
 

 

 
 1 

国際ロータリー会長  ジョン・ジャーム 氏 
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例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１６年９月８日発行 Vol．１４８５

 
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  

委員会報告 

同好会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 ｢新会員自己紹介｣ 

 藤澤 信也 会員（7 月7 日入会） 

 河村 唯志 会員（7 月7 日入会） 

 川村 敬史 会員（7 月7 日入会） 

 

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 

入会式 

誕生月お祝い 

会長時間  

幹事報告  

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 ｢新会員自己紹介｣ 

 福永 誠一 会員（7 月7 日入会） 

 古田 裕三 会員（7 月7 日入会） 

 西津 真治 会員（7 月7 日入会） 

 

ご来客の皆さんにはようこそお越し下さいました。時間の許す限りご

ゆっくりおくつろぎください。 

先日のガバナー公式訪問に際しましての田原ガバナーよりお礼状

が届いておりますこと、ご報告いたします。 

さて、８月２４日に起きましたイタリア地震では３００人近くの犠牲者

を出しました。ご冥福をお祈りいたします。みなさんはイタリア地震

におけるロータリーの支援をご存じでしょうか？我がクラブのファイ

スブックにも活動の模様をシェアした記事がありますので、既にご

存じの会員もいらっしゃると思いますが。ＲＩは「シェルターボックス」

とプロジェクトパートナーを組んで災害支援にあたっておりますが、

その「シェルターボックス」は８月２６日には現地に到着し活動を開

始しました。現地で必要とされている物を調査し、テントや救援物資

を提供しています。これらのロータリーの行動は一般市民のみなら

ずロータリアンにも知られていません。ロータリーの広報活動には

修正すべき点が多々あるように感じています。 

 

川上  武 氏の入会式が行われました。 

 
心より歓迎いたします！ 

 

《ご案内》 

＊本日１８時３０分より「かなわ」において理事会を開催します。 

《BOX 配布物》 

＊ロータリーの友 

＊ガバナー月信 

 

《ご来客出宝》 

広島陵北ＲＣ 瀬川長良 様★ 父の初盆に中山会長と岡部幹事にわざ

わざお参りをして頂きました。大変ありがとうございました。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

広島陵北ＲＣ 川中敬三 様 昨日は、中山会長他４名の方に当広島陵

北ＲＣ例会に出席賜り有難うございます。本日は瀬川会員共々おじゃま

致します。 

《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 

川上会員、入会おめでとうございます。クラブでの今後の活躍をお祈り

いたします。 

中山会員･三保会員･岡部会員･丸本会員･小林(孝)会員 

日曜日、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島にて地区指導者育成ｾﾐﾅｰが開催されまし

た。ご出席いただいた石田理事・上河内委員長・東会長ｴﾚｸﾄ・越智次年

度幹事、長時間お疲れ様でした。ぜひ委員会等でｾﾐﾅｰの報告をし活か

していただきたいと思います。 

中山会員･三保会員･岡部会員･小林(孝)会員 昨日、陵北ＲＣとのﾒｰｸｱ

ｯﾌﾟ取決め後、執行部で初の例会訪問を行ってきました。皆さんも是非ﾒ

ｰｸｱｯﾌﾟの際は陵北ＲＣに行かれて下さい。 

小林(直)会員 前回の例会で念願の自転車を落札できました。家族でｻ

ｲｸﾘﾝｸﾞを計画したいと思います。最後に・・・山坂先輩、最後の最後で僕

に勢いをつけていただきありがとうございました。 

下前会員 今月で５５歳になります。これからもよろしくお願い致しま

す。 

前回の例会   2016 年9 月1 日(木)   第22８3 回

会 長 時 間         会長  中山 昌実 

入会式 

幹 事 報 告        幹事  岡部 知之 

ニコニコ箱         発表：浦 信一会員 

本日の例会
2016 年９月８日（木） 

第2284 回 

広島信用金庫 常務理事 

職業分類：信用金庫 

推薦者：山本忠男会員･中尾建三会員 

所属委員会：親睦、社会奉仕 

その他：1958 年8 月生まれ 
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合田会員 年男４８歳の誕生日のお祝いをありがとうございます。 

佐々木会員 誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。これ

からもよろしくお願い致します。 

粟屋会員 妻の誕生日に美しいお花をお贈り頂きましてありがとう

ございました。妻も大変喜んでいました。 
金井会員 商売道具の携帯を迷子にしてしまいました。よく失くして

しまうので、ヒモでもつけて失くさないようにします。ご迷惑おかけし

ました。 
泉会員･杉町会員･松田会員･岡部会員◇･本田会員◇･小林(孝)会

員◇◇･吉永会員◇◇ ８/２５ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会が開催され、２次会で

ｶﾗｵｹ大会をしました。上手に歌わないと、歌っている曲が途中で終

了するという悲惨なｶﾗｵｹでしたが、見事２曲歌い切った岡部さん・

本田さんが２枚づつ、１曲歌い切った杉町さん・松田さんが１枚づつ、

４曲歌っても一度も歌いきれなかった小林さん・吉永が４枚づつ、い

い声だったけど１曲歌いきれなかった泉さんが１枚、計１５枚出宝さ

せていただきます。 

森嶋会員・山下会員・山村会員・浦会員・森会員・吉永会員 毎週

例会時にはたくさん出宝していただきありがとうございます。お陰様

でここまでﾊｲﾍﾟｰｽで貯まっていますが、発表する時間が少なく、せ

っかく出宝していただいても読めないことが多々あるため、本当に

申し訳なく思っています。今後も不愉快な思いをさせることがあるか

もしれませんが、寛大なる心でお許しください。 

 

 
 

★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

 

『新会員自己紹介』 
 

福永 誠一 会員（２０１６年７月７日入会） 

生後すぐに岡山に移動し４歳ま

で岡山で過ごす。  

小･中学と地元廿日市の公立中

学校に通い、高校は城北学園高

校。大学は学習院大学 に進学し、

ギャンブルにいそしむ普通の学

生。味の素物流株式会社に入社 

横浜→神戸 

２年半後に広島に帰り白菱入社。９年前に現会長が心筋梗塞に

て社長交代。２００８年に広島青年会議所に入会、結婚・出産  

街づくりの大切さや面白さを学ぶことができた。  

自分のポリシーとしてすべてのファンクションに参加していく。  

今後も北ロータリーで街づくりなどに積極的に活動していきた

し。  

 

 

古田 裕三 会員（２０１６年７月７日入会） 

本年度７月より入会させてい

ただきました古田裕三です。よ

ろしくお願いいたします。私は

久保雅史先輩と山坂哲郎先

輩の御両名に推薦していただ

き、広島北 RC に入会させてい

ただきました。 

自己紹介をさせていただきま

すと、私は昭和３４年生まれの今年５７歳になります。妻１名と子

供は長男、次男の２名の４人家族です。子供も社会人となり現

在は大阪・東京に勤めており、現在は自宅では妻との二人暮ら

しをしております。私は広島生まれの、少し関西育ちです。高校

までは広島におりまして、当クラブにも先輩後輩がたくさんおら

れます、城北中高等学校の卒業生です。大学から大阪に行きま

して、その後、関西で就職をして２６歳のときに広島に帰り大昌

工芸に入社しました。大昌工芸に入った当初は当然といえば当

然ですが、末端の営業マンとして入社しました。当時の業務内

容は、百貨店の催事場とかアパレル関係の展示会の会場設営

をする業務をしておりました。そんな私も社長を就任して１０年が

たちました。 

性格は熱しやすく冷めやすく、でもまた、すぐに熱してしまうとい

う掴みどころが難しい性格かなと思います。きっとわがままに育

てられたせいではないでしょうか。でも、明るい性格だと思いま

す。 

趣味はアウトドアです。これも性格なのでしょうか、飯盒炊爨に

始まり、焚火、BBQ、野宿、キャンプファイヤー、テントキャンプ、

キャンピングトレーラー、スキー、カヌー、マウンテンバイク、トレ

ッキング、登山・・・等々と色々と経験していますが残念ながら極

めたものはありません。なにせ熱しやすく冷めやすい性格なも

のですから。 

会社の話をさせていただきますと、大昌工芸は昭和４０年に創

業した会社です。今年で５２年目になります。業種は総合ディス

プレイ業です。どんな業種かというと、展示に関わる空間づくりを

行っている会社です。具体的には、衣食住に関わる色々な展示

会の会場設営、いわゆるイベントなどの会場設営を行ったり、各

種商業施設の空間づくり、いわゆるお店づくり、また、公共施設

のモニュメントだったり、サイン関係、或いは住宅空間など快適

と安らぎのある空間づくりをデザインから施工、後の保守管理・

メンテナンスを一貫して行っている会社です。色々な業種・業態

のクライアントとのつながりを持たせていただいております。本

社は広島ですが東京、大阪、岡山、福岡、松山、高松、高知に

事業所を設け、全国で展開させてもらっています。 

今回、広島北RCに入会させていただくに当たり、私は今まで JC

（広島青年会議所）,YEG（広島商工会議所青年部）,その他団体

にて色々と経験させていただき、色々な方々のご指導ご鞭撻を

頂き、色々と成長させていただいたと思っております。しかしな

がら、まだまだ未熟な部分のほうが多く、まだまだ勉強をしてい

かねばと考えております。そこで私自身の大きな節目として社長

業１０年を経験して、これからの１０年を自分の中での第２の成

長するステージとして、色々と勉強させていただくために RC に

入会させていただきました。まだまだ成長過程だと思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

《職業ニコニコ》 

金井会員 先月３０日付けで新会社を設立しました。㈱３Ｒとし

まして、ﾘﾃﾞｭｰｽ､ﾘｭｰｽ､ﾘｻｲｸﾙを軸に環境関連の世に出ていな

い技術を探し、製品化し、代理店ﾈｯﾄﾜｰｸを作り販売する事業

です。当面はﾊﾞｯﾃﾘｰの充電器を主に販売代理店を募集しま

す。ご興味のあられる方がおられましたら是非お気軽に声がけ

願います。 

久保(豊)会員 広島弁護士会のｲﾍﾞﾝﾄ案内です。ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽや

有期労働契約社員への対応についての講演と無料相談会を９

月１６日（金）午後１時から広島弁護士会館で開催します。 

岡田(清)会員 ﾎﾃﾙｲﾍﾞﾝﾄのお知らせです。１０月１３日(木)ｳﾞﾗ

ﾝｳﾞｨｱ広島会ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟを開催致します。「鷹の巣ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ」にて

ﾌﾟﾚｲ後、ﾎﾃﾙで打ち上げとなっております。ご参加よろしくお願

い致します。 

山下江会員 月曜午後に、ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ系の｢直撃ﾗｲﾌﾞ ｸﾞｯﾃﾞｨ｣に

登場しました。高齢者の消費者ﾄﾗﾌﾞﾙについての電話取材に答

えたので、名前と顔写真がわりと長時間出ていました。 

当日計 68,000 円  累計 555,000 円

卓 話 時 間 
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西津 真治 会員（２０１６年７月７日入会） 

今日は。新会員の西津真治で

ございます。 

７月７日、山坂様、高原様にご

推薦いただき伝統ある広島北

ＲＣに入会して以来早や２か

月となります。会員の皆様に

は心より温かく接していただき

感謝申し上げます。 

本日は大変貴重な時間を頂きましたので、私の経歴と勤務する

「あいおいニッセイ同和損保㈱」についてご紹介させていただき

ます。 

私は昭和４０年に東京都北区赤羽で生まれました。父は縁あっ

てお隣の岡山県で出生、同郷の母と結ばれ東京への転勤で私

は生を受けました。 

大学までは父の転勤もなく、東京、埼玉で過ごし、高校３年まで

は無遅刻無欠席を貫きました。昭和６３年３月、明治大学政治

経済学部経済学科を卒業し「あいおいニッセイ同和損保㈱」の

前身である千代田火災海上保険㈱へ４月に入社。 

最初の勤務地は東北の秋田支店で希望通り営業職場への配

属となりました。 

予想以上に、冬の寒さは厳しく、なんといっても困ったのは言葉

が全く分からなかったことです。 

お恥ずかしいことですが、お客様の言葉のﾋｱﾘﾝｸﾞが極めて困難

であった為ﾆｺﾆｺと笑顔を振りまき相槌を打っていましたら、保険

金の支払可否のお尋ねだったらしく本来お支払出来兼ねるにも

かかわらず「西津が支払えると言った」となってしまい大きな問

題となったことを覚えております。 

最初の赴任地が東北と言うこともあり、今年度で入社２９年目で

ありますが、内１６年は秋田、仙台、新潟と北日本中心の勤務で

ありました。 

会社生活の後半は、横浜勤務を挟み 徳島支店長、２０１４年４

月より現職 広島自動車営業部長として現在に至り、ご当地広

島は７か所目の勤務地となりました。単身赴任も今年で６年目と

なり、横浜の自宅へも月１帰るかどうか。６年前、徳島支店長を

拝命の際に家内へ「家族皆で徳島へ行かないか？」と話したと

ころ、「何 言ってるの！？一人でいってらっしゃい！」と一喝。

単身赴任を謳歌しております。 

ご当地広島は、広島北ﾛｰﾀﾘｰの会員の皆様を初めとした温か

いお人柄、食物、お酒、気候等名所旧跡巡りが好きな私にとっ

て極めて好ましい立地であり大変気に入っており、たまの休日

があれば 京都方面へ列車に飛び乗り、名城 世界遺産等を巡

るあてのない一人旅が至福の楽しみです。 

さて、これより当社「あいおいニッセイ同和損保」についてご紹介

させていただきます。 

当社は２００１年４月 千代田火災と大東京火災が合併した「あ

いおい損保」と同年同月、同和火災とニッセイ損保が合併した

「ニッセイ同和損保」が２０１０年１０月に合併し発足。いわゆる４

会社が合併した損害保険会社であります。 

現在当社は、当社、三井住友海上社を軸とするＭＳ＆ＡＤｲﾝｼｭ

ﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟHＧ株式会社に属する事業会社であります。持ち株

会社ＭＳ＆ＡＤｲﾝｼｭﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟHＧはお陰様で収入保険料国内

１位でありますが、更なる業務効率を追求し、それぞれの会社

の強みを活かした事業を展開しています。三井住友海上社は海

外、法人に強く、当社はﾄﾖﾀ自動車、日本生命との関係を軸にﾘ

ﾃｰﾙ部門に強い会社であります。 

当社は、地域密着を行動指針の一つとする企業経営を行ってお

り、地域社会地域企業のお役立ちに向けた取り組みに資するた

め、地方創生支援の「カギ」となる「まち・ひと・しごと」を全力でﾊﾞ

ｯｸｱｯﾌﾟしております。支援ﾒﾆｭｰは以下の通りでありますので、

何なりとご照会ください。 

□安全なまちづくり  

０１ 自動車事故防止に向けた支援ﾒﾆｭｰ 

０２ 自転車事故防止に向けた支援ﾒﾆｭｰ 

□地域貢献 

０３ ﾍﾞﾙﾏｰｸ運動を通じた地域貢献取組 

□観光振興・インバウンド 

０４ ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ事業者向けのﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援 

０５ ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ事業者向け保険 

□災害対策支援 

０６ 災害対策・情報ｾｷｭﾘﾃｨに関するﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾒﾆｭｰ 

□農業振興 

０７ 農業の６次産業化支援 

□産業振興・中小企業支援 

０８ ＢＣＰ作成支援ﾒﾆｭｰのご案内 

０９ 地域ＡＤ倶楽部（異業種交流会）のご案内 

１０ 海外進出企業向け総合保障ﾌﾟﾗﾝ、海外危機情報ﾒﾙﾏｶﾞの

ご提供 

又、「迅速」「頼れる」「優しい」をﾍﾞｰｽに全部門においてお客様

をｻﾎﾟｰﾄさせていただいております。現在取り組んでおります「お

客様全力ｻﾎﾟｰﾄ宣言」と現況について何点かご披露いたしま

す。 

「お客様全力ｻﾎﾟｰﾄ宣言」 

宣言１ 私たちはお客様をお待たせいたしません。 

宣言２ 私たちはすべてのお客様へ親身な対応を行います。 

宣言３ 私たちはﾌﾟﾛﾌｪｼｮﾅﾙな安心でお客様をしっかり支えま

す。 

９月７日から始まるﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸには当社社員の宮崎さん小野さん

２名が水泳の日本代表として出場。二人のご両親から「採用し

ていただいて精神的に安定し、練習・競技に集中出来るようにな

りﾀｲﾑも良くなってきた。」というお話をいただき、精神的安定は

成長を促すこと、正しく採用させて頂いたことで障がい者ｱｽﾘｰﾄ

活動の支援になっているのかと社員一同大変嬉しく思っており

ます。 

併せて、当社が１０年間に渡って支援して来た車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ

ｰﾙﾁｰﾑも出場します。是非とも皆様応援ください。 

最後になりましたが、 

ﾛｰﾀﾘｱﾝとしては、まだまだ不慣れで未熟でありますが、地域の

奉仕・貢献活動に励みたいと思います。今後ともご指導・ご鞭撻

のほど何卒宜しくお願いいたします。ご清聴ありがとうございま

した。 

 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１６年９月１日（木） 会員数 ９５名 

出席 ７９名  欠席 １６名 （例会出席率 ８３．１６％） 

来客  ２名 

８月１８日例会 修正後出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

川中 敬三 様(広島陵北) 

瀬川 長良 様(広島陵北) 

■次回例会案内  ２０１６年９月１５日（木） 

《第２８回 姉妹クラブ提携継続調印式》 

卓話 「広島の伝統文化と観光について」 

    大聖院 座主  吉田 正裕 氏 

食事 幕の内 

 

★例会終了後には京都伏見ＲＣの皆様と広島市内観光お

よび「かなわ」において懇親会を開催します。 


