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４年 佐々木会員、７年 迫会員  おめでとうございます！ 
 

 

 

皆様今日は。さて、夜空を見上げると、昨年発見されたﾗﾌﾞｼﾞｮｲ彗星

が、月末まで観測できますが、この期間を逃すと、次に会えるのは８

千年後だそうです。少年の日に帰って悠久の時に耽っていると、去

る１２日は成人の日を迎え、若かりし頃が偲ばれます。すると、あるが

ままの自分を当時、自分のすべてと見極める気がしませんでした。

つまり、もっとましな自分があるような気がいつもしていたのでした。

唐代の詩人＝李賀に次のような詩句があります。 

―長安に男児有り、二十にして心は已に朽ちたり。 

官吏登用試験に落ちた李賀は、自分を見切ったのでした。李賀は

稀に見る天才だからこそできたのですが、このような心境に陥って

はなりません。若かりし頃、人生という遠き道程を俯瞰すれば、心朽

ちるには長すぎるからです。もっとましな自分を探し求めながら青雲

の志を抱くにせよ、二十歳という区切りには、特別の気持ちで日本

人には受け止められてきました。そこで１９４８年、自ら生き抜こうとす

る青年を励ます日として成人の日が制定されました。 

ところで、かつてｺﾆｰ・ﾌﾗﾝｼｽの歌う「早く大人になりたい」が一世を

風靡しまたことがありましたが、今月末から始まる通常国会では公選

法の改正を目指し、選挙権の年齢を１８歳以上に引き下げる論議が

行われます。高齢化社会になるに従って、高齢者の声は大きく響き

ますが、将来を担う若い世帯が少なくなって声も小さくなりがちです

ので、年齢の引き下げは好ましいのかもしれません。人が成熟しに

くい時代に、若者が自分をじっくりと見極めるために、まずは選挙権

をしっかり行使して、より早く大人になるのが時代に合っているようで

す。ﾈｯﾄ時代に育つ若者が、詠んだ歌を次に紹介します。 

―ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ流した汗は広島の復興うながす希望のしずく（中２望月

晴） 後にﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにおいても、会員基盤の多様化のため、若い

会員の増強が本年度のＲＩ会長から求められています。どうか皆様

方の一層のご協力をお願いし、会長時間を終わります。 

ご清聴有難う存じます。 
 

 

 

*ｶﾞﾊﾞﾅｰより２０１７-１８年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者についての通知がありまし

た。ｶﾞﾊﾞﾅｰ指名委員会より岩国中央ＲＣ 藤中秀幸 氏が候補者と

して推薦されました。意見等ある場合は理事会に申し出て下さい。 

*今年度「広島１４ＲＣ合同懇親ｺﾞﾙﾌ大会」のご案内が広島廿日市Ｒ

Ｃより届きました。４月２６日（日）に開催されます。詳細をＦＡＸにて

お送りいたしますが、多数の皆様にご参加頂きますようお願いいた

します。 

*新会員候補者（ＢＯＸ配布物） 

*地区大会特集号（ＢＯＸ配布物） 

*ﾛｰﾀﾘｰの友（ＢＯＸ配布物） 
 

 

 

会報ＩＴ委員会  畑委員長 

ﾛｰﾀﾘｰの友今月号のﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間の特集ﾍﾟｰｼﾞに『災害救

助情報発信でFacebookの効力を実感』という題で当ｸﾗﾌﾞの記事（横

書きＰ９）が掲載されております。 

是非、ご一読ください。 

職業分類会員増強委員会  石井委員長 

例会終了後、委員会を開催します。 

■本日の例会     ２０１５年１月２２日（木）   第２２１０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 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 「新会員自己紹介」 

 樽本 陽輔 会員 

前回例報告   ２０１５年１月１５日（木）  第２２０９回 

幹事報告                幹事  合田 尚義 
連続出席表彰 

会長時間                 会長  河本 浩一 

委員会報告 
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【自主出宝】 

河本会員･中山会員･合田会員･二井本会員･佐々木会員 

本日の「年男の弁」楽しみにしております。塩本千榮造会員、増

田会員、岡田会員よろしくお願いします。 

岡田会員 本日、年男の弁をさせて頂きます。よろしくお願いし

ます。 

迫会員 連続出席７年に達しました。入会して今年で１０年です

が、なぜか７年。これからもがんばります。 

佐々木会員 お陰様で入会して４年が経ちました。今後もﾛｰﾀﾘ

ｰﾗｲﾌを楽しんでいきたいと思います。何卒宜しくお願いします。 

髙原会員◇ ①先日来、ﾊﾞｽの日帰り旅行に興味を持ち、地方

色豊かな美味しい料理に大変興味を持っています。②例会に３

０年来の大学病院の婦長と会い、互いに思い出話に花を咲か

せました。 

岡部会員 早退します。山村眼科に行ってきます。 

島本会員神農さん，株式会社トスクの本店移転おめでとうござ

います。益々の社業のご発展を祈っております。 

 

当日計 12,000 円（内、ｗｅｂ6,000 円） 累計 836,000 円 

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

 
 

 

 

 

『年男の弁Ｐａｒｔ１』 
 

塩本千榮造会員 

（１９４３年２月生） 

 

乙未（きのと ひつじ） 

乙（きのと）その字の形から

も分かるように屈曲するとい

う意味があります。生え出た

草木の芽がまだまだ伸びき

れない状態。 

未（ひつじ） 暗い曖昧という意味があります。草木の枝葉が

茂る一方で日当たりや風通しが悪い状態。 

「物事を曖昧にせず、いかなる障害にも屈せず、陰ひなたなく

進めてゆく必要がある年」 

以上、今年の干支についての話をしましたが、本年は健康で

１年間を過ごし、出来る限りﾛｰﾀﾘｰの例会に出席したいと思い

ます。本年も宜しくお願いいたします。 

 

 

増田 達夫 会員 

(１９４３年１２月生) 

 

本年６回目の年男を迎える

ことになりました。このクラブ

在籍中でも３回の年男を経

験しました。過去２回、あい

さつの内容を覚えているわけではありませんが、年男・還暦の

ときには頑丈な体に産んでくれた母親に感謝していること話し

た覚えがあります。その母は現在も健在で、私と同じ年女で９

６歳を迎えることとなりました。 

振り返ってみますと、私の入会は１９８５年ですから、ちょうどこ

の４月に３０年になります。その前に青年会議所にも１３年在籍

しましたのでﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの在籍を足しますと、奉仕団体に４３

年の長きに亘って所属したことになります。青年会議所の良さ

は４０歳で卒業することです。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは卒業がありません

ので、いささか複雑です。 

昨年、長年一緒に活動してきた久保田さんの年齢は一回り上

ですがﾛｰﾀﾘｰでは私のほうが１年先輩です。また、年は２級後

輩ですが、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞでは１年先輩の猫島さんも退会されまし

た。非常にさみしいです。ですが、亡くなられてお別れするより

元気な姿を見てお別れするほうが本当に気は楽です。私の思

い過ごしでしょうか？ 

私は体格では久保豊年さん・三宅さんとは引けを取りません

が、精神的にはﾁｷﾝﾊｰﾄで人前で話をするのが苦手としていま

す、また原稿を作っても支離滅裂でうまくできません。 

あれやこれやと考えるとなんでこんなにﾄﾞｷﾄﾞｷするのだろうと、

自分自身でもいやになることが、しばしばおこります。 

何事にも堂々とした態度で取り組みたいものです。ﾛｰﾀﾘｰ活動

でもこれまでは人の後ろに隠れて、責任ある仕事したころがあ

りません。本当に申し訳なく思っております。ｸﾗﾌﾞ活動する残さ

れた時間はあまり多くありませんが、できる範囲で積極的にお

手伝いできればと考えております。 

ここで印刷事情をお話しします。近年の印刷は大きく変わりま

した。私がこの業界に入ったのは大学を卒業後のことです。自

宅は工場と同居しておりましたから、いつも印刷機械が子守唄

で騒々しい中で育ったものです。 

当時から印刷の手段はたくさんありますが、当時わが社の主

力は活字主体の印刷です。この方法は本などを印刷するに

は有効な方法ですが、もちろん一色刷りの地味な形式です。 

一方、商業印刷ではオフセット印刷いいますが、この方法は

「水と油」の反発を利用したもので、活版印刷は、平面を移動

することによって印字します。オフセット印刷は回転運動で印

刷いたします。どちらの方法でも、生産量に違いはあります

が、大量に印刷することでコストを抑え、一個当たりの単価を

低くすることを目的にしています。 

したがって必要でない量を作るように、つまり単価を抑えるた

めのセールストーク教育をしていました。 

しかしＩＴ社会に時代が変化し始めると、この大量に作ること

が、はたして世の中でよいことなのか問われることになりまし

た。木材などの資源を無駄に使い環境を破壊することが「悪」

と言われるようになったのです。 

現在は少し違います。必要な量・必要な人の目的あった物を

提供しなければならないのです。極端な言い方をすれば、一

枚でも１００枚でも同じ単価で納品できることが、可能になって

きたからです。 

情報の伝達手段がｱﾅﾛｸﾞからﾃﾞｼﾞﾀﾙに変わったことからきて

います。情報の中身を独り占めできたのが我々の業界です。

私たちが持っているﾉｳﾊｳはｵｰﾌﾟﾝになりﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸ

ｾﾙなど）などを駆使して国民一人一人が印刷屋になってしま

ったのです。 

ところで新聞に折り込まれるﾁﾗｼの数が減ったと思いません

か？ サイズは小さくなっていませんか？ 紙の厚みいかがで

すか？ 折り込みﾁﾗｼはｳｴﾌﾞの広告に大きく食われていま

す。私の長男は新聞を購読していません。たぶんﾗｼﾞｵなども

聞いていないと思います。もちろん固定電話も置いてありませ

ん。当然のことですが、ｽﾏﾎですべてを代用します。 

これからの印刷屋さんは紙だけに頼っては生きてはいけませ

ん。相対的に紙の有意性が薄れてきたわけですから、ｱﾅﾛｸﾞ

とﾃﾞｼﾞﾀﾙの特徴を捉え、双方の長所を取り入れた商売にしな

ければなりません。今当社では印刷を核とした周辺のﾆｰｽﾞを 

卓話時間 

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 
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掘り起こし、お客様の要望を的確に再現できるように、社員を

教育中です。 

わが社は本年創業１２４年を迎えます。明治２４年（１８９１）祖

父の作ったカンバンには奮闘努力と書いてありました。 

お客様には一生懸命つくしましょうとの心構えを現したのと受

け止めています。今後もこの精神にのっとり企業経営を続けて

まいりたいと思います。 

後に今後釣り、麻雀、ｺﾞﾙﾌ人生を楽しみ、さらにﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌ

を満喫したいと思っております。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

岡田 清治 会員 

（１９５５年３月生） 

 

皆さん明けましておめでとうご

ざいます。 

私は、３月１３日で６０歳の還

暦を迎えます入会７ヶ月目の

岡田清治でございます。 

生まれ育ってから大切に思っていることなどをお話させて頂きま

すので、よろしくお願いいたします。 

７月の新会員卓話でもお話いたしましたが、生まれは山口県田

布施町の兼業農家の家に生まれました。親からの話では、生ま

れた日に２km 離れた隣村でも出産を迎えた家があり、産婆さん

が行ったり来たりと何回も往復し、結局私の方が少し早く生まれ

ましたが、大変だったと聞いております。 

名前「清治」の由来ですが、父が出生届けを出す際、おじいさん

は次男坊なのであまり名前にはこだわらず「与太郎」でいいんじ

ゃないかと言っていたが、父親は流石に可哀想だと思い役場で

「清治」の名前が思いついたので名づけたと私には言っておりま

した。話は本当なのか定かではありませんが、父親には感謝して

おります。 

また、母親からは、赤ちゃんの時おしめを交換する際足の長さが

違っている事に気が付くのが遅かったらしく、今でも、自分では

気づかないのですが、回りの人から遠くからでも体が左右に揺れ

て歩いているのですぐに岡田さんだと解ると言われております。 

今年の夏には、小学校の３回目の成人式（同窓会）が計画されて

いると聞いており、大変楽しみにしております。 

田舎で育ちましたので、近所のおじいさんおばあさんに色々教

えられる事も多くありました。 

今でも意識している言葉があります。それは「よそ様でお呼ばれ

があった時は、箸を付けた物は必ず残さんように食べんさい、そ

うじゃなかったら箸を付けちゃーいけん。」と言われたことです。

「もったいない精神で物を大切にしなさい」の意味合いもあった

のでしょう。おかげで好き嫌いは殆どありませんが、今でも夜遅く

なっても食事は全部食べる癖があり、すっかりメタボになってしま

いました。昨年の社内の健康診断で、けんぽ協会の保健師の方

から２点指導を受ける事になりました。 

まず１点目は、血圧が以前から高かったのですが、ついに上が１

６０、下が９０を超える数値になりましたので、病院受診を勧めら

れました。早速、受診しましたところ先生から尿酸値も高いと言わ

れ、現在２種類の薬を飲んでおります。 

２点目は、メタボ改善のため、昨年の１１月から７１キロあります体

重を６７.６キロ以下にするために「はらすまﾀﾞｲｴｯﾄ」にﾁｬﾚﾝｼﾞし、

体重・血圧・運動量などを１８５日間Ｗｅｂに記録しております。 

ｶﾛﾘｰ削減の取組みは、毎日飲んでおりますﾋﾞｰﾙと言っても発泡

酒ですが、糖質０、プリン体０に替え、３５０ｍｌを２本飲んでおりま

したが、１本に減しております。 

運動量の取組みとしまして、通勤時には駅までの片道２ｋｍを歩

く事、ﾎﾃﾙ内では出来る限り階段を利用し、毎日１０,０００歩を目

指しておりますが、なかなか達成出来ておりません。 

毎日継続して実行する事の難しさを実感しております。 

本日の卓話を機に、日々健康を意識し目標を達成する為にも、

例会には元気に出席してまいりたいと思っておりますので、今後

ともご指導よろしくお願いいたします。 

話は前後いたしますが、熊毛南高校在籍時に国語の担任の先

生が、教え子に有名な俳優「原田大二郎」がおり、私が教えたん

だと何度も聞かされました。 

皆さん「原田大二郎」ご存知ですか、私が良く覚えておりますの

は『階段落ち』で有名な映画「蒲田行進曲」の銀ちゃん役です。 

その「原田大二郎」は、とにかく本をよく読んでいた、先生から皆

さんも本を読みなさいと言われ、それまで小中と図書館にあまり

通った事がなかった私が、高校の図書館で確かに多くの閲覧カ

ードに原田大二郎の名前を見た様な記憶があり、本を読むきっ

かけとなりました。当時、浅間山荘事件などの衝撃的な事件もあ

り、人とのつながり方を意識したのでしょう、本を読まなかった私

がいきなりｻﾏｾｯﾄﾓｰﾑ著書の長編小説「人間の絆」を読み、本の

楽しさを覚えました。 

内容で、覚えているのは、「人生はﾍﾟﾙｼｬ絨毯のごとくあれ」と言

う言葉です。人が人生を語るとき、それはﾍﾟﾙｼｬ絨毯のように織り

上がった時に始めてその絨毯の価値が解るように、人の人生も

死を迎える時に初めて自分の人生は「斯く斯くしかじか」だったと

走馬燈のように頭の中を駆け巡り、初めて自分の人生について

語れる、私もそうありたいと、これからの日々を大切にして行きた

いと思っております。 

当時から、一番好きな書物はｻﾝ＝ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘの「星の王子様」で

す。名言と言われている一説「心で見なくちゃ、ものごとはよく見

えないってことさ。かんじんなことは、目にみえないんだよ」は皆さ

んもご存知だと思います。 

大人になると、物事をつい計算してしまい素直な気持ちを失いが

ちです。今も私の部下（女性だけですが）が退職する際に、ﾌﾟﾚｾﾞ

ﾝﾄとして差し上げております。 

後になりますが、今年は、山陽新幹線開業４０周年、被爆７０

周年と節目の年を迎えております。 

ﾎﾃﾙも、２階「ｳﾞｧﾝｳﾞｪｰﾙ」は１月５日から閉店し４月上旬に、店舗

名も新たにﾘﾆｭｱﾙｵｰﾌﾟﾝいたします。 

また、ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷも２７年度中には完成し、２階部分での接

続を行う予定になっております。 

更に、今年８月には４階宴会場「悠久の間」の改装を行い、皆様

方に心地よい空間の提供を行ってまいりますので、今後ともﾎﾃﾙ

ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱのご利用よろしくお願い致します。ご清聴有難うござい

ました。 

 

 
 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年１月１５日（木）  会員数 ８５名 

出席 ７２名  欠席 １３名 

１２月２５日例会出席率  １００％ 

１２月度平均出席率  ９９．７０％ 

■次回例会 ２０１５年１月２９日（木）１８時３０分～ 

【３ＲＣ合同例会＆懇親会】 

会場：リーガロイヤルホテル広島４Ｆ 


