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国際ロータリー会長 Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン 氏 

国際ロータリーテーマ 

Be a Gift to the World 

世界へのプレゼントになろう 

■会長  山下 正司    ■幹事  上河内 裕司 
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９月１０日発行 Vol．１４４６

 

 
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 親睦委員会 

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 『新会員卓話』 

 秋山 竜一 会員 

 岡田 昌樹 会員 

 樹野 敏之 会員 

 

皆さんこんにちは 御来客の皆さんにはようこそ広島北ＲＣへお越し

下さいました。 後までごゆっくりとお過ごしいただき、楽しんで頂き

たいと思います。 

さて、本日は８月１５日にお亡くなりになりました瀬川様のお別れの

会が隣の会場にて執り行われ多くの知人・友人の方がお見えになっ

ておられます。姉妹ｸﾗﾌﾞの京都伏見ＲＣからも多くの会員にお越し

いただき、加口会長様からお悔やみの電報と手紙を頂いております

のでご披露いたします。 

又、８月１９日にお亡くなりになりましたパスト会長の古谷様のお悔

やみに今朝ご焼香をあげさせて頂きに伺ってきましたのでご報告い

たします。改めて当ｸﾗﾌﾞに多くの功績を残して頂きましたお二人の

ご冥福をお祈り申し上げます 

さて、今月は基本的教育と識字率向上月間・ﾛｰﾀﾘｰの友月間です。 

１７日の例会では会報 IT 委員会で「ﾛｰﾀﾘｰのＩＴ化について」と題し

て今月の強調月間についての卓話の時間を担当頂きます。 

又、本日の卓話の時間では、３名の新会員さんが卓話を聞かせて

頂くことになっておりますが、どのような話が飛び出すのか大変楽し 

みにしておりますのでよろしくお願いいたします。 

本日の会長時間を終わります。 

 

 

久留米北ＲＣ 

宮原通義 様 

 

宮原様は瀬川会員のお

別れ会にご参列の為、

遠方よりお越しください

ました。 

例会にもご出席いただき

ありがとうございました。 

 

 
左から、下前会員・本田(善)会員・佐々木会員・中川会員・合田会

員・山下(正)会長  おめでとうございます！ 

■本日の例会      ２０１５年９月１０日（木）    第２２３９回

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 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 『打てば響く組織論（ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ理論）』 

 ボトムアップパーソンズ協会 

 代表理事  畑 喜美夫 氏 

貴クラブパスト会長 瀬川正義様のご逝去に接し、心より

哀悼の意を表します。 

瀬川様は誠実にロータリー活動に取り組まれ、会長を務め

られると共に長く野球のご指導をされました。 

現在貴クラブと拙クラブが姉妹ｸﾗﾌﾞ締結より二十五年を

迎え、益々友情を深めておりますのも瀬川様のご厚情の所

似と思慮しております。 

瀬川様の捲かれました友情の種をこれからも滞りなく育

ててゆきますよう決意を新たにしております。 

今後とも変わりなくご交誼を賜ります様、お願い申し上げ

ます。 

平成二十七年九月三日 

京都伏見ロータリークラブ

会長  加口 雅之  

前回の例会     ２０１５年９月３日（木）  第２２３８回 

会長時間              会 長    山下 正司 

バナー贈呈 

誕生月会員お祝い 
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《ご案内》 

＊本日例会終了後、理事会を開催します。今年度理事役員の

方は3F｢安芸｣の間にお集まりください。 

《ＢＯＸ配布物》 

＊ﾛｰﾀﾘｰの友  ＊ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信  ＊ﾌｫｰﾗﾑ集合写真 

 

職業分類会員増強委員会  粟屋委員長 

次週１０日の例会はｵｰﾌﾟﾝ例会としております。 

親睦委員会  越智委員長 

次週７日(月)に新会員歓迎懇親会をﾋﾞｱﾛｰｾﾞﾝで開催します。お

忘れのないようお願いします。 

職業奉仕委員会  塩本委員長 

職業紹介誌を近年入会の方の分を作成します。お願いの文書を

お渡ししておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

≪お客様出宝≫ 

久留米北ＲＣ 宮原通義様◇ 瀬川正義氏のお別れの会にお

邪魔しました。広島北ＲＣの皆様にはﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ甲子園野球大

会で３０年来お世話になっております。ありがとうございます。 

京都伏見ＲＣ会長 加口雅之 様◇、幹事 浅野雄祐 様◇より 

故・瀬川正義様のご冥福をお祈り申し上げます。 

京都伏見ＲＣ竹中徹男様◇ 瀬川ﾊﾟｽﾄ会長様には大変お世話

になりました。本日、宜しくお願い致します。 

京都伏見ＲＣ海野郁郎様◇、辻 基一様◇、三上敦様◇、木下

博之様◇、鈴木治一様◇、松田良信様◇、兼元秀和様◇、羽

賀一朗様◇ 瀬川正義様のご冥福を心よりお祈り申し上げま

す。 

 
≪自主出宝≫ 

野球同好会一同(山坂会員･中山会員･坪内会員・越智会員･岡

部会員・松田会員・武部会員･小林会員･浦会員･森会員･金井

会員 京都伏見ＲＣの皆様、ようこそお越し下さいました。今月１

８日は京都へ参りますのでよろしくお願いします。来月１２日は呉

二河球場での対戦楽しみにしております。 

島本会員 秋山さん、岡田さん、樹野さん新会員卓話を楽しみ

にしています。 

秋山会員 本日、新会員卓話よろしくお願い致します。 

三保会員 今週末で｢かき船かなわ｣は５３年間の歴史を閉じます。

これまで本当にありがとうございました。今月下旬には新しい場

所での歴史が始まります。これからもよろしくお願いします。 

久保(豊)会員 ９/９ＰＭ１時～、広島弁護士会主催の事業承継ｼ

ﾝﾎﾟ&無料法律相談会を行います。私は今回ﾊﾟﾈﾘｽﾄとして出ます

ので、是非お出で下さい。 

合田会員 今月の誕生日で４７歳となります。年齢に恥ずかしく

ない大人になれます様、ご指導の程、よろしくお願い致します。 

本田(善)会員 今月で４０代 後の年４９才になります。脂ののっ

た４０代を華々しく飾りたいと思います。一層、頭に磨きをかけて

精進して参ります。どうぞ宜しくお願い致します。 

佐々木会員 今月で４２才になります。これからもご指導よろしく

お願い致します。 

島本会員 ここ１ヶ月で幸せのためか３kg 太りました。ｺﾞﾙﾌのﾄﾞﾗｲ

ﾊﾞｰの飛距離も伸びました。が、ＯＢも増えました。あと、２kg 頑張

ります。 

 

当日計 43,000 円（内、ｗｅｂ 0 円） 累計 293,000 円 

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

 

『新会員卓話』 
 

推薦者 合田尚義会員より 秋山会員の卓話に先立ちまして、

一言、ご紹介をさせて頂きます。私と秋山会員は、元々、お仕事

を通じての関係が始まりであります。秋山会員の会社が取り扱っ

ておられる建設資材を当社が仕入れさせて頂いたり、或いは、お

互いに同じく、太平洋ｾﾒﾝﾄという会社の販売店であるという、同

業社という立場でもございます。秋山会員は今年３９歳という年

齢ですが、会社をお父様から数年前に引き継がれられ、会社の

代表として日々、頑張っておられます。そうした状況にあられまし

て、僭越ではありますが、秋山さんにとって広島北ＲＣに籍を置

かれて、仕事と共にﾛｰﾀﾘｰ活動にも取り組まれていくことは、絶

対に秋山さんにとってﾌﾟﾗｽになると確信を致しまして、河本会長

と共に推薦をさせて頂いた次第です。 

秋山さんは恐らく、渡部会員と共にｸﾗﾌﾞ 年少の学年だと思い

ます。城北中学･高校を卒業され、当ｸﾗﾌﾞにおきましては、大変

に個性あふれる諸先輩に恵まれておられますが、今後、ｸﾗﾌﾞ会

員の皆様からのご指導を秋山さんに頂きますように、お願いを申

し上げまして、私からのご紹介に代えさせて頂きます。よろしくお

願い致します。 
 

秋山 竜一 会員（２０１５年２月２６日入会） 

皆さん、こんにちは。ご紹

介頂きました秋山です。 

本日は３つの事について

お話ししたいと思います。 

初に生まれ育ちのこと、

次に職業(会社仕事)のこ

と、 後に広島北ＲＣとの

かかわりについてです。 

ではまずは名前です。 

名前は秋山竜一と申します。「りょういち」と読みます。 

親が竜馬とつけたかったのですが、字画を重んじる祖父の反対

があり、しかし竜の字は残したい…そうすると１画しか使えない。

という事で竜一になりました。 

１９７６年生まれ３９歳です。「辰年の竜一」と覚えてください。 

広島生まれ広島育ちです。両親の実家は白島と三次です。 

城北高校、東京理科大を経て大阪にある昭栄薬品に９年お世話

になりました。２００９年より山陽物産入社、現在に至っています。 

家族は妻と１男２女の５人家族。 

趣味は囲碁と料理です。囲碁は５段です。 

ｽﾎﾟｰﾂは中学高校で少林寺拳法をやっておりました。ｺﾞﾙﾌは練

習中です。両ﾊｰﾌで４０代を出すことが今年の目標です。 

次に職業(会社と仕事)の話です。 

山陽物産は広島を基盤とした地場の商社です。祖父が戦後に

石炭の卸売で創業しました。現在は肥料農薬、建材を扱ってお

幹事報告            幹 事    上河内裕司 

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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ります。３年前、社長に就任しました。 

自分の仕事は若社長兼、営業です。肥料もｾﾒﾝﾄも無くならない

産業ですが、伸びない商売です。跡継ぎで戻って肥料やｾﾒﾝﾄ

を担当から始めるにしても、ﾍﾞﾃﾗﾝ社員の皆さんもやりづらい。 

そこで、前職の経験を活かし家庭用の洗剤の取扱いを始めまし

た。 

とはいったものの、人員は１名、取引先はゼロです。 

自分ひとりで出来ることを考え、業務用の洗剤を探して家庭用に

売ることにしました。 

業務用の洗剤はプロが使うため、市販品よりも良く効くから後発

でも勝負になる、また、完成している商品を売るため、設備も研

究も不要で身軽に始められました。 

商工名鑑をめくって、洗剤メーカーさん、包装資材メーカーさん

などをあたりました。 

その中から家庭用に売っても良いとお話を聞いてくれる仕入先さ

んにめぐりあいました。 

洗濯洗剤をｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾁｪｰﾝ向けに作っている

会社です。 

ｺﾂｺﾂ売っているうち、売り先にも恵まれ、洗

剤はﾘﾋﾟｰﾀｰや口ｺﾐを頂いて少しずつ扱いが

増えてゆきました。問屋さん通じ今では全国

の量販店や生協で売られています。５年前、

年に２万個しか売れなかった商品は、昨年度

は１００万個を出荷しました。 

広島北ＲＣは２０１５年２月入会です。 

合田前幹事よりお誘い頂き、河本前会長とお二人の推薦を頂き

ました。先週のｹﾞｽﾄ例会についてのお話にもありましたが、３８歳

の若社長の身でﾛｰﾀﾘｰは早いと正直思っていました。ただ、

錚々たる先輩方が、１月の連休中にも関わらず時間作って集ま

ってくださり、美味しい魚と酒も進んでしまい…４杯目過ぎたあた

りで入会をお願いした次第です。 

自分は仕事でも人生でも失敗が多くありました。 

でも同時に出会いやﾁｬﾝｽに恵まれて来ました。会社の跡をつい

だ時や、洗剤を始めるときでも、分からない、出来ない事もやっ

ていれば誰かが助けてくれたり、新しい道が開けたりしたものでし

た。意外と何とかなるものだという感じです。 

社長業に少し慣れ、洗剤によって業績が上向きつつある時にﾛｰ

ﾀﾘｰのお誘いがあったのも一つのご縁だと思います。３５歳で社

長を継げば人様から注意して頂ける機会は減ってしまうし、洗剤

が売れたぐらいで成功したと思いこむのも次の成長につながりま

せん。実際、入会させて頂くと、暖かくも規律ある組織、素晴らし

い会員の皆さんがおられました。 

広島北ＲＣは自分に多くの出会いや気づきを与えてくれるのだと

確信しております。やはり、自分は運に恵まれているのだと思い

ます。親と祖父のつけてくれた名前と字画が良かったからかもし

れません。辰年で字画の良い、秋山竜一と覚えてください。 

ありがとうございました。 

 

 

 

推薦者 久保豊年会員より 岡田さんとの出会いは広島青年

会議所の時です。もう３０代の頃からの付き合いなので、２０年以

上前になります。自分が副理事長時のｾｸﾚﾀﾘｰをしてくれました。

岡田さんは非常に優秀でそつなく仕事をこなしてくれました。 

その仕事ぶりが認められて広島青年会議所では理事長まで勤

められました。 

私はどちらかと言うとｱｳﾄﾛｰﾊだったので副理事長まででしたが、

彼は優秀で王道を行くﾀｲﾌﾟです。只、時々すねると言う欠点があ

りますが、どうぞ皆様宜しくお願いします。 

 

岡田 昌樹会員（２０１５年７月９日入会） 

あらためまして岡田昌樹

です。宜しくお願いしま

す。 

久保豊年さん、下前嘉彦

さんに推薦を頂きまして、

歴史と伝統ある広島北Ｒ

Ｃに入会をさせて頂きま

した。昭和３７年生まれ、

５３歳です。 

私は、広島ＪＣで活動をしておりました。そのご縁で北ﾛｰﾀﾘｰのＪ

Ｃ出身の方々にお誘いを頂いたのが入会するきっかけでありま

す。広島にも複数あるﾛｰﾀﾘｰの中で、「どこで活動するか？」とい

う事ではなく「誰と活動するか？」という事で考えた場合、北ﾛｰﾀﾘ

ｰしかないと思わせて頂きました。グズグズした返答をしていたに

も係わらず、熱心にお声がけを頂きました事に改めて感謝と御礼

を申し上げます。 

私は家が広島で酒の問屋をしておりましたので、広島市内で生

まれました。幼稚園は幟町の聖母幼稚園、小学校は白島小学校

です。小さい頃から走るのが早くて、かけっこが得意技でありまし

た。小学校高学年ではｻｯｶｰではｾﾝﾀｰﾌｫｱｰﾄﾞで広島選抜ﾁｰﾑ

に選ばれておりました。ｸﾗｽのｿﾌﾄﾎﾞｰﾙではﾋﾟｯﾁｬｰで４番が定位

置でした。勉強もよく出来ておりましたし、生徒会長もやっており

ました。今こうして振り返ってみますと、私の人生において小学校

高学年の時代がﾋﾟｰｸだったように感じております。 

そのﾋﾟｰｸの時に中学受験をしまして広島学院に合格し、中学高

校時代を過ごしました。思春期の６年間を古江の山の中で男ば

かりで過ごしました。先生も音楽の先生に至るまで全員男性であ

りまして、今から思えば単なる小綺麗にされているおばちゃんで

ある図書館のﾊﾟｰﾄの方に、女性というだけでドキドキしてしまうと

いうような末期状態の思春期でありました。そのある意味失われ

た６年間を取り戻すために、今は流川でｺﾂｺﾂとﾘﾊﾋﾞﾘ活動をする

毎日であります。６年間を取り戻すのに、ﾘﾊﾋﾞﾘに２０年以上かか

っているというこれまた末期状態の中、日々を過ごしております。 

仕事の方は、酒問屋ですが酒類免許制度の変化に伴い、合併、

提携を繰り返しまして、 終的には東京の国分株式会社に何と

か会社を買ってもらう事ができました。昨年の暮れに株式の売買

も完了し、私も３月末にて退任をいたしました。問屋なので、倉庫

を含めて土地がありましたので、現在は、自社物件の不動産運

営と、酒食品業界からの流れで細やかながら飲食業をしておりま

す。 

ﾛｰﾀﾘｰの事は、本当にまだ何もわかっていない私であります。 

ＪＣを卒業して１２年、仕事以外の時間は本当に自由気ままに過

ごして来ましたので、ﾛｰﾀﾘｰに入会させて頂く事が決まってから、

その自由な時間が少なくなるような気がして、ちょっとﾌﾞﾙｰな気

持ちになっておりました。しかしよく考えてみると、何かを手に入

れて行く時というのは、多少なりとも何かを犠牲にして行くという

のは、当たり前の事であります。 

今は、これから北ﾛｰﾀﾘｰの皆様と過ごして行くであろう時間という

ものに、「ワクワク」する気持ちであります。「ブルー」から「ワクワク」

に切り替える事が出来ました。 

広島に生まれ育った一人の男として、ほんの少しでもいいからこ

の街が良くなる事、ほんの少しでもいいからこの街で暮らす人が

元気になる事、そして、そのために先ずは自分自身が元気良く

いろんな事に頑張る気持ちでい続ける事、少しずつ北ﾛｰﾀﾘｰの

活動の中で積み上げて行ければと思っております。 

不束者ではありますが、皆さんどうか今後ともに宜しくお願い致し

ます。以上、終わりとさせて頂きます。ありがとうございました。 
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推薦者 下川信宏会員より 樹野館員は山坂会員が会長をさ

れている広島大学 千田塾という OB 会のお世話を一緒にさせて

頂いていた関係で山坂会員と下川とでこの度、我が広島北ＲＣ

へ推薦をさせて頂きました。 

学生時代は野球部、陸上部、ｱﾒﾌﾄ部とﾊﾞﾘﾊﾞﾘの体育会系 肉食

男子？だったかどうかは知りませんがきっとやんちゃに過ごして

来られてきたのだと勝手に想像しています。 

面白いｴﾋﾟｿｰﾄﾞを先日聞きました。なんと女性の部屋に侵入して

きた男をその場で取り押さえて警察へ突き出したそうです。ちな

みにその女性が樹野さんの彼女だったかどうかまでは確認して

いません。また、なぜ樹野さんがその女性の部屋にいたのかまで

はあえて聞きませんでした。気になる方は後ほど本人に確認して

みて下さい。 

今はｲﾝﾀｰｸﾗｳﾄﾞと言う会社の代表でＩＴｺﾝｻﾙﾀﾝﾄをされています。

樹野会員曰くＩＴと言う言葉自体が既に古いそうなのですが、我

が広島北ＲＣのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをより深く充実させる為にこの度、会

報 IT 委員会に所属して頂きました。 

あまりにＩＴに関して先を行き過ぎていらっしゃいますので時々、

宇宙人と喋っている感覚にとらわれることがあります。樹野さんに

は是非、子供に話しかけるようにしゃがんで目線を合わせて説明

して頂ければより一層我々のＩＴに関する理解が深まると思われ

ます。 

樹野さんは一見、強面で言葉数も少ないのですが非常に周りに

気配りのできる心優しい方です。どうかは皆さま、樹野さんからＩＴ

ｸﾗｳﾄﾞについて教えて頂き、経営に活かして頂きたいと共に今後

共、樹野さんをよろしくお願いいたします。 

 

樹野 敏之会員（２０１５年７月９日入会） 

伝統ある当クラブに７月よ

り入会させて頂きました、

株式会社ｲﾝﾀｰｸﾗｳﾄﾞ 樹

野敏之と申します。 

どうぞよろしくお願い致し

ます。 

４月に卓話にお招き頂い

た際は仕事としてでした

が、本日はあくまで新人

として、立場をわきまえてご挨拶いたします。 

簡単に私の経歴を述べさせて頂きます。産まれ育ったのは海田

町です。中学校野球部の先輩にはｶｰﾌﾟの大下様・三村様、そし

て当クラブの杉町様がいらっしゃいます。そして広島観音高校か

ら広島大学法学部とずっと広島で過ごしております。なお学生時

代は学業よりもｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙに必死になっておりました。 

大学卒業後は府中町にありますﾏﾂﾀﾞ本社に入社し、株主総会・

取締役会といった商事法務関連の業務に携わっておりました。

会社法をはじめとした法律面での問題をクリアしながら、当時隆

盛を誇った総会屋に対応するという業務です。余談ですが、か

つて広島は総会屋のメッカと言われておりました。決算期変更そ

して全国一斉株主総会への移行を行いましたので、相対するこ

とは徐々になくなりましたが、当時の経験のお蔭で私は怖いもの

がなくなったような気がします。 

そういった業務を行っておりましたところ、しばらくして上司から、

「会社を代表してﾛｰﾀﾘｰﾕｰｽｸﾗﾌﾞに行ってくれ」と言われました。

ﾛｰﾀﾘｰと聞いて私は「それは開発部門の人じゃでなくていいんで

すかね？」と頓珍漢なやり取りをした記憶があります。 

ご存じの方もおられると思いますが、広島東ＲＣには年齢制限３０

歳までのﾕｰｽｸﾗﾌﾞというものが現在も存在します。当時私は三役

も務めておりましたので、本体のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにも時折出席してお

りました。 

何も知らない２０代の私は「この方々は忙しくないのかな？」と思

いながら「もしかしたら自分も将来このﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞに出るのかなぁ」

と勝手に想像していた次第です。そして当時の想像とは全く違う

ｷｬﾘｱを歩みまして、今、予定よりも早い年齢でこの場に立ってお

ります。人生というのはわからないものだと感じております。 

経歴に話を戻しますが、約１３年間のｻﾗﾘｰﾏﾝ生活を辞め、ＩＴ業

に転身いたしました。Ｗｅｂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業や老舗のＩＴ企業の役員

を兼任しておりましたが、昨年日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄのご支援を頂いて

株式会社ｲﾝﾀｰｸﾗｳﾄﾞを設立しました。 

そしてこの度、広島大学のＯＢ会「千田塾」でもご一緒の山坂様・

下川様よりご紹介を頂き、広島北ＲＣに入会させて頂いたのです

が、入会前から様々なﾒﾝﾊﾞｰの方々とご縁がありました。 

ﾌﾘｰになった頃より越智様にもお世話になっておりますし,ﾜｲﾝを

飲みに行くのはﾗ･ｶｼｪｯﾄですし、弊社事務所は松田不動産様に

お願いしております。そして主なｸﾗｲｱﾝﾄ様は山下江法律事務所

様です。なお本日、山下江先生は東京で開催のＭｉｃｒｏｓｏｆｔ過

去 大ｲﾍﾞﾝﾄ「ＦＥＳＴ２０１５」にて、日本を代表するｸﾗｳﾄﾞ導入事

例としてｾｯｼｮﾝにご登壇頂いております。 

次に弊社の事業内容を簡単にご説明致します。 

ｲﾝﾀｰｸﾗｳﾄﾞという社名のとおり、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔのｸﾗｳﾄﾞ製品の導入

支援を中心とした中小企業向けのＩＴｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを展開しており

ます。それと関連しまして、地方におけるｸﾗｳﾄﾞの普及を目指して

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔによって結成されました、ＩＴ販社２０社で構成される

「中四国ｸﾗｳﾄﾞ会」の会長も務めております。さらにＭｉｃｒｏｓｏｆｔ、

商工会議所や各種経営団体の依頼を受けて各種ＩＴ活用ｾﾐﾅｰ

の講師も務めております。 

ｸﾗｳﾄﾞには、情報共有・ﾓﾊﾞｲﾙﾜｰｸ・災害対策など様々なﾒﾘｯﾄが

あります。ｸﾗｳﾄﾞによって企業のﾜｰｸｽﾀｲﾙ自体を変えることが可

能であり、これは大企業よりも中小企業とって大きな成果が見込

まれます。現在もそして今後も、ＩＴ・ＩＣＴをどのように導入・活用

するかで企業の成長度合いは大きく変わってきます。私は、この

分野に詳しくない方にわかりやすくご説明することを も得意とし

ております。ぜひ皆様も遠慮なくどんなことでもご相談ください。 

後になりましたが、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにおかれましては様々な経験を

された先輩方が多くおられます。私は業務上はＩＴを指導する立

場ですが、人生そして正しい生き様というものを皆様からご指導・

ご鞭撻頂き、まだまだ成長したいと思っております。ぜひ今後とも

よろしくお願いいたします。 

以上、簡単ですがご挨拶とさせて頂きます。 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１５年９月３日（木） 会員数 ８７名 

出席 ７４名  欠席 １３名 

来客  １１名 

８月２０日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

辻  基一 様（京都伏見） 

三上  敦 様（京都伏見） 

木下 博之 様（京都伏見） 

鈴木 治一 様（京都伏見） 

羽賀 一朗 様（京都伏見） 

兼元 秀和 様（京都伏見） 

竹中 徹男 様（京都伏見） 

宮原 通義 様（久留米北） 

井内 康輝 様（広島南） 

松尾  仁 様（広島東） 

福田  翔 様（広島城南） 

■次回例会 ２０１５年９月１７日（木）１２：３０～ 

卓話 『ロータリーのＩＴ化について』 

担当：会報ＩＴ委員会 

食事 洋食


