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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 

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  『新会員卓話』  

              武部 清史 会員/金井 次郎 会員 
 

 

 

 
左から、２年 二井本会員、３年 福田会員、７年 桑村会員、９年 東

会員、１８年 塩本(千)会員、１３年 久保(豊)会員、２４年 槇殿会員・

森嶋会員   
 

 

 

本日は、新会員卓話ということで、武部清史会員と金井次郎会員か

らお話を伺います。楽しみにしておりますので、お二方にはどうぞよ 

 

ろしくお願いいたします。また、先ほど連続出席の表彰を受けられた

皆様には心からお祝いを申し上げます。本日は出席についてお話

をさせて頂きたいと思います。出席の要件は、標準ﾛｰﾀﾘｰ定款の標

準クラブ定款第８条および第１１条第４節に述べてございますが、ｸﾗ

ﾌﾞ指導者には、１００％の出席を強調しすぎることなく、会員や会員

候補者に次のことを強調するよう奨励するとあり、①規則正しい出席

の価値と意義 ②６０％の出席規定 ③出来る限りｸﾗﾌﾞの全活動に

各会員が積極的に参加することが、ｸﾗﾌﾞおよび地域にとって重要で

あることと述べてあります。また、近隣地域で出席のﾒｰｸｱｯﾌﾟをする

機会を会員に与えることが奨励されております。様々な理由でｸﾗﾌﾞ

への出席が出来なかった会員を救済する措置がとられております。 

私の入会した頃は、前後１週間の猶予しかございませんでしたが、

現在は前後２週間のﾒｰｸｱｯﾌﾟ期間が設けられ、ゆとりができておりま

す。ﾛｰﾀﾘｰ情報ﾏﾆｭｱﾙには、出席はﾛｰﾀﾘｰの特色の一つであり、

会員の資格条件にもなっており、ｸﾗﾌﾞ例会に規則正しく出席するこ

とは入会の時受け入れた最も基本的な重要な責務である。自分のｸ

ﾗﾌﾞに対して行う出席と言う最小限の奉仕であり、さらにその出席率

のより高い理想に向かって努力することをﾛｰﾀﾘｰは求めていると書

いてあります。我がｸﾗﾌﾞは、会員のご理解をいただき１００％出席を

続けておりますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

９月度のｶﾞﾊﾞﾅｰ月信によりますと、１００％出席を続けているｸﾗﾌﾞは、

我がｸﾗﾌﾞと広島東南、広島西南、広島西、西条の５ｸﾗﾌﾞで、８０名を

超える大きなｸﾗﾌﾞでは東南と我がｸﾗﾌﾞの２ｸﾗﾌﾞとなっております。 

私が入会してまもなく、ある先輩から「仕事が第一じゃけえ無理せん

でええけえの、わしもいつやめてもええ思うとるんじゃ」と言われ、ﾒｰ

ｸｱｯﾌﾟなど卑怯なことをしたくないと思っておりまして、入会後５年目

に継続が途切れ、ｸﾗﾌﾞにご迷惑をお掛けしたと反省しております。 

出席委員長をして出席の大切さを思い知り、自ら「出席命」を連呼し、

ｸﾗﾌﾞの１００％を達成させていただきました。出席継続は、自分自身

のためでありｸﾗﾌﾞのためであるということを会員の皆様にはご理解

いただき私のような失敗をしないよう必ずﾒｰｸｱｯﾌﾟをされますようお

願い申し上げます。また、現在は長期入院などの場合、理事会で承

認されますと救済措置が出来ましたので申し添えておきます。これ

からも１００％出席にご理解とご協力をいただきますよう重ねてお願

い申し上げまして会長の時間を終えさせていただきます。 
 

 

 

*ロータリーの友（BOX 配布）  

*新制作絵画展招待券（BOX 配布） 
 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会  山坂委員長 

*本日１８：３０より「かなわ」において入会３年未満会員を囲む会を開

催します。 

会報ＩＴ委員会  丸本会員 

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌１１月号のご案内 

■本日の例会    ２０１３年１１月２１日（木）   第２１５７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 

祝寿 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『財団のホットな話』  

 国際ロータリー第 2710 地区 

 パストガバナー 川妻 二郎 氏 

前回例報告    ２０１３年１１月１４日（木）  第２１５６回

会長時間               会長    庄子 佳良 

幹事報告               幹事   久保 豊年 

委員会報告 

連続出席表彰 
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職業分類会員増強委員会  山下(正)委員長 

*１１月２８日（木）と１２月１２日（木）の２回「ゲスト見学例会」を開

催することとなりました。この例会の主旨はもちろん会員増強の

為ですが、併せて広島北ＲＣの広報にも役立つものではない

かと企画いたしました。是非、広島北ＲＣに入会を促進したい

様な方を紹介頂き、下記の例会日の何れかにゲストとして参加

頂き、広島北ＲＣの素晴らしい雰囲気を味わって頂き、最終的

に入会に結実すればと考えております。ご案内をお送りします

ので、ご協力頂きますようお願いいたします。 

創立４５周年実行委員会 

*例会終了後、記念事業正副委員長会議開催 

創立４５周年総務委員会 

*例会終了後、委員会開催 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員  

武部さん、金井さん今日の卓話楽しみにしています。１５分という

短い時間ですが、思いっきりｱﾋﾟｰﾙしてください。 

鈴木会員・島本会員 武部さん、金井さん、本日の新会員卓話

楽しみにしております。 

岡部会員・丸本会員 武部会員、本日のすべらない話楽しみに

しております。 

庄子会員 仁田ＰＧ、ようこそ我がｸﾗﾌﾞにおいで頂きました。お

時間の許す限りごゆっくりお過ごしください。 

合田会員 今週の広島経済ﾚﾎﾟｰﾄに記事を取り上げて頂きまし

た。お目汚し料としまして、出宝させて頂きます。偶然にも、島本

さんとｱﾍﾞｯｸ出場となり、大変光栄であります。 

島本会員 １１月１４日号の広島経済ﾚﾎﾟｰﾄに写真付で合田会

員と並んで載りました。仕事頑張ります。 

菅会員･坪内会員 島本さん、合田さん、経済ﾚﾎﾟｰﾄ並んでのご

掲載おめでとうございます。益々のご活躍を祈念しています。 

吉永会員◇ １３年前に購入したﾏﾝｼｮﾝを売却し、一戸建ての

注文住宅を購入しました。先日、無事に引越しました。引越しの

際には迫さんの会社にお世話になり、捨てる物がﾄﾗｯｸ１台分に

なりご迷惑をお掛けしました。ありがとうございました。また新居

に置くｿﾌｧやﾍﾞｯﾄﾞなど小田さんのところ買わせて頂き、とてもい

い物が見つかりました。新しいﾍﾞｯﾄﾞで夫婦の絆がより一層深ま

る気がします。ありがとうございました。 

吉永会員 新しい家に家族５人で引越し、新たな生活をｽﾀｰﾄす

る予定でしたが、長女に子供が出来、出て行ってしまいました。

人生なかなか思う様にはいきません。来年の６月には４３才にし

ておじいちゃんになる予定です。 

山本(正)会員◆ １９８０年１１月１３日に岸本大先輩のお世話で

北ＲＣに入会して、昨日、３並びの３３年目を迎えました。当時４

９才だった若輩者も今は８２才の大年寄になりました。無理かも

分かりませんが、次の目標を米寿の８８才に頑張ります。さて、ど

うでしょう!! 

槇殿会員 連続出席２４年になりました。これも楽しく居心地の

良い例会のお陰と思います。退会するまでは続けたいと思いま

す。 

桑村会員 連続出席７年になりました。これからも広島北ﾛｰﾀﾘｰ

で頑張って行きたいと思います。 

塩本(能)会員 誕生祝いありがとうございます。 

広川会員 先日の家内の誕生日には豪華な花々を頂戴して大

いに喜んでおりました。誠にありがとうございました。 

二井本会員 妻の誕生日に美しい花を頂き、ありがとうございま

した。また、連続出席２年となりました。これからも頑張ります。宜

しくお願い致します。 

山下(江)会員 杉山さん、御社と中国ＡＤ倶楽部がﾍﾞﾙﾏｰｸ寄付

されたとの中国新聞記事を拝見しました。また、ﾜｲｴﾑﾋﾞｼﾞﾈｽﾚﾎﾟ

ｰﾄに「顧客満足度Ｎｏ１」を目指すとのこと。ＣＳＲ取り組みに敬

意を表します。頑張って下さい。 

髙原会員 急激に寒くなりました。それと同時に風邪やｲﾝﾌﾙｴﾝ

ｻﾞの季節になりました。私も元気に過ごしています。皆様の健康

を心から祈っています。 

佐藤会員・久保(豊)会員・下前会員 多打喜会１１月例会のご

案内が遅くなり大変申し訳ございませんでした。以後、気を付け

ます。 
 

当日計 30,000 円（内、ｗｅｂ6,000 円） 累計 816,200 円 

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

 

 

『新会員卓話』 

 

武部 清史 会員（２０１３年９月５日入会） 

土地家屋調査士 武部事務所 所長 

 

皆さん、こんにちは。武部でござ

います。本日は新会員卓話という

事で、お時間を取っていただきま

して、ありがとうございます。 

私は本年９月より石田会員、丸本

会員のご紹介により広島北ＲＣに

入会させていただき、早くも２か月半が過ぎました。当初は戸惑

いながらも、諸先輩方のお陰様を持ちましてﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽し

んでいる所であります。この場を借りてまずは御礼申し上げま

す。 

さて私の自己紹介ですが生まれも、育ちも広島でございまして、

市内の小中学校を経て地元の高校卒業後、司法書士の先生の

ご紹介で土地家屋調査士事務所に勤務することになりました。

長年勤めてまいりましたが、昨年末より独立開業の運びとなりま

した。 

私は一人っ子で特段厳しく育てられた訳でもなく、小中高と進学

し大学受験するもあえなく失敗し、また自力で就職しようにもまと

もな職などそうはなく、ようやく紹介して頂いたのが司法書士の

先生でした。当初は司法書士事務所に勤務するのかなと思って

いましたが、事務所に訪問すると紹介されたのは土地家屋調査

士の先生でした。程なく採用となった訳ですが、業務の事につ

いては、ほぼ無学で○○士事務所ではあるし、ﾃﾞｽｸﾜｰｸだろうと

思っていたのですが、大きな間違いで、土地家屋調査士には登

記業務のほか測量業務がありまして、夏・冬天候関係なく、現地

で立会等、私には非常に肉体的にも精神的にもきつく勤務半年

で１０キロ以上痩せてしまい、法務局の職員の方に心配された

事もありました。一年を過ぎた頃から徐々に業務もこなす様にな

り、当時は分譲住宅が郊外でも多く売れており仕事も忙しく、ま

た元来楽天的なところもありまして、一向に資格取得に身を入れ

ておりませんでしたし、気が付けば３０も半ばまたこのまま、雇わ

れでもいいかなと甘えもありました。 

転機となったのはﾘｰﾏﾝｼｮｯｸでして、仕事数の減少や電子化に

伴う人員の削減等、一時は異業種への転換も考えましたが、ま

あともかく調査士の資格とってから考えようと再度ﾁｬﾚﾝｼﾞし、昨

年資格を取得し開業の運びとなった訳であります。 

それで、いざ開業して仕事があるのか？という事ですが、若い時

分に知り合った、先輩や同年代の方が独立した時に即座にお

声をかけていただき、お陰様で業務は軌道に乗りつつ来月１２

月で１年を迎える運びとなりました。 

正直に申し上げまして、私はかなりまわり道を歩んできたと思い 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 卓話 



 

3 

ますが、結局、生きたのは人との出会いがすべてだった様に思

います。 

ここで土地家屋調査士の業務ついて少しご説明させて頂きま

す。 

土地家屋調査士といいますと、測量士の方ですとか、あるいは

建物の耐久性をﾁｪｯｸする方ですかと言われ、全くもって一般の

方には馴染みの薄い業種でございます。 

土地家屋調査士の業務はその土地の境界に基づき測量をし、

境界に対する判断が出来る点、また登記手続きの代理人となれ

る点で測量士とは大きく異なると思います。 

最後になりますが私が伝統ある広島北ＲＣに入会させていただ

いた事をご縁と思い、微力ではありますがｸﾗﾌﾞの活動に貢献さ

せていただきたいと思います。その中で何かとご迷惑をおかけ

するかとは思いますが、温かいご指導のほどよろしくお願い申し

上げます。 

以上、簡単ではございますが私の自己紹介、新会員卓話とさせ

ていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 

金井 次郎 会員（２０１３年１０月３日入会） 

都市環境整備㈱ 代表取締役 

 

皆さん、改めましてこんにちは。 

「金井次郎」と申します。 

現在、都市環境整備株式会社で

代表取締役を務めております。

創業は昭和５６年になります。 

私は生まれも育ちも広島で、実

家は安佐南区沼田にあります。小中学校は伴で、高校は沼田、

大学は県外に行き、平成７年大学卒業とともに、当時、島根県

益田市に本社を構える都市環境整備株式会社に入社しました。

入社当時、私を含め８名という小さな会社ではありましたが、皆

で創意工夫し力を合わせ、平成１４年に「広島環境計量分析セ

ンター」「松江支店」「山口支店」を新設、平成１８年に「出雲支

店」を新設、平成２１年には広島に本店移転し、新しい事業に挑

戦して少しずつ会社を大きくしてきました。現在は５７名の社員と

共に目標に向かって頑張っている次第であります。 

諸先輩方が積み上げてこられた伝統格式ある広島北ＲＣに相応

しい会社人物になれるよう頑張って参る所存で御座いますので、

今後とも御指導御鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げま

す。 

 

 
 

 

 

 

１９１４：第１ 次世界大戦(１９１４～１９１８) イギリスとアイルランド

で戦争避難民救済活動（国際奉仕の萌芽） 

：ロータリー旗採用（ヒューストン大会）。ＩＭ 始まる（サンフ

ランシスコRC とオークランドRC） 

１９１５：サンフランシスコ大会でアイオワ州スー･シティRC の労

作である「ロータリー倫理訓（The Code of Ethics：道徳

律）」を採択（職業奉仕基準の確立） 

：標準クラブ定款と模範クラブ細則を採用（クラブ管理の

標準化） 

：地区制度･ガバナー制度の制定。アディショナル正会員

制度の制定 

：キワニス･クラブ結成 

：身体障害児対策を本格開始（トレドRC） 

１９１６：ガイ･ガンデイカー（フィラデルフィアRC）が道徳律を含む

「A Talking Knowledge of Rotary(ロータリー通解)」を著し、

連合会が出版（ロータリーの一般奉仕概念の確立）。 

青少年活動委員会設立。米国で出席率競争開始 

１９１７：アーチ･クランフRI 会長が財団の前身となる「ロータリー

基金」（Rotary Endowment）を提唱（アトランタ大会）（ロ―

タリー財団の始まり）。ＲＩ大会の６月開催開始 

：ライオンズ･クラブ国際協会発足 名誉会員制度制定 

：身体障害児協会設立（トレドRC） 

１９１８：カンザスシティRC がカンザスシティ大会の余剰金＄２６．

５０を基金に寄付（最初の寄付） 

：連合会綱領に「ideal of SERVICE」初出 

：戦争避難民救済資金募集（アメリカの各クラブ） 

１９１９：連合会とクラブの綱領が統一される（ソルトレイク･シティ

大会） 

：地区ガバナー国際会議開催（後の国際協議会） 

：エリリアＲＣのエドガー･アレンが国際身体障害児協会を

開始 

１９２０：日本最初のクラブ誕生（東京RC：登録番号８５５、米山梅

吉･福島喜三次両氏の尽力による）。少年週間開始（ニュ

ーヨークRC）。奨学金制度開始（アトランタRC） 

１９２１：米国外で初めて国際大会を開催（エジンバラ）。これを記

念して綱領の中に国際親善と平和の項目を加えることを

決定（国際奉仕の綱領化） 

：シェルドンが「ロータリー哲学」講演 

：ソロプチミスト創立 

１９２２：国際ロータリー（ＲＩ）に改称（ロサンゼルス大会１,２４３RC、

８１,０００人） 

：ロータリーの綱領改正（現在の原型、６ヵ条）。新しい標

準ＲＩ定款･細則及びクラブ定款･細則採択。メークアップ

制度を含む出席規定制定（クラブ管理の抜本的改正） 

：大阪にＲＣが誕生（登録番号１３４９）。 

イギリスで RIBI 地域運営が認められる。 

続く 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年１１月７日（木） 会員数 ８５名 

出席 ６５名  欠席 ２０名  来賓 １名  来客 １名 

１０月１７日例会出席率  １００％ 

■来客紹介   ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

仁田 一也 様（広島東南） 

于  廉吉 様（米山奨学生） 

■次回例会  ２０１３年１１月２８日（木）１２：３０～ 

卓話 「カープの過去・現在・未来」 

    元広島東洋カープ投手 外木場義郎 氏 

食事 幕の内 

ゲスト見学例会実施 

お申込み締切は例会前日２７日（水）とさせて頂きます。 

【訃報】 
 

広島東ＲＣ 西垣克巳会員（ひまわり法律事務所 所長）が、

１１月１１日(月)にご逝去されました。 (６２歳) 

ご冥福をお祈りいたします。 

ロータリー歴史年表③  １９１４～１９２２ 


