が語るより小田さん（小田億）の専門分野ですが、昔

のように収納用の家具が売れることは少なくなってきて、 近はも

っぱらソファやベッド、ダイニングセットばかりを運んでいます。現

在は「お値段以上『ニトリ』」さんの配送を全国的に受注していまし

て、今のところ、仙台、茨城、神奈川、三河、兵庫、岡山、福山、

山口、福岡に営業所があります。家具の配送経験を活かして「引

越」や「模様替え」などのサービスを売っています。他にも「無印良

品」や「プラス家具」や通信販売の商品の配送も扱っています。そ

の他に食品関係で「ちから」のうどんやおはぎの配送や「ローソン」

のアイスクリームの配送を岡山、広島、山口で担当しています。住

宅関係では「リクシル」さんのカーポートやシステムキッチン、太陽

光パネルの配送や「大和ハウス」さんの関連商品の配送も扱って

ます。特にこれからは「太陽光発電」などの「スマートハウス」関係

の商品が動くと見込んで施工技術も含めて社内の体制を構築中

です。関係のある業種の方には今後とも宜しくお願いします。その

他には「リサイクル事業」が展開して「雑貨店」の運営や「ベーカリ

ーカフェ」の運営もしております。私も会社も「いつでもみんなの役

に立つ」ことがモットーで今までもこれからも頑張って経営活動し

ていきますので宜しくお願いします。 

会社のことはこれくらいにしまして、今日は５月３１日です。５年前

の５月３１日も木曜日で例会日でした。ご存じない方もおられます

が、今日は私の釣り人生の命日でして・・・。そうなんです。５年前

の今日の夜、太平洋上で事故にあいました。こんな日に卓話の機

会を与えて頂いた丸本委員長に感謝します。今日は当時心配い

ただいた皆さんに報告の変わりにまとめました「九死に一生」と言

う小冊子を数冊もって来ました。興味のあるかたは読んでみてくだ

さい。 

 

深川 泰志 会員 

㈱フカガワ 代表取締役社長 

フカガワは酒屋なので本日はｷﾘﾝﾋﾞｰﾙが

やっております「ﾄﾞﾗﾌﾄﾏｽﾀｰｽﾞｽｸｰﾙ」の

縮小版をご紹介させていただきます。 

皆さん、夜飲みに出て 初の一杯目、乾

杯はほとんどの方がﾋﾞｰﾙなのではないで

しょうか？その中でも見た目や味わいで

まずは生ﾋﾞｰﾙから注文されるのではない

かと思います。やはり生ﾋﾞｰﾙはその清涼

感やさあ今から飲むぞという気持ちを駆り

立ててくれると思います。ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙの調査によれば 初に生ﾋﾞｰﾙ

を飲む人は全体の２/３の人が生ﾋﾞｰﾙを飲んでいます。 

その生ﾋﾞｰﾙですが、国内でいえば主にｷﾘﾝ、ｱｻﾋ、ｻｯﾎﾟﾛ、ｻﾝﾄﾘ

ｰ４社の生ﾋﾞｰﾙが飲めるわけですが、各社多少の味の違いはあっ

てもそれほど気にしながら皆様は飲んでいないのではないかと思

います。 

皆様方の中には、お店をされている方々がおられ、どのお店もお

いしい生ﾋﾞｰﾙを出して頂けるところばかりなんですが、皆さんの中

には過去にあの店の生ﾋﾞｰﾙ美味しくないなという経験をされた方

もいると思います。本日はそういう体験を踏まえたお話です。 

生ﾋﾞｰﾙのおいしさは一言でいえばそのお店が管理をちゃんとや

っているか、そうじゃないかの一言に尽きると思います。 

管理といいましても大きく３つに分かれます。 

一つ目はｻｰﾊﾞｰの管理。 

ｻｰﾊﾞｰといってもその中に通っているﾎｰｽです。ﾋﾞｰﾙｻｰﾊﾞｰの構

造は樽からｶﾞｽの圧力によって押し出され、ｻｰﾊﾞｰの中の２０ｍ近

くの管を通る間にビールは冷やされてｺｯｸから冷たいﾋﾞｰﾙが出て

きます。その唯一のﾋﾞｰﾙの通り道が汚れていたら美味しいﾋﾞｰﾙは

出てきません。資料には１２日目には微生物が２ml あたり１６０００

個とありますが、ﾋﾞｰﾙは非常に微生物が発生しやすく、一日のお

店の営業が終わってそのままにしていれば次の日の昼には微生 

卓話 
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物が発生しているといわれています。そこで各ﾋﾞｰﾙﾒｰｶｰや当フ

カガワではお得意様には毎日の営業後の洗浄をお願いしており

ます。 

二つ目の管理は生ﾋﾞｰﾙの置かれている環境です。 

ｻｰﾊﾞｰの近くに熱いものがあるとよくありません。ｺﾝﾛのような火元

や冷蔵庫の放熱器の近くにあるとｻｰﾊﾞｰの内側の氷が解けてしま

う原因になります。それから例えば樽をけつったり倒したりして生ﾋﾞ

ｰﾙに衝撃を与えてしまったりすると樽の中は泡が発生して泡だら

けのﾋﾞｰﾙになってしまいます。泡が多くなるとよく注ぎながら泡を

捨てているお店がありますがそれだとﾛｽも増えてしまいますし、お

いしさを守るふたの役割にもなりません。 

そして三つ目の管理、案外見落としがちなのですがｸﾞﾗｽです。 

これは皆さんもぜひご家庭でも実践して頂きたいことなのですが、

ぜひとも綺麗なｸﾞﾗｽを使って頂きたいということです。フカガワで

はﾋﾞｰﾙのｸﾞﾗｽはほかの食器などと一緒に洗わないで下さいとお

願いしています。他の食器と一緒に洗ってしまうと魚臭いｸﾞﾗｽに

なったり、ｸﾞﾗｽの内側に油などが付着していたらｸﾞﾗｽの内側には

たくさんの気泡がついてしまいます。そういう生ﾋﾞｰﾙは見た目によ

くないだけじゃなく、泡もすぐになくなってしまい、泡でおいしさを

守れないという、結果おいしくない生ﾋﾞｰﾙとなってしまいます。綺

麗に洗浄されたｸﾞﾗｽは飲むごとに泡の輪っかができます。これを

ｻﾝﾄﾘｰではｴﾝｼﾞｪﾙﾘﾝｸﾞなどと名前を付けています。 

ｸﾞﾗｽを洗う洗浄ｽﾎﾟﾝｼﾞも食器のものだと油をつけてしまうようなも

のなので、ｽﾎﾟﾝｼﾞは専用のものを使ってもらえたらと思います。 

これでおいしい生ﾋﾞｰﾙが飲めるわけですがみなさんもご家庭など

でﾊﾟｰﾃｨ-をされることもあろうかと思います。その折にはこのｻｰﾊﾞ

ｰは無料でお貸しいたしますので是非お声かけください。ただし

中身の生ﾋﾞｰﾙの代金だけはいただきますのでよろしくお願いたし

ます。その時に美味しく飲める生ﾋﾞｰﾙ注ぎ方講習もさせて頂きま

す。 

 

 
 

 

 

中根 弘幸 会員 

中根法律事務所 所長・弁護士 

第１ 事業概要 

私は、平成４年４月に広島市で弁護

士登録し、同６年１１月２１日に縮景園

近くの上幟町（現在地）にて独立開業

しました。私のロータリークラブ入会は

平成６年９月ですから、独立前に入会

したことになります。 

この間、金融関係の企業法務、個人

の破産・債務整理及び会社の倒産・再生処理にまつわる事件を

中心に取り扱って来ましたが、少し疲れてきたので、４年前からは

勤務弁護士を一人採用して、共同で業務を遂行しています。 

司法修習生から見た評価としては、私の事務所はやたら相談・打

ち合わせが多いそうです。ただ、その相談・打ち合わせにも全部

立ち会ってもらっております。修習生としては参考になると言って

おりました。 

第２ 事業アピールポイント 

事務所の基本的なスタンスとして、不安を抱えて相談に来られる

依頼者の話にまず耳を傾け、その話に共感することを大切にして

います。それは自分が病院に行ったとき、話しにくいドクターに対

しては不安が募ったので、クライアントにそのような思いをさせたく

ないという気持ちがあるからです。 

取扱業務は、大きく４つに分かれます。 

①企業法務－債権回収、労務問題（但し、使用者側）、契約書チ

ェック等。 

②会社の倒産処理－特に、企業の私的整理、特別清算、民事再

生等が業務の中心です。平成１７年からは、広島県中小企業再

生支援協議会の専門アドバイザーに就任し、現在まで数多くの企

業再生案件に係わってきました。 

③交通事故被害－特に、深刻な交通事故被害にあった事件を年

に数件担当し、家屋改造や義手・義足の着用が問題になる案件

では、新たな判例を取得するなど賠償法理の進展にも多少は貢

献していると思っています。 

④その他、家事・遺産相続問題なども扱います。 

第３ ロータリークラブに対する思い  

平成６年に入会させていただいてから、先輩達に数々の経験と知

恵を授けていただいたと思っています。それによって、自分の人

生が豊かになったと思います。また、業務面でも、気軽に相談に

乗ってもらっています。本当に感謝しています。  

 

 
 

 

広島の酒を飲む 

 

私は酒が好きである。といってもただの飲んべえではない。

美味しい料理と美味しい酒があれば幸せを感じる。酒には不

思議な力があり、美味しい料理をさらに美味しくさせてくれ

る。マリアージュとでも言うのであろうか？私にはいくら美味し

い料理だけがあっても酒無しでは満足できないのである。 

酒好きな私が旅をするときの楽しみの一つは、地元の酒と地

元の料理を嗜むことだ。 

たとえば、沖縄に行けば現地のビールや泡盛がすこぶる美

味い。九州であればそれぞれの土地で愛されている様々な

焼酎、フランスなら言わずもがな、ワインとシャンパンである。 

こんな幸せを感じた後は、お土産に買って自宅で飲んでみ

る。ところがなぜか現地で飲んだ時ほどの感動が少ないので

ある。 

それは私なりに考えてみると、その土地の酒はその土地の歴

史、気候風土、民に古来より育まれ、その土地の料理と呼応

するようにお互いがお互いを昇華させてきたのではないかと

思う。だからこそ美味しいのではなかろうか。 

広島は美味しい食べ物の宝庫である。海、山、川の幸はなに

を食しても格別なものである。酒はそれら格別な食べ物に夫

婦のように付き添うごとく進化してきている。まさに広島の味と

のマリアージュを奏でてくれるのだ。 

私はそんな広島の地に生を授けてくれた両親に感謝しつ

つ、広島の酒で幸せを噛みしめている。 

（５月７日（月）中国新聞夕刊掲載）

■出席報告 

２０１２年５月３１日（木） 会員数 ８２名 

出席 ７２名  欠席 １０名 

来客  １名 

５月１７日（木）修正後出席率  ９８．７２％ 

■来客紹介 

高山   正 様（広島東） 

■次回例会  ２０１２年６月１４日（木） 

卓話：「退任挨拶 Part2」 

   理事役員委員長 

食事：和食 

最終夜間例会＆新会員歓迎懇親会ご案内 

 

日時：２０１２年６月２８日（木）１８時～  ※昼の例会を夜に変更 

場所：ホテルグランヴィア広島４Ｆ 

回答期日：６月１５日（金）厳守 


