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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 

入会式 

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 「年男の弁Ｐａｒｔ４」 

 山本  正 会員 / 神農 洪明 会員 

 松田 宜久 会員/ 丸本 佳生 会員 
 

 

 

秋山竜一氏の入会式が執り

行われました。 

ご入会おめでとうございます。 

秋山竜一 会員（あきやま 

りょういち） 

推薦者：河本会員、合田会

員 

職業分類：セメント販売 

勤務先：山陽物産㈱ 代表取締役社長 

所属委員会：ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 
  

 

 

皆様こんにちは。ご来会のお客様、ようこそお越し下さいました。会

員一同歓迎申し上げます。 

さて、近年核家族化する一方で晩婚化が進んだためでしょうか、若

い男女がペットを連れて歩いているのによく出くわします。犬派・猫

派、どちらが多数なのかは存じませんが、犬文学も猫文学も内外を

問わず名作があります。だが、俳句に出てくるのは断然、猫に軍配

が上がるようです。しぐさや、そのたたずまいが俳句心をくすぐるの

かしれません。久保田万太郎に次のような句があります。 

 ―仰山（ぎょうさん）に猫ゐやはるわ春灯（はるともし） 

春の路地の灯りのそばで、数匹の猫がのんびりと群れて京都あたり

の女性言葉を借用した巧みさが感じられ、「あっ、マタちゃん！あん

た、今までどこ行ってたん？」と、猫の囁きが聞こえてくるようです。 

そう言えば、去る２月２２日は「猫の日」でした。３つ並ぶ２をニャン、

ニャン、ニャンと読む語呂合わせからきています。恋の季節を迎えて

鳴き声が狂おしく、けたたましいのも今このごろです。猫好きは多い

ようですが、迷惑がる人も少なくありません。そこで不妊去勢の手術

を施して、猫と近所とが共生を探る試みも増えているようです。命を

一代限りで尊重しながら、数を減らしてゆく試みは各地で広がって

いる、と耳にしています。猫の殺処分は最も多かった１９９１年度の３

分の一に減っているとか聞きますが、無責任な餌付けで野良猫が居

着いたと言ったもめごとは絶えないようです。 

―春寒く子猫すりよる夕（ゆうべ）かな。  

飼うにせよ地域でかわいがるにせよ、責任が欠かせません。高浜虚

子の一句に、そんなことを読み取りました。 

近くの公園を悠然と歩く猫の背中の毛色にも淡い春が光って、確実

に近づく春の気配が感じられます。 

猫が主人公の文学と言えば、すぐに漱石の「我輩は猫である」が思

い浮かんできます。「我輩は猫である。名前はなだ無い。どこで生ま

れたかとんと見当がつかぬ」という書き出しではじまる処女作で、猫

の視点から人間模様を描いた名作です。 

ところで、ﾛｰﾀﾘｰの当年度は前半を終え、早くも後半の３分の一が終

わろうとしていますが、一度作中の猫がどのように言うか、ちょいと聞

いてみたいものです。猫からの返答は、会員各位の胸の内に聞け

ばわかるかと存じます。ご清聴有難うございます。 
 

 

 

*例会出欠予定表の運用について 

*広島１４ＲＣ合同懇親ゴルフ大会について再度ご案内 

*菅会員より香典返しといたしましてﾛｰﾀﾘｰ財団と米山記念奨学会に

ご寄附を頂戴いたしました。 

*３月例会予定表（ＢＯＸ配布） 

*次年度所属委員会表（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

奨学育英資金特別委員会  丸本委員長 

３月で卒業する当クラブ奨学生２名の方にお越しいただきました。ク

ラブから終了証と記念品を贈呈いたします。４月からも頑張って下さ

い。 

野球同好会 

例会終了後、ガバナー杯の打ち合わせを行いますので、よろしくお

願いいたします。 

■本日の例会    ２０１５年３月５日（木）    第２２１６回 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

会員誕生月お祝い 

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 「公共事業が日本を救う」 

 京都大学大学院工学研究科 

 教授  藤井  聡  氏 

前回例報告   ２０１５年２月２６日（木）  第２２１５回 

会長挨拶                会 長  河本 浩一 

幹事報告 

入会式 

委員会・同好会報告 
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これからも頑張ってください！ 

 

 

 

【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 

秋山さん、ご入会おめでとうございます。ﾛｰﾀﾘｰ活動を通じて共

に学び、成長していきましょう。よろしくお願い致します。 

本日の「年男の弁」楽しみにしております。神農会員、丸本会員、

松田会員よろしくお願いいたします。 

秋山会員  この度は伝統ある広島北ＲＣに入会し、身の締まる

思いです。精一杯頑張って参ります。今後ともどうぞよろしくお

願い申しあげます。 

中山会員･三保会員･久保(豊)会員･本田会員･山村会員 

秋山さんご入会おめでとうございます。城北ＯＢ一同歓迎致しま

す。これからのﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを楽しんで下さい。 

中根会員･丸本会員 広島桜が丘高校の趙 萌さん、広島文教

女子大学付属高校の入本美憂さん、ご卒業おめでとうございま

す。本日は緊張されているとは思いますが、奨学生としてのご挨

拶宜しくお願いします。 

松本会員 麗らかな春を覚える今日この頃でございます。この度

広島北ＲＣ奨学生趙 萌さんが、念願が叶い広島修道大学に入

学が決まりました。会員の皆様に感謝申しあげます。 

上河内会員 山本正会員、大変申し訳ありませんでした。所属

委員会表に名前がなくご心配をおかけしました。ごめんなさい。 

神農会員 本日年男の弁をさせていただきます。つたない話で

はありますが、よろしくお願い致します。 

河本会員◇ ﾆｭｰﾖｰｸ大学経済学部･同大学院の金融工学科

を卒業と同時に、監査法人ﾄｰﾏﾂのﾆｭｰﾖｰｸ事務所に就職した

長男が、米国在留１７年に一つの区切りをつけてこの度、同東

京事務所に転勤になりました。在留期間中、９・１１ﾃﾛに間近で

遭遇し、九死に一生の体験をしました。上京の折り、転勤した事

務所を丸の内に訪ねてみると、奇しくも私がｻﾗﾘｰﾏﾝ時代を過ご

したこのとのある会社が入っていた新東京ﾋﾞﾙでしたので、親子

の不思議な縁に驚いた次第です。 

岡本会員 ２２日に総社吉備路ﾏﾗｿﾝを走りました。結果は３時

間７分で５０歳以上の部で９位でした。今回は月曜日から６日間

禁酒して挑戦しましたが、お酒を飲んで走った別大より１分良い

ﾀｲﾑでした。お酒はあまり影響しないようでした。 

合田会員◇ ＩＭの司会にて「ひと噛みにつき、ひとﾆｺﾆｺ」と言

われておりましたが、幸い、大きな噛みはありませんでした。が、

ｱｼｽﾀﾝﾄの久保さんが池上さんの出身校の”慶応義塾”を”慶応

ぎじゅつ”と噛まれ、また、ＳＡＡをＳＳＡと言い間違えられました

ので、計２枚、出宝させて頂きます。 

塩本(能)会員・桑村会員 ﾆｺﾆｺ委員会でｴｰｽが年男の弁をしま

す。今日は自分で原稿を作ったので噛まないように。 
 

当日計 27,000 円（内、ｗｅｂ7,000 円） 累計 990,000 円 

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

 

 

 

『年男の弁Ｐａｒｔ４』 
 

山本  正 会員 

（１９３１年１０月生まれ） 

 

 

 

 

 

 

神農 洪明 会員 

（１９５５年６月生まれ） 

 

 

 

 

 
 

松田 宜久 会員 

（１９６７年７月生まれ） 

 

私を再度よく知って頂く為

にまずは自己紹介からさせ

て頂きます。 

昭和４２年７月生まれ、今年

４８歳になる年男でひつじ年です。竹屋小学校→国泰寺中学→

崇徳高校→愛知学院大学と進み、中学時代は卓球部、高校大

学時代はアメリカンフットボール部に在籍しておりました。小・中

学では上田さんと一緒で１つ後輩になり、大学の先輩は神農さ

んです。北ＲＣの推薦者は粟屋さんと神農さんです。 

個人と家庭と会社の話をさせていただきます。 

個人の話では今年年明けからダイエットを開始し現時点体重が

５ｋｇ落ちました。 

家庭の話ではこの４月より長男・長女が共に大学を卒業し就職

いたします。会社の話では２４日火曜日赤の經濟レポートに掲

載されたリレー放談を読み上げせて頂きます。 

「戦後に祖父が創業し、昭和五十八年に法人成り。父が社長に

就きました。当時はバブルの走りで、不動産業は売買が主体

でしたが、父は敢えて地道な賃貸・仲介業に専念し、地元のお

世話を続けていました。 

社長に就任したのは平成十二年。生まれ育ったこの街（宝町・

竹屋町・鶴見町・昭和町）で不動産を通して貢献する“生活総

合サービス業”を展開しています。生活総合サービス業とは、

あらゆる住環境ニーズに柔軟に対応できる多角的な経営のこ

とで、その為に専門的な知識と、技術の向上、企業連携(ネット

ワークの向上)を日々研鑽しています。特に、中小企業家同友

会での多くの出会いは自分磨きに役立っています。 

人の役に立ち喜んで頂く為に、人と人・人と物を繋げる仲介を

重点に三方良しの精神でより良い情報、サービス・商品を提供

していき、生活全般の町医者として地域と暮らしを支えていけ

るような会社であり続けたいと思っています。 

昨年末には弊社オーナー様に向けての役立つ情報を満載し

たセミナーを企画しました。相続が「争続」にならないようにお

手伝いし、次世代のお世話も続けていきたいですね。」 

今後とも宜しくお願い致します！！ 

 

 

卓話時間  

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 
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丸本 佳生 会員 

（１９６７年８月生まれ） 

 

私は２００８年９月１１日、当

時会長の山坂さん、石井さ

んのご紹介で入会させて頂

きました。 

４１歳で入会して、年男の弁が回ってくるのは、まだまだ先の事

と思っていましたが早いもので今年、年男の弁という事で、お話

しさせて頂きます。 

入会式の挨拶時に、かなり緊張して「伝統ある広島北ＲＣ」に入

会させて頂きというタイトルを言い忘れ、頭が真っ白になり次の

言葉が出てこなくなり２～３分暫く固まったまま、ご挨拶をしてか

ら、早７年目になります。 

本日は入会してから、携わって実施した事業をお伝えさせて頂

きます。 

入会１年目の国際奉仕委員会で、創立４０周年記念事業 

２００９年４月から８月にかけて，バングラデシュ・チッタゴン市の

小学校と児童に対し，スクールバス２台とパソコン４台，色鉛筆

等文房具多数を寄贈。バングラデシュにおける識字率は，約４

０％であり，それが同国の貧困や健康問題の主たる原因となっ

ている。スクールバスとパソコン寄贈は，当クラブと２７１０地区及

びバングラデシュのアグラバードＲＣと３２８０地区が共同で取り

組んだマッチング･グラントによる識字率向上プロジェクトとして

行われた。小学校まで７,８キロメートルもの距離を歩いて通って

いる児童もおり，スクールバス等の寄贈に児童たちは大変喜ん

でいました。 

４年目の職業奉仕委員では、会員の会社紹介誌（会員小冊子）

の作成。会員職業紹介を通じて会員相互の理解をより深める目

的で作成しました。 

６年目の国際奉仕委員会での４５周年記念事業 

タイ郊外では人々の生活が大変貧しく、飲料水は雨水を貯めて

飲んだり、水道水の水質は劣悪で多くの子供達は水が原因で、

頻繁に病気に掛かっております。 

そこで、ＲＩ３３５０地区のスリウォンロータリークラブと連携し、タイ

郊外のピチット県内の小学校３校に「安全で、きれいな水」を飲

んでもらう為に、浄水器を設置する事業を実施しました。 

浄水器１台（浄水器は業者による定期的なメンテナンス付）を学

校に設置することにより、約５００人の子供たちや、学校近くの住

民に「安全できれいな水」を提供することができました。 

これらの事業は、手探りで全くの白紙から行ってきた事業もあり

ましたが、当クラブメンバー方々のご協力と、知恵をお借りして

出来た事に大変感謝しております。 

また次回の年男の弁は還暦になります。また今後色々な事業を

実施し報告したいと思います。 

最後に私のモットーは、「頼まれごとは、試され事」です。 

「相手に何かを頼まれた時は、でも・・・、と人はすぐにできない

理由を探してしまいますが、頼まれた時こそに変えると、前向き

に行動できるものです。「相手ができないことは、絶対に頼まな

い」と思いますので、今後ロータリー活動や仕事に於いても、喜

んで頂けるよう「結果」に拘って、一生懸命答えていきたいと思

いますので、引続きご指導の程、宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

２０１５年７月からの特別月間について 

 

国際ロータリー理事会は、２０１４年１０月開催の第２回会合で、

ロータリーの特別月間を、重点分野を強調するものに変更しま

した。２０１５年７月からの特別月間は、次の通りです。 

 

７月 ：なし 

８月 ：会員増強・拡大月間 

９月 ：基本的教育と識字率向上月間 

１０月 ：経済と地域の発展月間 

１１月 ：ロータリー財団月間 

１２月 ：疾病予防と治療月間 

１月 ：職業奉仕月間 

２月 ：平和と紛争予防/紛争解決月間 

３月 ：水と衛生月間 

４月 ：母子の健康月間 

５月 ：青少年奉仕月間 

６月 ：ロータリー親睦活動月間 

 

なお、１０月のもう一つの特別月間「米山月間」は、日本独自に

設定しているため、従来通りで変更はありません。 

 

 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年２月２６日（木） 会員数 ８７名 

出席 ６８名  欠席 １９名  ゲスト  ４名 

２月１２日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

上久保昭二 様（広島） 

沈  勝義 様（三次中央） 

入本 美憂さん（広島北ＲＣ奨学育英資金奨学生） 

趙   萌さん（広島北ＲＣ奨学育英資金奨学生） 

山田  亨 様（広島文教女子大学付属高校 教頭） 

石田 竜介 様(広島桜が丘高等学校 教諭) 

■次回例会ご案内 ２０１５年３月１２日（木）１２：３０～ 

職場訪問例会 「ｵﾀﾌｸｿｰｽ㈱Wood Egg お好み焼館」 

１１：３０ ホテルグランヴィア広島 バス出発 

１２：００ 広島ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ西側市営駐車場 貸切バス出発 

広島北ＲＣ今後の予定について 
 

４月 ２日（木）  休会 

   ９日（木）  通常例会 

 １６日（木）  通常例会 

 ２３日（木）  通常例会 

 ２４日（金）  創立４６周年記念例会&懇親会 

 ３０日（木） ２４日（金）に変更 

５月 ７日（木） 休会 

 １４日（木） 通常例会 

 ２１日（木） 通常例会 

 ２８日（木） 通常例会 

６月 ４日（木） 通常例会 

 １１日（木） 通常例会 

 １８日（木） 通常例会 

 ２５日（木） 年度最終例会&新会員歓迎懇親会 

ロータリーニュース 


