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国際ロータリー会長 ゲイリー Ｃ.Ｋ. ホァン 氏 

国際ロータリーテーマ 

LIGHT UP ROTARY 
ロータリーに輝きを 

■会長  河本 浩一    ■幹事  合田 尚義 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 

 E-Mail:hnrc@world.ocn.ne,jp URL http://www.hnrc.jp/ 

例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１５年２月５日発行 Vol．１４２１

 
 
 
 
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 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

｢キープスマイル！ひろしまＫＩＤＳ｣ ＤＶＤ鑑賞 

卓話時間 ｢新会員自己紹介｣ 

 樽本 陽輔 会員 
 

 

 

*次週２９日(木)の例会は『３ＲＣ合同例会』です。時間、会場ともに変

更となっておりますので、お間違えのないようお願いします。 

*２月例会予定表（ＢＯＸ配布物） 

 訂正事項：２月１９日(木)の卓話者は増田会員ではなく松田会員が

正しいです。訂正しお詫び申し上げます。 
 

 

 

ＩＭ実行委員会 

例会終了後、実行委員会を開催しますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 

 

 

【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 

来月のＩＭ開催まで残りわずかとなりました。当ｸﾗﾌﾞがﾎｽﾄｸﾗﾌﾞとして

充実したＩＭを開催し、立派におもてなしができますよう、会員の皆

様におかれましても、それぞれの委員会での担当業務にご尽力を

よろしくお願い致します。 

本日の樽本会員による新会員卓話楽しみにしております。よろしく

お願いします。 

島本会員･山内会員 樽本さん、今日の新会員卓話を楽しみにして

います。頑張ってください。 

岡本会員 月初に誕生日のお祝いをありがとうございました。本日、

５４才の誕生日を迎えました。今後も健康に留意して頑張ります。 

藤田会員 妻の誕生日に素敵な花を頂きありがとうございました。 

金井員★ 愛車のﾊﾞﾝﾊﾟｰが取れて壊れてしまいました。 

髙原会員◇ 我が家のﾊｲﾋﾞｽｶｽが咲きました。花と女性は共通点が

あるようです。大切にしたいと思っています。 

岡部会員 先週木曜日、若くして白内障手術を山村眼科で。１週間

のｺﾞｰｸﾞﾙ生活を終えて視力１．２に回復！ありがとうﾄﾞｸﾀｰ ﾔﾏﾑﾗ。 

 

当日計 22,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 858,000 円 

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

 

 

『新会員卓話』 

 

樽本 陽輔 会員 (２０１５年１２月１８日入会) 

 

皆様こんにちは。昨年１２月

１８日に入会させて頂きまし

た、樽本陽輔でございま

す。 

本日は新会員卓話というこ

とで、皆様の貴重なお時間

を与えて頂きまして誠にあ

りがとうございます。これか

ら私の経歴を含めまして自己紹介をさせて頂きたいと存じます。 

私は１９６９年（昭和４４年）１１月、サラリーマンの父と専業主婦の母と

の間に「樽本家」の次男として広島市西区庚午にて生を受けました。

うえには２歳離れた兄がおり、二人兄弟です。 

そして小学校２年生の夏まで庚午で育ち、その夏に両親が家を建て

ることになり、西条へ引っ越しました。 

なぜ西条なのかというと、母の姉が西条に嫁いでおり、土地のご縁

をいただいたからです。転校してきた当時の西条は庚午に比べてま

だまだ田舎でびっくりした記憶があります。 

兄が地元の進学塾に通って修道中学に入学したこともあり、勉強嫌

いだった私も半ば強制で入塾させられて受験する羽目になり、奇跡

的に広島大学附属東雲中学校に合格し、昭和５７年入学しました。 

私の中学校は名前のとおり先生を養成する学校であった関係から

日頃から入れ替わり立ち代わり教生の先生つまり大学生が来ては私

たちに授業を授業していました。私たちは日頃から常に自分たちで

考え、議論し、行動することを求められていましたので、この時の経

験が社会人になってから多いに生かされていると思います。また中

学の３年間はバスケットボールに勤しんでいました。 

そして中学卒業後、昭和６０年広島県立賀茂高等学校に入学します。

初はバスケットボール部に入部しましたがバンドブームの時代の 

■本日の例会     ２０１５年２月５日（木）   第２２１２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・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 「新会員卓話」 

 樽本 陽輔 会員 

前々回例報告   ２０１５年１月２２日（木）  第２２１０回

幹事報告                幹事  合田 尚義 

委員会報告 

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 

卓話時間 
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中、友達からバンドへの熱烈な勧誘を受けて、バンドを結成する

ことになり、私はベースを担当することになりました。バンド活動

においては楽器や音響機材の購入、練習用のスタジオ費用、ラ

イブ会場代やステージ衣装代等結構なお金がかかるということ

で、毎朝の新聞配達と週３回工場での夜間アルバイトを続けて

お金を工面しました。途中で体力に限界が来たため、バスケット

ボールを止め、バンドに専念しました。 

そしてバンド活動に没頭し、学業がおろそかになったため、高校

卒業後結局一浪して平成元年広島修道大学商学部に入学しま

した。両親との約束で奨学金とアルバイトですべての学費を工

面する約束だったのでバンドを続けるのは厳しいと思っていた

矢先にたまたま高校の同級生が先輩として会計学研究会に所

属しており、日商簿記の国家資格も取れるという口説き文句で

入部を決めました。そこからバイトづけの生活と会計学研究会を

両立させ、３年生の時に部長を務めさせて頂きました。 

そして無事に４年で大学卒業後、平成５年地場の中本総合印

刷㈱へ営業として入社しました。 

ここでは旅行代理店や不動産ディベロッパーの既顧客を中心に

新規開拓を命ぜられ、パンフレットやチラシやカタログ等の企画

提案営業を行なっていました。 

この当時得た財産は顧客が経営者の方ばかりで、訪問するたび

に服の着こなし方やビジネスマナーはもとより、様々な推薦書を

通じて人の生き方について沢山教えて頂いたことが今の私の社

会人の基礎となっています。 

その後平成８年にＦＡ用センサや測定器のメーカーである㈱キ

ーエンスに営業として転職します。 

しかしあまりの激務とストレスから身体を壊してしまい、１年後の

平成９年に退職することになってしまいました。私の人生 大の

挫折となりました。 

その後大学生時代にアルバイトをしていた㈱テイケイ西日本と

いう警備会社で再びアルバイトをしていた際に、かつての上司

が役員となっており、すぐに営業としてお誘いを受けて入社させ

て頂きました。その後本社営業部で２年間建設・土木会社への

交通誘導警備業務の営業を経験した後、平成１２年１月人事異

動で東広島支社長を拝命しました。 

そして、平成１３年４月に妻の千春と結婚いたしました。 

この後お客様であった地場建設会社役員の方に東広島商工会

議所青年部への勧誘を受け、平成１３年１１月に入会させて頂き

ました。その時の青年部の会長が弊社の社長というご縁をこの

時頂きます。 

翌年平成１４年１０月双子の命を授かりました。長女みなみと次

男創です。 

そしてその後小泉政権の時代に労働者派遣の製造業解禁を機

に、弊社社長と共同出資で人財アウトソージング事業を行うこと

になり、平成１６年１月㈱シナジー（当時はビルテックサービス

（有））に常務取締役として入社しました。 

東広島市の土地柄もあり事務系の人財サービスではなく、マツ

ダの一次・二次サプライヤー様を中心とした製造現場に特化し

た人財サービスとしました。 

また翌年の平成１７年９月にグループ会社（有）シナジーコミュニ

ケーションズを共同出資で設立し、私が代表取締役を拝命し、

地場の建設会社様を中心に交通誘導警備事業を展開させて頂

いております。 

弊社は平成７年にビルメンテナンス専業として設立され、その後

人材派遣・人材紹介・製造業務請負・検査業務請負等の人材

アウトソージング事業はもとより、近年では省エネコンサルティン

グ事業やリフォーム事業に進出し、チャレンジを続けており、こ

の２月１日で満２０歳の誕生日をようやく迎えさせて頂くことになり

ます。そして、ここ数年で広島市内の顧客ともご縁を頂いている

関係で昨年広島出張所を開設し、社員と共に今後広島市エリア

でも頑張っていく所存です。 

ちなみに平成１９年度に東広島商工会議所青年部の会長、平

成２４年度には広島県商工会議所青年部連合会会長、平成２５

年度は日本商工会議所青年部広島県連代表理事等務めさせ

て頂き、沢山の素晴らしいご縁と、経験という財産を頂き、今年

の３月末で卒業します。 

しかし、その４月からは東広島法人会青年部会の部会長を務め

させて頂く予定となっております。 

様々な人との出会いと経験を通じた幾多の学びの中で私が特

に人生の道しるべとして大切にしている言葉が２つあります。 

１つ目は柳生家の家訓である、 

小才は、縁に出会って縁に気づかず 

中才は、縁に気づいて縁を生かさず 

大才は、袖すり合う他生の縁もすべて活かす 

という言葉です。 

これは縁を敏感にチャンスととらえ、そして人間関係をすべて生

かすことで素晴らしい人生を送ることが人間力形成の根幹であ

るということ教えてくれていると思います。 

２つ目は天台宗を開祖された 澄の名言「忘己利他」です。 

自分の都合や損得勘定を離れて、純粋に相手の立場にたって

物事を見、対処していく態度や生き方が長年地域に根を張って

商売させて頂くうえで、常に自分を戒めていく為にも大切にして

います。 

また趣味の話しですが、主には読書と料理です。 

読書は中学校の時の恩師である国語の先生のススメで「ショー

ト・ショート」という短編 SF 小説という独創的な世界を築かれた星

新一さんの作品がご縁で 

本が大好きになり、学生時代は江戸川乱歩や芥川龍之介や太

宰治や夏目漱石といった日本文学はかなり読みあさりました。 

また社会人になっても年間５０冊の読書をノルマとしてビジネス

本はもとより、歴史本やエッセイ等幅広いジャンルの本を読んで

色んな人の考え方を学んできました。 

近とくに繰り返し読んでいるのが孔子の教えを弟子がまとめた

「論語」です。 

今の混沌とした時代の中で、「人がどう行動するべきか？」「尊敬

される人間とはどういうものなのか？」「そうなるためにはどんな

努力をすればいいのか？」を説いたこの「論語」の教えはとても

人生の道しるべになると考えています。 

もう一冊が佐藤一斎の「言志四録」です。 

この本は当時の小泉首相が教育関連法案を衆議院で論議して

いる中で述べてから、いっそう有名になった本ですが指導者の

ための聖書であり、志を立て、自分の運命を切り開き、世のため

人のために尽くさんとする為に必要なことが多く書かれた歴史本

です。 

彼の弟子には佐久間象山がおり、その門下から勝海舟、吉田

松陰らが弟子として誕生し、吉田松陰の「松下村塾」から高杉晋

作、山縣有朋ら明治維新に深く関わった志士が登場したのは言

わずもがなです。 

こういった読書を通じて、人としてどうあるべきかの本質を学び続

け、志をたて、実践していくことで、経営者としてもまた社会の責

任世代としてもより多くの貢献をしていくためにも自己研鑽がと

ても大切だと感じています。 

また料理は休みの日の朝に起床して冷蔵庫を開けて、ある材料

を使って料理を作るというルールにしています。そのことによって

頭の回転と想像力などの感性を鍛えることができますし、オフの

日のリフレッシュにもなりますし、何よりも家族サービスになるとい

うことで一石二鳥ならぬ一石三鳥だと思います。とくに餃子やハ

ンバーグの仕込みを子供と一緒に行なっている時は話しが弾み、

家庭内コミュニケーションの活性にも一役買っています。 
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また新しい趣味としては今春からダイエットを始めて１５ｋｇの減量

が出来て、秋からランニングを始めています。 

５０才になるまでにはホノルルマラソンに出場し、完走することを

目標にこれから楽しんで頑張っていきたいと思います。 

今まで色々と、とりとめのない話しを沢山させて頂きましたが、今

回伝統ある広島北ロータリークラブに入会させて頂けたことは非

常にご縁を感じますし、感謝の気持ちでいっぱいです。 

まだまだ未熟者で若輩者の私ですが諸先輩方に様々な教えを

請い、学び続けながら人間力を磨き、少しでもお役に立てるよう

に精進を重ねて参りたいと思いますので今後ともご指導・ご鞭撻

の程、よろしくお願いします。 

長時間ご清聴誠にありがとうございました。 

 
 
 
 

『広島北・広島陵北・広島安佐３ＲＣ合同例会＆懇親会』 
 

日 時 ２０１５年１月２９日（木）１８：３０～ 

会 場 リーガロイヤルホテル広島４Ｆ 

ホスト 広島安佐ＲＣ 

 

国歌斉唱 

ロータリーソング ｢それでこそロータリー｣ 

歓迎挨拶 広島安佐 RC 奥芝会長 

各クラブ幹事報告 

懇親会開会 

開会挨拶  広島北ＲＣ 河本会長 

乾杯  広島陵北ＲＣ 渡部会長 

食事 

アトラクション （演奏 モノトーンズ） 

本年度・次年度理事役員及び新会員紹介 

ロータリーソング   ｢手に手つないで｣ 

閉会挨拶  広島安佐ＲＣ 長神副会長 

閉会 
 

 

 

・・・写真で振り返る合同例会・・・ 

 

 
 

 
 

 
 

 
後は「手に手つないで」を歌って終わりです♪ 

その他のお写真はＨＰをご覧ください。。。 

 

次年度は当クラブがホストを務めます。 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年１月２２日（木）  会員数 ８５名 

出席 ６６名  欠席 １９名 

来客  ２名  ゲスト 1 名 

１月８日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

永野 正雄 様（広島） 

浦  信一 様（入会予定者） 

前回例報告   ２０１５年１月２９日（木）  第２２１１回

懇親会 


