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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 『年男の弁Ｐａｒｔ1』  

                菅  雅則 会員 / 河本 浩一 会員 

 東  正治 会員 / 山下 正司 会員 
 

 

 

３年 佐々木会員 

(６年 迫会員) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

お正月休みも終わり、業界や各団体の新年会に追われる日々をお

過ごしのことと思いますが、健康には充分ご留意いただき、ご健勝

にて毎日をお過ごしいただきますようお願いいたします。 

本日は、年男の弁Ｐａｒｔ１ということで、菅会員、河本会員、藤田会員、

山下正司会員に卓話をお願いしております。 皆さんのお話を楽し

みにしておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

１月１０日に社会奉仕委員会が開催され、色々な企画が提案されて、

活発なご審議をいただきました。理事会の承認をいただきましたら、

委員長からご報告をいただけると思います。 

 

社会奉仕委員会の皆様には、いつも活発な活動をしていただき本

当に感謝申し上げます。 

また１４日には、ﾆｺﾆｺ委員会が開催されております。皆様のご支援、

ご協力を頂き、先週の週報によりますと、上半期の実績がすでに１０

５万円を超えたため、委員会でご審議いただき、年間の目標金額を

上方修正させていただくことになりました。これにより活発な奉仕事

業費の補填ができ、ますます充実した事業が行えるものと喜んでお

ります。ﾆｺﾆｺ委員会では、会員の皆様に、強制ではなく楽しくご出

宝いただけるように工夫した運営をしていただいております。 ４５周

年事業もございますので、今後とも会員の皆様のご支援・ご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 

ところで、１月１６日号の広島経済ﾚﾎﾟｰﾄに当ｸﾗﾌﾞの４５周年記念事

業の一つであります、ﾀｲの小学校３校への浄水器寄贈事業につい

て掲載をして頂きました。広島北ＲＣの活動が、どんどん広報されて

社会に認知されるよう願っております。これからも社会に有益な活動

を続け、ﾛｰﾀﾘｰが広く社会に周知徹底されますよう努力を続けて参

りますので、今後ともご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

最後に、一つ報告事項がございます。瀬川正義会員が昨年１１月に

軽い脳梗塞で倒れられ、骨折されて入院しておられました。卒寿の

お祝いを、久保幹事とお持ちした際に知りましたので皆様にご報告

申し上げます。会長の時間を終えさせていただきます。 
 

 

 

 
米山功労者第７回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ  髙原宏之 会員 

米山功労者第４回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ  福田拓造 会員 

米山功労者第３回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ  久永 洪 会員 

米山功労者第１回 大之木雄次郎 会員/三保二郎 会員 

 東 正治 会員/下前嘉彦会員 

 

 

 

*次週の例会は１月２２日（水）３ＲＣ合同例会開催です。 ２３日(木)

の例会を変更して行います。 

■本日の例会    ２０１４年１月３０日（木）   第２１６５回 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

ロータリー財団寄付表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『年男の弁 Part2』  

 藤田 省蔵 会員 / 小河 義信 会員 

 島田 忠征 会員 / 本田 善昭 会員 

前々回例報告   ２０１３年１月１６日（木） 第２１６３回 

会長時間               会長    庄子 佳良 

連続出席表彰 

米山記念奨学会寄付表彰 

幹事報告               幹事   久保 豊年 
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*先日注文をとりましたｸﾗﾌﾞ公式ｼﾞｬﾝﾊﾟｰが出来上がりました。 

 ご注文いただきました皆様にお配りしております。 

*ロータリーの友誌（ＢＯＸ配布） 

 

 

 

会報ＩＴ委員会  二井本委員長 

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌１月号紹介 

 横組みＰ８－Ｐ１１ 「世界の国々で見たこと、感じたこと」 

 横組みＰ１２－１３ 「比べてみよう 日本と韓国のﾛｰﾀﾘｰ」 

 縦組みＰ４－Ｐ８ 「空海に学ぶ前向きな心」 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員  

本日の年男のみなさんによる卓話楽しみにしております。特に

東副幹事の卓話楽しみにしております。 

菅会員◇ 本日の大切なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ時間に「年男の弁」として最初

に話させて頂きます。 

山下(正)会員 本日、年男の弁を発表いたします。 

岡部会員◇ 菅会員、河本会員、東会員、山下(正)会員、本日

は年男の弁よろしくお願いします。東会員、伝達漏れで演題に

名前が入っていませんでした。ごめんなさい。 

高原会員 １/３１はいい妻の日です。奥様方と幸せな家庭を築

いてください。 

中嶋会員 所用で第１例会を欠席しましたが、誕生日のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

が開催に送られていました。ありがとうございました。 

粟屋会員 先週は誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうござい

ました。先週は例会開始１分前に会場に着き間に合いませんで

したので、今日出宝させて頂きます。 

佐々木会員 お陰様で入会させて頂き３年が経ちました。これ

からもよろしくお願い致します。 

庄子会員☆ １/１６号の広島経済ﾚﾎﾟｰﾄに４５周年記念事業の

一つであるﾀｲの小学校３校への浄水器寄贈事業について掲載

して頂きました。また同市のｵﾌﾀｲﾑというｺﾗﾑに私の記事が載り

ましたので、ご覧いただければと思います。正月明けのすぐの取

材で写真の顏が浮腫んでおり恥をかきました。 

藤田会員 妻の誕生日に美しいお花をありがとうございました。 

金井会員 新年あけましておめでとうございます。まだ休み明け

で上手に出来ませんでした。これからも精進します。 
 

当日計 21,000 円（内、ｗｅｂ8,000 円） 累計 1,034,200 円 

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

 

 

『年男の弁Ｐａｒｔ１』 

 

菅  雅則 会員（Ｓ１７年生まれ） 

会員の皆様、改めまして、新年おめ

でとうございます。 

昭和１７年６月、午年生まれの「年

男」という事であります。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委

員長より「年男の弁」卓話をとの事

で当初ｲﾝﾀｰﾈｯﾄや本で、午年につ

いての謂れを索引し、それをｱﾚﾝｼﾞすれば何とかなると思ってい

ましたが先週、庄司会長の「年頭の挨拶」でいろいろと、詳しく

午年について話されました。 

これは困った、何を話してよいか、と迷いまして考えたところ、我

北ＲＣには、最近多くの新しいﾒﾝﾊﾞｰが入会されております。 

そこで、入会以来の自己紹介を改めて簡単に話させてもらい

「年男の弁」にさせて頂きたいと思います。 

私は、広島一小さいﾎﾞﾝﾈｯﾄﾊﾞｽが走っておりました、今の南区

丹那町に生まれ、現在もそこに住んでおります。高校は“名門”

石田学園山陽高等学校のﾎｯｹｰ部に入部、２年生の時、東京国

体、富山でのｲﾝﾀｰﾊｲに優勝しました。当ﾒﾝﾊﾞｰの濱本会員の

ような名選手ではありませんでした。その後、違う道に“魅せられ”

ﾎｯｹｰ競技のない、日本大学法学部に進みました。 

美味しい“広島ｶｷ”と“お酒”のおかげで、無事卒業し、広島銀

行大手町支店に、３年間だけの、ｻﾗﾘｰﾏﾝ生活を送りました。短

い銀行勤務でしたが、わたくしには、規律・人とのお付き合い、

繋がり、等世間を知る、勉強ができた時間だったと、思います。 

又、この時期東京で知り合った、今の妻と結婚しました。 

そして家業でありました、木材業に、従事しました。 

青年会議所にも入会させてもらい夜の街や、もろもろ体験しまし

たが、昭和４８年～５０年のオイルショックの時、当時私方の会社

としては、大きい金額の不渡り手形、又詐欺にあい昭和５５年１１

月に７０年近く続いた会社を、整理しなくてはなりませんでした。 

ＪＣ卒業の一年前で、残念ながら卒業名簿には載っておりませ

ん。同年、銀行時代の友人・ＪＣ仲間３人で現在の会社を設立し、

私が全株を所有し３２年目になります。建売業、ﾐﾆ開発、そして

息子が経営しております、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け

住宅、など介護施設の相談役、又、町内会、体協の会長、防犯

組合等々、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに、そして健康と生き甲斐であるﾎｯｹｰ

競技と忙しい日々であります。 

当北ＲＣ入会には個性の強い、空・鵜飼両氏の推薦でありまし

たが、現在はお二方もおられません。自己紹介は、これ位としま

して、話は変わりますが、本年１月１日妻と２人で明治神宮に参

拝し、２０２０年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ、ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの為に解体される国立

競技場にｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島と横浜ﾏﾘﾉｽの天皇杯決勝を観戦しまし

た。広島の優勝はありませんでしたが、高校時代このｸﾞﾗﾝﾄﾞで昭

和天皇の前を行進した事を思い出し、これでこの国立競技場を

見るのが、最後かと胸が熱くなりました。 

帰り、３日の新幹線、有楽町での火事で、１５時出発２３時広島

着は余計でした。２０２０年私は７８歳、それでも７５歳以上のﾁｰﾑ

名「ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞ ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ」に日本代表としてﾌﾟﾚｰ出来

るよう、身体を鍛え精進したいと思います。 

少々、波乱のある人生ですが、もう２回 午年「年男の弁」をした

いものです。 

「人間万事塞翁が馬（じんかんばんじさいおうがうま）」 

これからもご指導の程、宜しくお願いします。 

 

河本 浩一 会員（Ｓ１７年生まれ） 

この世に生を享けて、６回目の干

支を迎えることができました河本

です。そこで７０年間の中で出会

った人のつながり、つまりご縁の

不思議さを、「隠れ共同体」と題

してお話しします。 

戦前、横川駅の近くの三篠町に住んでいましたが、家は原爆で

全焼しました。そこで、終戦の年末、楽々園に新居を構えること

になりました。近所に挨拶にゆくと、東隣りが山田さんという家で、

当クラブの会長経験者でもあり、私が幹事を務めることとなった

山田邦彦さんのお兄さんの家で、ご本人も学生時代は一緒に

住んでいたとのことを、当ｸﾗﾌﾞで初めて知ったのです。したがっ

て山田邦彦さんとは、私の小学校の時点ですでに接点があった

わけで、ともにﾛｰﾀﾘｱﾝとなることで、３０年後点が線へと繋がる

不思議なご縁となったのです。 

次に楽々園を宅地造成したのが今の広電で、当時は広島瓦斬

電軌㈱という会社でした。権利書を見ると、代表者が多山恒次

郎とありましたので、当ｸﾗﾌﾞの会員だった多山洋品店の多山義 

卓話 

委員会報告 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 
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雄さんにある時、何気なく話題にすると、それは自分の伯父さん

であることを知らされ、「不思議なご縁じゃの」と顔を見合わせた

記憶が甦ってきます。 

次は高校時代に移ります。当時、広島市内の公立５校は、総合

選抜方式といって入学志願者は同一の試験を受けて、合格者

は５校に振り分けられ、必ずしも希望校に入学できませんでした

が、幸い私は希望校の舟入に入ることができました。舟入高校

の前身は、広島市立第一高等女学校といって女子高でした。 

同校は原爆投下の時、最も多くの犠牲者を出した学校として知

られています。 

１９４５年８月６日、木挽町（現在の中島町）一帯で建物疎開の作

業中、１～２年生の５４１名と職員７名の全員が爆死しています。

慰霊碑が平和大橋の西詰めの緑地帯にあり、碑には３人の少

女の姿が刻まれ、真ん中の子は、相対性理論を現わした数字が

書かれた箱を持っています。占領下の当時、原爆の表示が困

難だったことから、ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝが発明した原爆の数式をもって表

したようです。 

市女は１９４８年に廃止され、男女共学の舟入港高に変わりまし

たが、実は母が市女の卒業生でして、親子２代にわたる縁のあ

る学校となりました。在学中、担任の先生が生徒の家庭を訪問

する、家庭訪問という制度がありました。私の担任は数学の岡本

安正先生で、楽々園に訪ねて来られて父と面会し、意気投合し

て盛り上がったようでした。後で知ったのですが、当時、父は業

界では、剃刀の異名をもった切れ者だったようです。それに引き

換え私は、劣性遺伝の申し子でしてその片鱗すらない鈍才で、

先生からはよく「お父さんのように頑張らないと駄目だ」と叱られ

る始末で、高校時代にはこれといったいい思い出はありません。 

次に途中を飛ばして先に進みますが、大学卒業後すぐに東京

で就職し、７年間のｻﾗﾘｰﾏﾝ生活を終え、郷里広島に帰り父の

会社を継ぐことになりました。 

そこで、毎年のように高校の同窓会、同期会が開催され、顔を

出すたびにかつての担任だった岡本先生と接せる機会が多くあ

り、「君も立派になったの」とおだてられると、急に親身な間柄と

なり、家族ぐるみの濃密な関係になってゆきました。 

そんなある時、卒業生による東京在住の東京舟入会が開催され

ると、ということで一緒に参加することになりました。そしてその翌

日、映画監督の大島渚が京都２中の教え子でﾛﾝﾄﾞﾝで倒れて、

今は家で療養中なので、見舞いに行くということでお供すること

にしました。 

鵠沼の大島邸を訪ねると、女優の小山明子さんが玄関で出迎

えてくださり、部屋に通されると、ﾁｰｸ材の大きな机の前に大柄

な大島監督がでんと座っておられました。お見舞いを申し上げ

て世間話をしていると、ふとﾀｶｷﾍﾞｰｶﾘｰの話になりました。よく聞

けば創業者の高木俊介と大島監督とは従兄弟の関係にあること

を聞かされ、不思議な縁に驚いたのです。と申しますのは、楽々

園の居宅の二軒隣り、つまり山田さんの東隣りが高木さんの自

宅で町内会の一員だったからです。また高木俊介と父とは同窓

の間柄であり、娘さんと私とは大学の同窓、それに娘さんの嫁ぎ

先の吉田之彦さんも同窓であると同時に、広島ＲＣの会員でﾛｰ

ﾀﾘｱﾝでもあります。さて、大島監督のことに戻りますが、大島さ

んは京大を卒業後、」西に下るか東に上がるか、悩まれたそうで

す。もし西に下っていれば、映画監督にはならず、ﾀｶｷﾍﾞｰｶﾘｰ

の後継者になっていただろう、と運命の分かれ道になった当時

を明かされました。私たちは近隣のよしみから、大島邸での話は

盛り上がりを見せて家を辞することができたのです。ちなみに大

島さんの命日が、昨年の昨日の１５日です。 

さて、最後になりますが、高木さんの東隣りが佐藤京子さんの家

です。佐藤さんは広島安佐ＲＣの初代会長で、やはりﾛｰﾀﾘｱﾝと

いう縁があります。どうやら私が住んでいた近隣の方々は、すべ

てﾛｰﾀﾘｰと深い関係にあり、まさに「隠れ共同体」だったことに気

づき、人間の織り成すご縁に改めて思いをはせている昨今で

す。 

 

東  正治 会員（Ｓ２９年生まれ） 

１９５４年（昭和２９年）生まれで、

この７月に６０歳になります。一

日、一月、一年本当に早いもの

で、「歳をとるのは早い」と、つく

づく思います。 

私は３１歳の時に会社を設立致

しまして今年、２９年目になりました。現在は、日東不動産㈱、

㈱日東リバティ、㈱日東ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞを経営しております。 

日東不動産㈱は不動産の売買が主で、戸建やﾏﾝｼｮﾝの分譲

とﾐﾆ開発等をしての土地売買、中古住宅や中古ﾏﾝｼｮﾝをｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝして販売をしています。 

㈱日東ﾘﾊﾞﾃｨは県内で約４０００物件位の不動産売買におけ

る仲介業務をしております。 

㈱日東ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞは戸建のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、土地の仕入れ、保険

業務などをする目的で昨年末に設立し業務を行っております。

このような関係で不動産に関すること等、何かありましたら気軽

に声をかけてください。宜しくお願い致します。 

私は当ｸﾗﾌﾞには山坂会員の紹介で５１歳の１１月に入会させ

ていただきまして今年で９年目に入りました。全出席が条件で、

野球をしたり遊んだり「楽しんでやろうや」と言われ入会させて

いただきました。ただ、多くの素晴らしい経営者の方々が集ま

るﾛｰﾀﾘｰに入って、協調性のない私が続くかどうか不安でした

が３年間は絶対に続けようという思いでいました。気持ちとして

は「目立たず」「無理せず」「関知せず」の３ずの精神で楽しく

気楽にやってきました。ところが昨年のこの時期だったと思い

ますが、現幹事の久保豊年会員から「副幹事をやってくれ」

と！正直私は副幹事がどの様で何をするかも全くわからなか

ったのですが「副幹事は２名で、もう１人シャンとした人をつけ

るから大丈夫だよ」ということで、それならと引き受けさせてもら

いました。ちなみにシャンとしたもう一人とは越智副幹事です。

特に副幹事となってからこれといって何もしていませんけど、

各委員会や理事会などに多く出席するようになり、初めて聞く

ことや活動などを知る機会が多くあり、何となくﾛｰﾀﾘｰのことが、

わかりかけてきた気がします。 

残り半年、任期がありますのでこれまで同様、越智副幹事に

全面的に頼りきって皆様方にご迷惑をかけない様にできたらと

思っております。どうか温かい目でみて頂き 宜しくお願い致し

たいと思います。 

あと半年で６０歳になりますが「もう６０」か「まだ６０」か、いずれ

にしろ６０歳です。老けるにはまだまだ早いと思っております。

周りの先輩方を見ていても「まだまだ頑張らないと」と思いま

す。これまで以上に仕事、遊び、そしてﾛｰﾀﾘｰ活動に頑張っ

ていこうと思っております。当ｸﾗﾌﾞに入会させていただき、多く

の先輩、後輩の方々に出会えたことを本当に良かったと心より

思っております。まだまだ未熟者でありますので今後ともご指

導ご鞭撻のほどお願い申し上げまして年男の弁とさせていた

だきます。 

 

山下 正司 会員（Ｓ２９年生まれ） 

１６年前に入会して早いもので２回

目の年男の弁です。  

今年還暦を迎えるに当たり、だんだ

んと体力的に傷んできたな～と感じ

ることが多くなってきましたので、前

回４８歳～今年６０歳までの間に経

験した三つの出来ごと・病気のことを 
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話してみたいと思います。 

1）五十肩 これには全く困りました。痛みがひどく夜も寝れない

生活のﾘｽﾞﾑまで狂って仕事にも多いに影響が有り、整形外

科・ﾊﾘ・あんま・整体といたるところに通いましたが、結局時間

が一番の薬でした。ｶﾞﾏﾝしとけばそのうち治る。  

教訓 日頃から肩の小さな筋肉を鍛えておく。 

2）歯科ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ治療 奥歯の二本を同時に作ったのですが、少

しぐらついたのを気づかず食事をしていてとれてしまった。 雌

ねじの中で軸が折れてそのﾈｼﾞが取れないと言う最悪の事態

で、結局更に雌ねじを新しく埋め込んで作りかえることになりま

した。 

教訓 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄは定期的にｷﾁﾝとﾒﾝﾃﾅﾝｽが必要です。 

3）眼科治療 眼下底出血？ ＲＣ野球をしている時になんでもな

いｷｬｯﾁﾎﾞｰﾙができづにエライへたくそになったな～て感じた

ことで、ある日の夕方自動車の運転中に片目づつ標識を見る

とまったく右目が見えていないことが判り大慌てで眼下に検査

に行きましたすると、診察結果はすぐにﾚｰｻﾞｰ治療をしますと

のこと、何のことやらわからないまま 

待っていると今日は若先生がいないから出来ないので明日来

なさいと。。。 

不審に思い別の病院に行くと、眼科治療としてはﾚｰｻﾞｰ治療

になるがそれより内科治療で血液サラサラ・血圧下げないと頭

がﾌﾟｯﾂﾝいくよって、中電病院の内科と眼下を紹介頂き結果は

飲み薬で約半年かかりましたがほぼ完治！万に一つのラッキ

ー男だね。。。 

教訓 ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝが大切です。この時に山村先生はおられ

ませんでした。 

これからも様々な症状が出てくるのだろうなと思いますが、大丈

夫！！北ＲＣの諸先輩方に助けてもらいながら３回目の年男まで

とりあえず元気いっぱいガンバリますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 
 
 
 

【広島北・広島陵北・広島安佐３ＲＣ合同例会＆懇親会】 
会場：リーガロイヤルホテル広島４Ｆ 

※１/２３（木）例会変更 
 

 

 

本日は、広島北、広島陵北、広

島安佐、３クラブ合同の夜間例会

並びに懇親会に、このように、たく

さんの皆様にご参加いただきまし

て本当にありがとうございます。今

回は、広島陵北ＲＣの皆さんにお

世話をいただき、開催して頂きま

したことを心から感謝申し上げます。 

この会の目的は、３ＲＣが一堂に会して、会員相互の交流と親睦

を深めるためとなっております。 

ご縁をいただき、親クラブ、子クラブ、孫クラブとなっておりますが、

これからも、この絆を大切にしてＲＣと、私たち自身の成長のため

努力してまいりましょう。 

私は、ﾛｰﾀﾘｰ活動で大切に思っていることがございまして、その

一つが出席でございます。例会や各事業に積極的に参加し、多

くのすぐれた会員との触れ合いの中で、互いを理解しあうことが

大切だと思っております。親睦を大切にして交流を重ね、生涯を

通じて信頼できる友を見つけましょう。 

この会に参加された若い会員の皆様は積極的に名刺交換をし

てください。まず互いを知ることから全てが始まります。 

会を重ねるごとに友情が深まり、３ＲＣが共に発展していくことを

心からご祈念申し上げまして、簡単ではございますが開会の挨

拶とさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他の写真は 

ＨＰをご覧下さい。 

 

 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年１月１６日（木） 会員数 ８５名 

出席 ６９名  欠席 １６名 

来客  ２名  

１２月１９日例会出席率  １００％ 

１２月平均出席率  １００％ 

■来客紹介   ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

木村 祭氏 様（広島） 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年１月２２日（水） 会員数 ８５名 

出席 ６５名  欠席 ２０名 

ゲスト  １名 

１月９日例会出席率  １００％ 

■来客紹介   ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

于 廉吉 様（米山奨学生） 

■次回例会  ２０１４年２月６日（木） １２：３０～ 

卓話 創立４５周年について 

食事 和食 

懇親会 

開会挨拶              会長    庄子 佳良

前回例報告   ２０１４年１月２２日（水） 第２１６４回 


