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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・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 ｢マリーナホップの再生とこれから｣ 

 ㈱第一ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 代表取締役社長 

 杉川  聡 氏 （広島西南ＲＣ所属） 
  

 

 

皆様今日は。ご来会のお客様、ようこそお越し下さいました。会員一

同心より歓迎申し上げます。本日、卓話をいただきます杉川さん、後

ほど楽しみにしています。 

―自分の心を捉えたものは千鳥城の天守閣であった。・・・大いなる

芸術品に心から祝福したいと思う。 

これは大正４年の夏、芥川龍之介が松江を訪れ、お城の天守閣の

偉容を見て、随筆に書き留めた一文です。時代は文明開化を迎え

て明治の世になると、維新の実利主義で多くの歴史的な建造物が

破却されました。そした世情の中で、解体に待ったをかけ、守ってき

た郷土の人たちの志に共鳴し、芥川は「大いなる芸術品」と評したの

でした。その松江の天守閣が悲願の国宝へと昇格を果たします。白

鷺に例えられる世界遺産の姫路城とともに国内の文化財としては同

格となることでしょう。こちらは外目が黒っぽくて地味ではありますが、

力量感のあふれる美しさは決して負けていません。破風の形が羽を

広げた千鳥に似ていることから「千鳥城」の別名があります。 

国宝の決め手となったのは天主創建当時、２枚の祈祷札に記された

城や武運を祈った文言でした。それが８０年近く所在不明となり、懸

賞金を設けて探していたところ、天主から南１３０メートル離れた松江

神社で「慶長１３年」と記された祈祷札が見つかりました。発見後、実

際に天主にあったことを確かめるため、創建当時に釘穴や染みの跡

から、札が打ち付けてあった柱を見つけ出して立証したのでした。

守りたい古きものは無論ですが、城だけではありません。松江は城

下町であると同時に、日本誕生の神話の里で、神々の首都でもあり

ます。また古墳時代の住居跡、中世の豪族の屋敷跡など多くの史跡

と豊かな自然環境を抱え、古代・中世・現代が調和した由緒ある街

並みでもあります。 

この度の快挙を機に、松江が裏日本という暗いイメージを払拭し、

神々の奥座敷として培われた名跡の里として改めて花開き、城を活

用した地域活性化と人々の交流の拡大を切望して止みません。 

１００年前、松江を訪れた泉下の芥川は次のような予言を遺し、その

慧眼に納得がゆきます。 

―水に浮かぶ睡蓮のような美しい都市が造られることだろう、と。 

中国地方に住むものとして、また一つ歴史的建造物が国宝になるこ

とを、素直に喜び誇りにしたく存じます。 

ご清聴に感謝し、会長の時間を終わります。有難うございます。 
 

 

 

 
山本(忠)会員４４年、久保(雅)会員１４年、河本会長４年、吉永会員・

中嶋会員３年  おめでとうございます！ 
 

 

 

*次週２８日(木)の例会で臨時総会を行います。 

*国際地雷処理・地域復興支援の会の会員募集のお願いの件 

*ロータリーの友（BＯＸ配布） 

*６月例会予定表（BＯＸ配布） 

*国際地雷処理・地域復興支援の会（BＯＸ配布） 
 

 

 

次年度幹事報告  上河内会員 

先週お配りしました会員名簿校正のお願いですが、次週２８日（木）

が締め切りです。また、２８日（木）１５時３０分より｢かなわ｣において

第２回被選クラブ協議会を開催します。 

■本日の例会    ２０１５年５月２８日（木）    第２２２６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 

入会式 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

臨時総会 

卓話時間 「退任挨拶」 

 G6 ガバナー補佐   髙原宏之 会員 

 ガバナー補佐幹事 粟屋充博 会員 

前回例報告   ２０１５年５月２１日（木）  第２２２５回 

会長挨拶                会 長  河本 浩一 

幹事報告                 幹事  合田 尚義 

委員会報告 

連続出席表彰 



 

2 

 

 

 

ゴルフ同好会  

４月優勝  迫 慎二会員 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【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 

杉川様、本日は当クラブ例会にお越しいただきありがとうござい

ます。卓話楽しみにしております。 

高原会員◇ 杉川聡様、本日の卓話を楽しみにしています。 

炭田会員 杉川さん、北ｸﾗﾌﾞへようこそ！ 卓話楽しみにしてい

ます。元気になりました。 

山坂会員 杉川さん、ﾏﾘｰﾅﾎｯﾌﾟでは大変お世話になっており

ます。今日は卓話よろしくお願い致します。 

塩本(能)会員◇ 杉川さん今日はよろしく！ 

山本(忠)会員 昭和４６年５月１３日、故･世並、川村両氏の推薦

で当ｸﾗﾌﾞに入会させて頂き､今月で連続出席４４年を迎えました。

推薦者の言葉「ﾛｰﾀﾘｰは出席が大切なんです。出来ますか？」

と聞かれ約束しました。これからも出席を続けられるように健康で

努力したいと思います。推薦者の言葉に感謝です。（4,400円） 

吉永会員 本日は連続出席の表彰をして頂き、ありがとうござい

ました。あっという間の３年間でしたが、これからもマジメに頑張り

ますので宜しくお願い致します。 

中嶋会員 連続出席３年達成。次は４年を目指します。 

坪内会員 妻の誕生日に素敵な花を贈って頂きありがとうござい

ました。 

岡田会員 妻の誕生日にお花のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを頂きありがとうござい

ました。 

庄子会員 先日、妻の誕生日に美しい花を頂きありがとうござい

ました。 

迫会員 先月の１４ＲＣ親睦ゴルフ大会での多打喜会例会でﾊﾝ

ﾃﾞｨのお陰で優勝させて頂きました。ありがとうございました。罰

金とお礼で出宝させて頂きます。 

≪先週１４日分≫ 

中川会員･広川会員 先月２４日の創立４６周年記念例会にお

いて４０年以上在籍ということで豪華な花を頂戴しました。誠にあ

りがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。 

山坂会員･杉町会員･松田会員･岡部会員･吉永会員･上河内会

員・中山会員・山内会員・浦会員・本田会員 三次きんさいﾘｰｸﾞ

で１勝１敗でした。 

合田会員 誕生会員お祝いの司会で５月を４月と言い間違えま

した。失礼しました。お詫び申しあげます。 

佐藤会員★ 皆様にご心配とご迷惑をおかけしました。 

金井会員 本日所用にて早退いたします。 

 

当日計 25,400 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 1,237,400 円 

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

 

 

 

 

『マリーナホップの再生とこれから』 
 

㈱第一ビルサービス 

代表取締役社長  杉川  聡 氏 

 

２０１１年。みどりグループ

を挙げてマリーナホップ

運営のチャレンジを決断

しました。 

再生を果たし、賑わいを

取り戻すことで必ず広島

の「街づくり」に寄与でき

ると確信したからです。 

経営参画の話を頂いた当時は３０億程度の売り上げで、来場者

も１８０万人程度であり厳しい状況でありましたが、昨年５４億、今

年度は５５.６億を見込み、皆様のご協力で順調に回復しつつあ

ります。 

中国地方他県で大型なアウトレットモールが完成し、他の商業

施設とまともに競争しても難しい状況です。今後のマリーナホッ

プは「脱アウトレットモール」「ここだけモール」を掲げ、ここにしか

ないような物を集めていく形で運営をしていきます。 

海が傍にあり宮島に船が出ている。レストランが傍にある。ペット

を連れて入店ができる。土産物屋がある。市内で出来ない観光

のあり方がここにはあります。神楽団などイベントも積極的に誘

致し発信させて頂いています。実際、お客様や旅行代理店など

から利用しやすいとの声も上がってきていて、すこしずつ取組の

有益性が認知されるようになってきました。 

また環境面においても、当社はもともとビル管理業であり、太陽

光パネル設置や館内ＬＥＤ化など市内では一番環境に配慮出

来ている商業施設であろうと思っています。 

みどりグループということもあり、「緑」に力をいれ展望台等も設

置、まだまだ「緑」を増やしていく予定です。 

マリホまでの道路拡張も県と市と協議中であり、アクセス向上も

今後期待できます。今よりさらに土日にスムーズに利用していた

だけるような商業施設になっていくと思います。 

海を感じる「プチ非日常空間」、買い物だけでなく、気分転換、

息抜き等の感じで日常利用されるようになればと強く願います。 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年５月２１日（木） 会員数 ８６名 

出席 ７２名  欠席 １４名 

来賓  １名  来客  １名  ゲスト ３名 

４月２４日例会出席率  １００％ 

４月度平均出席率    ９９．７０％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

杉川  聡 様（卓話来賓・広島西南） 

国広 和也 様（卓話者ゲスト） 

森原 弘昌 様（広島東南） 

本田 裕二 様（入会予定ゲスト） 

黒田 昌浩 様（入会予定ゲスト） 

■次回例会 ２０１５年６月４日（木）１２：３０～ 

卓話  「プラチナ世代 

～人生の後半を豊かに生きる為に～」 

広島県安芸高田市長 浜田 一義 氏 

食事  幕の内 

卓話時間  

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 

同好会報告 


