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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 

２０１６年６月９日発行 Vol．１４７４

 

 
国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来客紹介 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 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『新会員自己紹介』 

 小林 直哉 会員 

 中川 良浩 会員 

 

皆さんこんにちは  

来客の皆さんにはようこそお越し下さいました。最後までゆっくりと

お過ごしください。      

さて、いよいよ今年度も残すところあと１ヶ月となりました。長いようで

過ぎてみると アッと言う間の１年でしたが、会員皆さんのご協力の

お陰をもちまして、本当に沢山の事業やら 催しをして頂き「楽しん

で実践する」事が出来たように思います。 

この６月は既に次年度の事業計画も出揃って着々と準備が進んで

いる事と思いますので、もう今年度として新たな展開は何も考えては

おりませんが、今月の会長時間で少しずつ反省の弁を述べさせて

いただきたいと思います。 

まず最初にﾛｰﾀﾘｰには毎月強調月間のﾃｰﾏが有りますが、此の毎

月のﾃｰﾏに沿った行動がうまく取れていない面もあり、会員皆さん

への周知が甘かったのではなかったでしょうか？ 

ただ今年度については年度始まりの７月に急に強調月間のﾃｰﾏが

変更になると言うｱｸｼﾃﾞﾝﾄも有り皆さんに混乱を招いたことも事実で

すし、この強調月間のﾃｰﾏについての意識が私自身低く認識の甘

さがそのような状況を生んだ事について反省しております。  

と言う事で 今月のﾃｰﾏ 「ﾛｰﾀﾘｰ親睦活動月間」 です。 

ﾛｰﾀﾘｰ活動の中心となる「四つのﾃｽﾄ」と「ﾛｰﾀﾘｱﾝの行動規範」がﾛ

ｰﾀﾘｰ手帳の最初のﾍﾟー ｼﾞにあります。 

好意と友情を深めるか この月には次年度への引き継ぎ等もあり会

員相互の交流が活発になる時期です。相手の立場を尊重し親睦を

深めて行きましょう。更に次年度が楽しくなる事を願って、会長の時

間を終わります。  

 

 
６月お誕生月の皆様、おめでとうございます！ 

 

 

*本日、１７時より｢かなわ」において「新現引継ぎクラブ協議会」を開

催します。出席予定の方はお忘れのないようお願いします。 

*ﾛｰﾀﾘｰの友誌（ＢＯＸ配布） 

*ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信（ＢＯＸ配布） 

*地区大会仮登録のご案内（ＢＯＸ配布） 

*インターシティ･ミーティング報告書（ＢＯＸ配布） 

 

広報常任委員会  杉町常任委員長 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ切手の作成にあたり、故･北田会員の絵を使用させていた

だきました。奥様に切手をお送りしたところ、丁寧なお礼状を頂きま

したので、ご紹介いたします。 

■本日の例会       ２０１６年６月９日（木）   第２２７２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 『映画で広島を盛り上げる』  

 脚本家  鴨 義信 氏 

前回の例会   ２０１６年６月２日（木）     第２２７１回 

会長時間                会 長  山下 正司 

誕生月お祝い 

幹事報告              幹 事  上河内裕司 

委員会報告 

今月、還暦を迎えた本田

裕二会員にｸﾗﾌﾞから記念

品を贈りました。 

おめでとうございます！ 
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ゴルフ同好会  藤原会員 

６月５日開催予定の３ＲＣ合同ゴルフコンペについて 

野球同好会  吉永原会員 

ガバナー杯野球大会のアルバム回覧について 

 

*地区大会仮登録のお願い 

 １０月２９日(土)・３０日(日) 広島で開催されます。 

 今回は広島中央ＲＣがホストを務めますので、例年に倣い、全

員登録を依頼されておりますので、よろしくお願いします。 

 登録料 １４，０００円（個人負担） 

*被選理事会 １５時～ 「かなわ」 

*被選クラブ協議会 １５時３０分～ 「かなわ」 

 

≪自主出宝≫ 

中山会員・三保会員・岡部会員・丸本会員・小林(孝)会員 

本日、被選理事会・被選ｸﾗﾌﾞ協議会､新現引継ぎが行われます。

次年度よろしくお願いします。 

小林(直)会員 本日は卓話の時間を利用させて頂き、ありがとう

ございます。 

本田(裕)会員◆◆ 本日は誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄありがとうございました。

また還暦のお祝いまでして頂き恐縮しております。６０才を機に

一からｽﾀｰﾄの気持ちで頑張ります。 

髙原会員◇ 誕生日のお祝いありがとうございます。 

菅会員◇ 誕生日のお祝いありがとうございます。 

中根会員 誕生日を祝って頂き、有難うございます。今月で６４

才になります。 

杉町会員 今月で６３才を迎える事となりました。今日までの健康

に感謝し、これからも皆様方のご指導を宜しくお願い致します。 

神農会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

坪内会員 誕生日のお祝いを頂きありがとうございます。皆さん

これからもご指導よろしくお願いします。 

桑村会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

浦会員 誕生日のお祝いありがとうございます。今月で４９才とな

ります。また私事ではありますが、先日、無事、税理士の登録を

終え、税理士を名乗れるようになりました。今後とも宜しくお願い

致します、 

原田会員 ｵﾊﾞﾏ大統領が平和公園に来られた時、彼に抱擁さ

れ、嬉し泣きをしていた男性は私の幼稚園･小学校の同級生で

驚きました。 

山下(江)会員 昨夜の｢相続･遺言のﾎﾟｲﾝﾄ５０｣出版記念ﾊﾟｰﾃｨｰ

には多数の会員のご参加ありがとうございました。お陰様で、約３

７０名にて盛大に行うことができました。お礼申し上げます。 

土井会員 ５月の多打喜会例会にて優勝のつもりが３位、１ｱﾝﾀﾞ

ｰで残念でした。 

島本会員 先月の１４ＲＣのｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ「優勝」に続き、先週の土

曜日にあった広島商業高校同窓会ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟでも，１５７名中「優

勝」しちゃいました。商品のＢＭＷのｷｬﾃﾞｨﾊﾞｯｸを大切にいたしま

す。 

山坂会員 本日、所用のため早退します。 

 

当日計 31,000 円（内、ｗｅｂ1,000 円） 累計 1,404,900 円 

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

 

 

『新会員自己紹介』 

 

小林 直哉 会員 （２０１６年４月２１日入会） 

勤務先：㈲エムズ 代表取締役 

推薦者：上田会員・久保(豊)会員 

 

１９６８年（昭和４３年）１０

月に広島県広島市で生

を受けました。 

広島市内にある、竹屋小

学校、広島城北中学校、

広島城北高等学校を無

事、通常の年齢で卒業し、

１９８７年（昭和６２年）日

本体育大学 体育学部 体育学科に進学いたしました。 

大学ではﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部に所属し、ﾁｰﾑとして日本一など多くの栄

冠を経験し、個人としては一年足らずの期間ですが学生日本代

表という名誉を受けると共に、ｸﾗﾌﾞの先輩から『浴びるようなお酒』

と一昔前、相撲界を賑わせた流行語『かわいがり』を受け、けっし

て華やかとは言え無いバラ色？いえ荊棘の道のような学生生活

を送ってまいりました。 

大学卒業後、広島の産興株式会社という中国電力の関係会社

で１９年間広告のお仕事をさせていただきました。 

みなさんから『なんで広告代理店からいきなりお好み焼屋なの？』

とよく聞かれます。 

もちろん私もお好み焼き屋さんになるなんて夢にも思っていませ

んでしたし、親もごく普通のサラリーマンでした。 

唯一の可能性といえば私が広島生まれの広島育ち、小さい頃か

らお好み焼きを食べて過ごしてきたというぐらいだったのです。 

転職のきっかけは転職する一年前、中学校からの友人である井

畝雅一が私に『みっちゃん総本店』のﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを中長期で計

画してほしいと依頼してきました。この井畝雅一という友人が『み

っちゃん総本店』の社長、井畝満夫の息子で当時、彼は専務取

締役をしておりました。 

私としても仲のいい友人の依頼でしたので当初５年間の計画で

ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを策定し、仕事を進めておりました。 

打ち合わせ等で何度か顔を合わせているうちに彼から『ひとりじ

ゃ出来ないからうちに来て一緒にやってくれないか？』と言われ

たのですが、当時の僕はまったくそんな気もなく『俺、お好み焼き

焼けんよ！』と冗談で交わしておりました。 

…それから一年、話せば長くなるため割愛しますが・・・様々な思

いから一念発起し、現在の会社に転職いたしました。 

相変わらず今現在お好み焼きは焼けません。 

入社時は友人から経営層として仕事をしてほしいといわれました

が、『店を知らないと経営はできない』と頼み込み、半年間は一

日も休まず毎日店舗に立ち、ｽﾀｯﾌやお客様に接することを主業

務として過ごしました。 

慣れない、立ち仕事で一か月くらいは足が毎日ﾊﾟﾝﾊﾟﾝになって

いたことと大見得を切って半年間店に立つと宣言したことをひど

く後悔したのを覚えています。 

さて、最近いろんな方々からよく聞かれることがあります。 

同好会報告 

次年度幹事報告        次年度幹事 岡部 知之

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

卓話時間 
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「小林君は井畝会長の血縁ではないよね？」 

はい！その通り！ 

私は普通のｻﾗﾘｰﾏﾝの息子で、井畝会長の息子の友達というだ

けです。 

本来、社長の席に座る僕の友人、井畝雅一は、僕が入社した２

年後病にかかり４３歳という若さで他界してしまいました。 

病名はすい臓がん余命６カ月を医師から宣告されました。 

病気が発覚した後、彼と私は３つの約束をしました。 

１、直哉がみっちゃん総本店に来たのは運命と思い、自分に代

わって事業継承してほしい。 

２、父親である井畝満夫の作った広島流お好み焼きを広く全国

に広めてほしい。 

３、できれば自分の息子が会社を継げる年齢と経験を積むまで

頑張ってほしい。もし息子が他の仕事をしたいと言ったら、社

員の中から社長を選び末永くみっちゃん総本店を続けてほし

い。 

とても責任の重大な約束を私と交わし、彼は他界しました。 

そして私は彼の代わりとして今、会社の代表をさせていただいて

おります。 

三つ目の約束である彼の息子は現在１４歳、中学二年生です。 

少なくとも、あと２０年くらい元気に会社を存続させていかなけれ

ばなりません。 

そのためにも私は今回この広島北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞで多くの経営者の

方々の考えや手法を学び、私どもの会社経営に活かしたいと思

っております。 

私どもの会社のｽﾛｰｶﾞﾝですが… 

「広島のお好み焼きを全国のｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに！」 

これを掲げてがんばっております。 

皆様からのご指導ご鞭撻のほど節にお願いし私の卓話を終わら

せていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

中川 良浩 会員 （２０１６年５月２６日入会） 

勤務先：㈱文明堂総本店 取締役営業本部長兼広島支店長 

推薦者：山内会員・島本会員 

 

この度この伝統ある広島北

ＲＣに入会させていただき

ました中川良浩と申します。

どうぞよろしくお願いいたし

ます。本日は新会員卓話と

いうことですので僭越なが

ら自己紹介がてらお話をさ

せていただきます。入会１

週間ということですので、下手な話でもご容赦いただければと思

います。 

実は私、例会の席でお話しするのは２回目になります。前回は２

０１３年全国菓子大博覧会が市民球場跡地で開催されていた時、

商工会議所での例会で菓子博の説明をさせて頂いたことがござ

います。その後皆様方は菓子博をご覧いただいたと思います。 

その際の印象ですが北ﾛｰﾀﾘｰの皆さんは年齢層も広いのにとっ

ても和気藹々としてらして、楽しい雰囲気を感じました。父がﾛｰﾀ

ﾘｰの輪を大切にしているのもわかりました。そしていつかはこのｸ

ﾗﾌﾞに入会させていただきたいと考えるようになりました。 

入会の時期については漠然とではありますが父と交代という風に

考えておりました。しかし父もよく頑張っておりまして、なかなか私

の順番が回ってこない。このままではこちらが年を食ってしまうと

いうことで、この度推薦者の山内さん島本さん、そして畑さんたち

にお願いして入会の運びとなりました。 

先週の入会式では、山下会長からﾊﾞｯｼﾞをつけていただき、仲間

に迎えていただいた喜びで感動しました。入会まだ１週間ですが、

すでにいろいろな方と知り合いになれました。以前からの知り合

いの皆さんともご一緒することになり、さらに親交が深まりました。

これがﾛｰﾀﾘｰの素晴らしいところだと思いました。 

もうひとつ、入会して変わったことがあります。ﾛｰﾀﾘｰに入って、

親子の会話が増えました。会社にいると会話もなくつい不愛想に

なってしまうのですが、ﾛｰﾀﾘｰに来ると親子が笑顔でいられる。こ

れもﾛｰﾀﾘｰのすばらしさかと思いました。 

さてここで私と私の仕事のお話を少々させてください。私は昭和

３９年４月広島生まれの５２歳です。会社が広島に支店を開設し

たのも昭和３９年です。私は生まれた時からずっとｶｽﾃﾗ工場の

隣で育ちました。ｶｽﾃﾗの甘い香りが体に染みついています。そ

んな環境なのでお菓子に対する興味は自然についていました。

小学生のころ、工場の職人さんが三笠山というどら焼きの生地を

おたまで見事に均等に焼いていくのに感動し、お風呂で石鹸の

泡を生地に見立てて練習していました。 

大学は明治学院大学に入り、部活は少林寺拳法と英語研究会

に入りました。学生時代のｱﾙﾊﾞｲﾄ先もｹｰｷ屋でした。卒業後は

横浜ﾌﾗﾝｾという洋菓子店に修行に行き、横浜、成城のお店でｹ

ｰｷを作っていました。成城のお店は芸能人、当時で言うと松田

聖子さん田原俊彦さんなどが来るお店で、自分が作ったものを

召し上がっていただくのがうれしかった思い出があります。その

後会社に戻りまして最初は長崎の本社で仕事をしまして、平成３

年に広島に帰ってきました。 

ここでｶｽﾃﾗについてお話をさせてください。ｶｽﾃﾗは１６世紀にﾎﾟ

ﾙﾄｶﾞﾙ船によって長崎に伝わったのが最初と言われています。ち

ょうど鉄砲伝来と同じころです。他にﾀﾙﾄ、ﾎﾞｰﾛ、金平糖、有平糖

などのお菓子もﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙから伝わったものです。 

ｶｽﾃﾗという名前の語源は、当時ｽﾍﾟｲﾝのあたりにｶｽﾃｨﾘｬ王国が

ありまして、そこで食べられていたお菓子ということでその名が付

いたようです。またﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙのﾊﾟﾝﾃﾞﾛーというお菓子が現在確認

できるｶｽﾃﾗの原型と言われています。 

その後４００年の歳月をかけてｶｽﾃﾗは南蛮渡来の日本のお菓子

として育ってきました。 

ｶｽﾃﾗの原材料はとてもｼﾝﾌﾟﾙで、卵、砂糖、小麦粉、水飴のみ

で作られています。伝来当初は卵、砂糖、小麦粉だけでした。水

飴が入ったのは明治以降です。 

このようにｶｽﾃﾗはｼﾝﾌﾟﾙゆえにその製造には熟練の技術が必要

とされています。当ｸﾗﾌﾞからご注文を戴いた創立記念のｶｽﾃﾗも、

当社の熟練の職人が手焼きしたものです。私が焼いたものでは

ありませんのでご安心ください。 

と言いますのも、私は会社に戻ってからはずっと営業畑でやって

きました。お菓子に携わって３０年になりますが、ながらく製造の

仕事をしていないことに先日気づきました。自分のお菓子の技術

が３０年も前のものであって今の時代に通用しないと感じました。

そもそも自分は菓子のことを全部わかっているのか？原料に砂
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糖を使いますが、その砂糖ってどうやって作るのか？小麦粉の

違いは説明できるか？卵が先かにわとりが先かも含めて知らな

いことがいっぱいあると気づきました。 

そこでこの春始めたことがあります。もう一度お菓子を基礎から学

びたいと思いまして、製菓専門学校に入学しました。私、現在学

生でもあります。１８歳の娘も今年大学に入学しましたが、その娘

と同い年の子たちと一緒に、勉強をしています。これはすごく新

鮮です。 

余談ですが学割も使えます。先日娘と息子を連れて県立美術館

に徳川展を観に行きました。娘と学生証を出したら学割どころか

無料で入れました。でも映画やJRは学割よりもｼﾆｱ割りの方が安

いようです。１年後には製菓衛生師の資格を取ってﾆｺﾆｺでご報

告できるよう頑張ります。 

専門学校に行ってみて、学べることがこんなに幸せなことかと初

めて気づきました。人生いくつからでも学び始めることができると

知りました。 

そしてもうひとつ始めたこと、それがこのﾛｰﾀﾘｰです。人生の大

先輩がこんなにたくさんいらっしゃる。同世代の方や、若い方も

いらっしゃる。このﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは私にとってはもうひとつの学びの

場所です。みなさんから多くを学び、はやく一人前のﾛｰﾀﾘｱﾝに

なれるように頑張りたいと考えています。 

これから始まる新しいﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを大変楽しみにしております。 

いろいろとご指導いただきながら、ながくお付き合いをいただけ

れば幸いでございます。 

本日は貴重な時間を、つたない話にお付き合いいただきありがと

うございました。 

これからどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
 

 
去る６月２日（木）、「かなわ」において新現引継ぎクラブ協議会が

開催されました。 

現年度理事役員委員長と次年度理事役員委員長が出席し、今

年度の各委員会の事業報告と引継ぎ事項などが発表されまし

た。 

今年度もいよいよ大詰めを迎えます。残り１ヶ月ですが、気を引

き締めていきましょう。 

協議会終了後の懇親会は例年の如く、大変な盛り上がりをみせ

ました。（皆様、飲み過ぎにはご注意ください！） 

 

 

 
 

 
「ロータリー文庫」は、日本ロータリー５０周年記念事業の－つと

して、昭和４５年に設立された皆様の資料室です。ロータリー関

係の文献や資料など約２万４千点が収集整備され、ロータリアン

の皆さんのご利用に備えています。 

 

【開館時間】 月～金 午前１０時～午後５時（祝祭日休館）  

【所在地】東京都港区芝公園２丁目６番１５号 

黒龍芝公園ビル３F 

TEL：03（3433）6456 FAX：03（3459）7506 

【交通の便】 

JR／浜松町駅徒歩８分 

地下鉄 

 ・都営三田線芝公園駅(A３出口)より徒歩１分 

 ・都営浅草線・大江戸線 大門駅徒歩５分  

 

 
 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年６月２日（木） 会員数 ８７名 

出席 ８０名  欠席  ７名 

来客  ５名 

５月１９日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

白井 隆康 様（広島） 

橋本 宗利 様（広島） 

村尾 俊彦 君（広島東） 

高山  正 君（広島東） 

三宅 朗充 君（広島中央） 

■次回例会案内  ２０１６年６月１６日（木） 

卓話：理事役員委員長 

    『退任挨拶 Part１』 

食事：洋食 

新現引継ぎクラブ協議会 

ロータリー文庫をご存知ですか？ 


