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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 

同好会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 『ライフスタイルを豊かにする 

                    大人の男の服装術』 

 タキシードアトリエ Rosso Nero 

   代表･デザイナー 横山 宗生 氏 

 

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 

寄付認証伝達式 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 ニコニコ委員会 

卓話時間 『年男の弁Part2』 

 新谷欽史 会員 / 樽本陽輔 会員 

 

 
左から、２年･金井会員、６年･佐々木会員、９年･迫会員 

 

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。 

今月は職業奉仕月間です。職業奉仕委員会では４月に職場訪問例

会の開催を検討いただいております。また、近年入会の会員はご

存じないかと思いますが、２０１１－２０１２年度に職業奉仕委員会

は「会員職業紹介ﾌｧｲﾙ」を作成しました。これは大変いいものと思

います。本年度中には新会員分も加えたﾃﾞｼﾞﾀﾙ版を作成しＨＰに掲

載いただければと思います。職業奉仕はﾛｰﾀﾘｰの根幹であります

が大変理解しにくいものです。私は世の中の役に立つ職業の実践

と思っています。これを最も実践しているのが日本ではないでしょ

うか？世の中に必要とされるものは長く引き継がれます。前にもお

話ししましたが創業１００年以上の会社は２万２千社あり、世界での

５０％超を占めます。 

我がクラブの状況を「会員職業紹介」で７２社を調べてみますと、１

８４０年の中島会員の鹿島建設を筆頭に１９世紀７社、１００年以上

１０社、戦前１８社、５０年以上３８社となっています。なんと１００年

以上が１４％、５０年以上が５３％で驚異的な数字です。 

引き続き「職業奉仕の実践」をお願いします。 

 

 
 

 

 

《理事会報告》 

前々回の例会  2017 年１月1９日(木)  第2299 回 

連続出席表彰 

会長時間          会長  中山 昌実 

寄付認証伝達 

幹事報告          幹事  岡部 知之 

本日の例会
201７年２月２日（木） 

第2301 回 

ﾛｰﾀﾘｰ財団寄付認証 

ﾎﾟー ﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ 

迫 慎二 会員 

 
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟー ﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ 

炭田 正孝 会員 

米山記念奨学会寄付

認証 
 

第1 回米山功労者 

合田尚義 会員 

越智健剛 会員 
 

第2 回米山功労者 

山田誠一 会員 
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*福田拓造会員が１月５日付けで退会となりました。 

《お知らせ》 

*次週２６日（木）の例会は２５日(水)に変更し、「３ＲＣ合同例会」

を開催します。時間及び会場などお間違えのないようお願いし

ます。 

 

プログラム委員会  本田副委員長 

*明日２０日（金）に委員会を開催します。 

青少年奉仕委員会  島本委員長 

*すでにご報告のとおり「小さな祈りの影絵展ｉｎﾊﾜｲ」の実施報

告ということで、影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ代表の河濵さんに例会にお

越し頂きました。 

私たちは１月３～８日の４泊６日とい

う日程でﾊﾜｲに向かいました。 

ﾒﾝﾊﾞｰは影絵展に参加している大学

生４名と引率３名の計７名です。 

今回の活動はﾊﾜｲにあるｵﾊﾞﾏ大統

領の出身校ﾌﾟﾅﾎｳ学園で行われる

心のｶﾘｷｭﾗﾑﾃﾞｰ（Ｇ-term）のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの一つで影絵を制作する

というものでした。ﾊﾜｲには影絵の文化がないため、私たちも学

園の先生方も手探りの状態でしたが、当日までに準備を重ね、

授業に臨みました。 

ﾌﾟﾅﾎﾟｳ学園の生徒は高

校生が３５名参加してく

れました。影絵制作が始

まるととても楽しそうに作

ってくれ、完成した作品

は素晴らしいものばかり

でした。「平和」「思いやり」

という抽象的なものから

一人一人の想像した具体的なｲﾒｰｼﾞにしてくれました。 

灯篭流しや鳥、ﾊｰﾄ､鶴、ｵｰﾛﾗなどが色とりどりのｶﾗｰﾌｨﾙﾑで浮

かび上がったのです。完成後は作品に込めた想いを発表し、学

園の図書館に飾りました。その後、学長先生や校長先生、職員

の方からお褒めの言葉を頂きました。Ｇ-termの中で一番良いﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑだっただろうとまでおしゃ

ってくださり、ここまでやってき

て本当によかったと思いまし

た。 

北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様にはﾊﾜｲで使う

たくさんの材料だけでなく、お土

産の購入、その輸送費などご

支援を頂きました。本当にあり

がとうございました。 

ﾌﾟﾅﾎﾟｳ学園との交流は続きます。すでに２人の先生が影絵を制

作することとなっています。今後はﾊﾜｲと広島の作品を交換して

展示もできたらいいなと思っています。今後も広島での影絵展

に加え、ﾊﾜｲでの影絵展もご支援いただけると幸いです。 

次、ﾊﾜｲで影絵展

を行う際には是非

同行していただけ

ればと思います。

以上で報告を終

わらせて頂きます。

ありがとうござい

ました。 

 

 

 

《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 

先週は多くの会員に｢う越久｣での新年懇親会へご出席頂き、誠に

ありがとうございました。親睦委員会のみなさまお疲れ様でした。 

親睦委員会一同(杉町会員･吉永会員・藤田会員・樽本会員・土井

会員･山田会員･武部会員・秋山会員・小林(直)会員・中川良浩会

員･福永会員・藤澤会員・古田会員・河村会員・川村会員・西津会

員・新谷会員・堤会員・川上会員)  先週の新年懇親会の際は、皆

様方のご協力により盛会に終えることができました。本当にありがと

うございました。これからも会員同士の親睦が深まる一助になれる

よう親睦委員会ﾒﾝﾊﾞｰ一同頑張って参りますので引き続きご協力の

程よろしくお願い致します。 

合田会員･島本会員 影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの河濵さん、今日はようこ

そお越し下さいました。正月のﾊﾜｲ訪問､大変素晴らしい成果が上

げられ良かったですね。今日はその報告をありがとうございました。 

中嶋会員 １月は誕生月です。第１例会に欠席しましたが、今日、

お祝いを頂きました。ありがとうございました。 

佐々木会員 お陰様で入会して６年が経ちました。これからもよろし

くお願い致します。 

金井会員 連続出席の祝いをして頂き、ありがとうございました。こ

れからもしっかりと出席致します。 

藤田会員 妻の誕生日に大好きな花を頂き、ありがとうございまし

た。大変喜んでおりました。 

吉永会員 年末に念願の社屋が完成しました。設計をして頂いた石

田さんをはじめ工事完了までたくさんの方にお世話になり本当にあ

りがとうございました。また、開所の際にはお祝いのお言葉やお花

をいただき重ねてお礼申し上げます。心の底から北ﾛｰﾀﾘｰに入会さ

せていただいてよかったと思っています。今年も、今まで以上に仕

事・ﾛｰﾀﾘｰ活動を頑張りますのでこれからも宜しくお願い致します。 

山坂会員 先日、今、大ﾋｯﾄしている映画「この世界の片隅に」の原

作者で広島大学同窓生のこうの史代さんと食事をしました。とても

素敵な方でした。まだ映画を観ていない人は一度観て下さい。 

越智会員 昨年の４月に娘が東京の大学に入り、この１月から息子

が野球部の寮に入りました。３月末まで２０年振りに夫婦二人きりの

生活が始まりました。皆さん、お誘いお待ちしております。助けてく

ださい(笑) 

丸本会員 本日、次女が中学校受験でした。合格祈願としてﾆｺﾆｺ

に出宝します。 

岩森会員 皆様、遅ればせながら新年おめでとうございます。新年

の年賀状は失礼しております。年賀状を頂いた方には平にお許し

下さい。 

岡部会員･小林(孝)会員 ①山田会員が認証された第２回米山功

労者を第１回と言ってしまいました。②合田会員のﾌﾘｶﾞﾅを間違えま

した。 

 

委員会報告 

ニコニコ箱 

《職業ニコニコ》 
宮本会員 ﾌｨﾘﾋﾟﾝのｾﾌﾞ島に鉄板焼きのお店をｵｰﾌﾟﾝさせまし

た。その名も｢TEPPAN｣です。広島お好み焼きを中心に現地の

方に沢山食べて頂いております。機会がされば是非お越しくだ

さい！ 

中山会員 先日ﾃﾚﾋﾞで日本の職人の紹介をしていました。広島

からは２人紹介され、１人は今回の多打喜会の優勝賞品の高

盛絵の作者の金城一国斉氏で、２人目は我らの「かなわ」の戸

田料理長でした！これからもお世話になります。 

藤原会員◆ ２月２日の例会では、ﾌｫｰﾏﾙｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄの横山宗

生氏に卓話をいただきます。それにあわせまして、２月１日から

２月３日、横山氏ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄによるｲｰｼﾞｰｵｰﾀﾞｰｽｰﾂ展示会を開

催いたします。是非この機会にｵｼｬﾚなｽｰﾂを作ってみません

か？詳細は本日、会場入口横にご案内ビラを置いてあります

ので、お持ち帰り下さい。 

なお、本日は出張の為、例会を欠席させて頂きます。 
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★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円 

 

『年男の弁Part2』 

 

新谷 欽史 会員（Ｓ４４年生れ） 

皆さん、こんにちは。 

今日は自己紹介と年男の弁

を兼ねてお話をさせて頂きま

す。 

昨年８月に三保先輩と金井

会員の推薦により、伝統と格

式ある広島北ＲＣに入会させ

て頂いた新谷欽史です。昭和

４４年３月生まれの４７歳です。家族は妻と子供が女の子３人で

す。現在、西区商工ｾﾝﾀｰの中央卸売市場にある㈱魚一と扇町

にある㈱ｼﾝﾀﾆの代表を務めております。 

㈱魚一は鮮魚仲卸しとして、広島県内の量販店、魚屋さん、築

地などの他市場への鮮魚の出荷、そして鮮魚の加工など行って

おります。 

㈱ｼﾝﾀﾆはﾎﾃﾙ､料理屋さんへの鮮魚の納めをさせて頂いており

ます。 

私の履歴ですが、小学校は南観音小学校、中学は中広小学校、

高校は崇徳高校に通っておりました。高校の頃から、市場でｱﾙ

ﾊﾞｲﾄを始め、卒業後、家業の新谷鮮魚店に入り小売りを始めま

した。 

３０歳の頃、広島商工会議所青年部に入り、色々と勉強させて

頂きました。３５歳で父親が代表を務めておりました㈱魚一に常

務として入社し、４０歳で代表取締役に就任しました。 

性格は熱しやすくて冷めやすい。取っ掛かりは良いのですが、

すぐに飽きてしまい、長続きしない性格です。 

趣味はゴルフとそしてバイクに乗ることです。 

今年は酉年ということで、自分の２４歳と３６歳の時の話をさせて

頂きます。 

２４歳は㈱ｼﾝﾀﾆで料理屋さん等へ納めを拡大し始め、扇町の現

在地に新社屋を建て、結構な額の借り入れを起こして、がむしゃ

らに働いておりました。 

３６歳は小売りから仲卸しへと変わった頃で、買う側から売る立

場に変わり、戸惑いながら仕事をしていたのを思い出します。 

今後も社業やﾛｰﾀﾘｰ活動を通じて、微力ながら地域の皆様に貢

献できるよう、頑張っていきたいと思います。 

まだまだ未熟でご迷惑をおかけするとは思いますが、ご指導、

ご鞭撻を宜しくお願いしまして、私の自己紹介と年男の弁を終わ

らせて頂きます。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

樽本 陽輔 会員（Ｓ４４年生れ） 

皆様、明けましておめでとう

ございます。 

大変僭越ではございますが

ご指名ですので一言、年男

の弁といいますか抱負を述

べさせていただきたいと思い

ます。 

さて、それを述べさせて頂く

前に受けたのは良いもののそもそも「年男とは何か？」問いに

行き詰まり、まともな回答も持たない有様で早速ネットで検索を

かけてみました。 

１２年に１度自分の生まれた干支の年が年男に当たるということ

ぐらいは知っていましたがそれ以外の知識は皆無でした。 

ちなみにｳｨｷﾍﾟﾃﾞｨｱによりますと年男とは「正月を中心とした家

族行事の主役を務める男性」を指すようです。特に正月は一家

の行事をすべて年男が取り仕切り、正月が近づいた暮れの大

掃除をはじめ正月の飾りつけ、水汲み、年神のお供え物を整え

たり、お節料理の準備など一切を取り仕切ったとあります。 

要するにその家の長、大黒柱としての責任を全うする。それが

年男ということなのでしょう。 

さて、自分なりに年男の定義を理解したところで寄り道を致しま

したが私の年男の弁を述べさせて頂きたいと思います。 

私は今年で４８歳になりますので今回で４回目の年男を迎えさ

せて頂きました。 

なのでまずは誕生から順番に過去の年男の時を簡単に振り返

ってみたいと思います。 

新会員卓話でもお話しさせて頂きましたが私は１９６９年（昭和４

４年）１１月、広島市西区庚午にて生を受けました。 

ちなみにこの年の主だった出来事は人類初の月面着陸や東名

高速道路の全通ややテレビアニメ「サザエさん」が放送開始にな

った年のようです。 

そして１回目の年男が１９８１年（昭和５６年）です。 

この年はﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙと小学校の金管ﾊﾞﾝﾄﾞのﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝに熱中し、

あわせて中学受験勉強に勤しんでいました。 

そして２回目の年男が１９９３年（平成５年）です。 

この年は１浪して入学した広島修道大学商学部を卒業し、地元

の印刷会社に入社し、営業部に配属になり、新入社員教育の登

竜門であった飛び込み営業１日５０件のﾉﾙﾏをｸﾘｱするのに毎日

が必死だったことを思い出します。 

そして３回目の年男が２００５年（平成１７年）です。 

この年の前年に今の会社に合流し、弊社新規事業として人材事

業を立ち上げた翌年にｸﾞﾙｰﾌﾟ会社である有限会社ｼﾅｼﾞｰｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝを設立し、警備事業を立ち上げ私は代表取締役社長に就

任致しました。 

「地元の建設会社様を安全と安心で支える」をｽﾛｰｶﾞﾝに会社を

軌道に乗せるのに毎日必死だった思い出があります。 

そしていよいよ４回目の年男です。 

今年の干支は丁酉（ひのととり）の年となります。丁酉の年は成

功や成果、ﾋﾝﾄを授かる年だといわれているそうです。 

今年は自身に限界を設けないことが大切なようです。 

これらを踏まえたうえで今年は個人としては昨年と同様に継続

的にﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行い、平和ﾏﾗｿﾝ１０㎞ﾀｲﾑ５０分で完走を目標に

さらにﾊｰﾌﾏﾗｿﾝの完走も挑戦します。 

また自社においては地元行政と協働で地域活性化につながる

新しいｲﾝﾌﾗづくり、また中小企業の未来を創る新しい採用ｲﾝﾌﾗ

づくりなど新規事業に挑戦します。 

そして何よりも伝統あるこの広島北ＲＣに入会させて頂き３年目

を迎えますが親睦委員会の副委員長として委員会ﾒﾝﾊﾞｰの絶大

なるﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟと会員の皆様方のご協力を頂きながら杉町理事

や藤田委員長を支えてまいります。 

そして１人のﾛｰﾀﾘｱﾝとしてﾛｰﾀﾘｰ生活を楽しみながら実践し、ﾛ

ｰﾀﾘｰ再認識・再発見の一助となれるよう頑張って参る所存で

す。 

とはいえ会員歴のまだまだ浅い若輩者ですので諸先輩方にお

かれましては今後ますますのご指導・ご鞭撻・叱咤激励を賜りま

すようお願いを申し上げましてはなはだ楚辞ではございましたが

私の年男の弁とさせて頂きます。 

長時間にわたりご清聴誠にありがとうございました。 

 

 

当日計 44,000 円  累計 1,195,000 円

卓話時間 
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【広島北･広島安芸･広島陵北３ＲＣ合同例会&懇親会】 

■例会 

国歌斉唱 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  ｢奉仕の理想｣ 

物故会員に黙祷 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ会長挨拶 広島陵北ＲＣ会長 賀谷俊幸 氏 

各ｸﾗﾌﾞ幹事報告 

■懇親会 

 開会挨拶  広島北ＲＣ会長  中山昌実 

 乾杯 広島安佐ＲＣ会長 岡本忠文 氏 

 食事歓談 

 ｱﾄﾗｸｼｮﾝ 

 各ｸﾗﾌﾞ今年度･次年度理事役員及び新会員紹介 

 ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ ｢手に手つないで｣ 

 閉会挨拶 広島陵北ＲＣ副会長 鈴木大次郎氏 

 

 
 

 
開会挨拶 広島北ＲＣ 中山会長 

 

↑ 広島陵北ＲＣノーザンヒルズによる演奏♪ 

 
↑ 広島北ＲＣ新会員一同 

 
 

 

■出席報告 出席委員会 

２０１７年１月１９日（木） 会員数 ９３名 

出席 ７７名  欠席 １６名 

ゲスト  １名 

１２月２２日例会 修正後出席率 １００％ 

１２月度平均出席率 １００％ 

■来客紹介  親睦委員会 

河濵 萌子 様(影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ代表) 

前回の例会  2017 年１月 25 日(水)  第 2300 回 

■出席報告 出席委員会 

２０１７年１月２５日（水） 会員数 ９３名 

出席 ７２名  欠席 ２１名 

１月１２日例会 修正後出席率 １００％ 

■次回例会 ２０１７年２月９日（木） １２：３０～ 

卓話 年男の弁 Part３ 

森会員/上河内会員/河村会員 

食事 洋食 


