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２０１７年１２月 ５日 １２月第１例会 

本日のプログラム ：卓話 (株) コジマヤ 木村浩男 様 「酒都西条」 

年次総会 ・ １２月定例理事会 

２０１７年１１月２８日（ １１月 第４例会 ） 報告 

※点鐘 １２時３０分 正原孝司 会長 

※ロータリーソング 奉仕の理想  

※ビジター紹介 SAA・プログラム委員会 栁河元木 会員 

 西条ロータリークラブ 佐々木 正博 様 

※出席報告 国際奉仕委員会 白島洋司 小委員長 

会員数 ３５ 名 11/14 欠席者 ６ 名 

来訪者 １ 名 メークアップ ６ 名 

出席者 ２７ 名 出席率 １００ ％ 

欠席者 ８ 名 通算出席率 ９７．２６ ％ 

※メークアップ報告 （１１/１４分） 

 島 崎  高 志 君 11月 18日 （米山学友会） 白島  洋司 君 11月 20日 （東広島２１ＲＣ） 

 村 上  幹 雄 君 11月 20日 （東広島２１ＲＣ） 應原  立吉 君 11月 20日 （東広島２１ＲＣ） 

 松 村  哲 治 君 11月 20日 （東広島２１ＲＣ） 上川  哲也 君 11月 20日 （東広島２１ＲＣ） 

※ニコニコ箱 ＳＡＡ・プログラム委員会 貞岩 敬 会員 

 正原  孝司 君 … 先週、東京へ行き、久し振りに娘に会いました。 

美味しいものを食べてリフレッシュ出来ました。 

 西田  修司 君 … おかげ様で創業７０周年を迎えました。 

 蔵 田  憲 君 … 写真を沢山いただきました。ありがとうございます。 

 高橋  秀信 君 … ①早志先生、いつも写真をありがとうございます。 

②我が社では、本日若い社員が自分の家の“棟上げ”です。例会終了後 

現場に行きます。この時間、もう棟が上がったかナ、と思いながら…。 

 上川  哲也 君 … また、急性すい炎で入院してしまいました。 

反省しています。退院して初めて今話題の九州 

場所へ行ってきました。お酒は飲めなかったけど 

楽しかったです。早志先生写真有難うございます。 

 貞 岩  敬 君 … 写真をたくさんありがとうございます。 

妻との２ショット写真は年賀状に使えそうです。 

☺本日のニコニコ箱☺ … ９，０００円 ニコニコ箱累計額 … １３６，０００円 

 



会長時間  会 長  正原孝司                           

先週、我がクラブにも来て下さったパストガバナー補佐土肥慎二郎

さんのお父さんで、『2000年国際ロータリー第 2710地区ガバナー

をされた』土肥 浩右ガバナーの福山東ＲＣでの卓話の一部をご紹

介します！ 

福山東クラブの創立が、今から 33年前の 1984年らしいです。 

その時代のＲ１会長、メキシコからのカルロス カンセコ会長の年度

テーマは“見つけよう 奉仕の新生面”という事だったらしいです。 

このカンセコ会長がアレルギーの研究者で、はしかのスプレー状 

ワクチンの開発もされ後にポリオプラス計画も立案し、キャンペーン

を開拓した年らしいです。 

そのカンセコ会長は、Ｒ１会長時代に世界で９６８クラブを創立し、

英国とアルゼンチンのフォークランド紛争をも解決したとありました。 

カンセコ会長の語録として、次の事を紹介されました。 

『一節のみ言います』 

ロータリークラブは変化する車輪である。ロータリーの思考と行動は、常に個々のロータリアンの心から生まれる。 

そしてロータリアンが奉仕の道を発見しようと努力する時、はじめて現実のものとなる。 

ロータリーは、中流階級の単一グループであり、行動し他人のニーズに応える (答える) ことが出来るのである。 

また、このロータリーの中で地域という認識をあらためて見つけ個人の充実を計り発見すると言われていたらしい

です。（単なるサロンではいけないよ、という事ではないでしょうか？） 

又、１１月１４日に来られた藤中ガバナーが言われた 『 基本的な考え方は不易で有る 』 という事と同じだと思い

ます。 

又、会員増強についても、そのカンセコＲ１会長のご意見は、『 全てのクラブは成長を求める。 』  

その理由は３つ有り、 

第１に、平均年齢を５５才として 「 若い会員も注入しよう 」 しないとつぶれる。 

第２に、クラブの地域に対する能力は直接マンパワーに依存している。（数は力という事か？） 

第３に、分かちあう義務があるので 『 仲間を増やす機会（チャンス）は分かちあうとこから始まる 』 

会員拡大でも現在と同じことを３３年前のＲ１会長も言われていたんだなあ と、土肥 浩右パストガバナーのこの

『 続 ロータリアンをめざして 』 を読んで感じましたので御報告とさせて頂だき、会長時間とさせて頂だきます。 

ありがとうございました。 

 

  会員投稿写真     島崎高志 会員 アイスランドの旅 

11月 4日オーロラ鑑賞の旅に出かけました。 

選んだのはアイスランド。人口は 34万人で、近代化が進み、とても素晴らしい国です。

主な産業は観光業、オーロラ鑑賞以外、有名な

のは地球の割れ目、ストロックルの間欠泉、世界

最大級の温泉ブルーラグーンなど。 

滞在一週間、オーロラを見たのは３回。同行者

の中には、カナダ・アラスカ・北欧の国で数回か

けても一度も見られなかった方もいたが、今回は本当に大喜びで、感動した。

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる（One Profit Most Who Serve Best）」 



イーペン・サーサイ祭り 

ナイトバザール アルパイン・ゴルフクラブ 

   

本日のプログラム  会員卓話 村上幹雄 会員 「喜寿を迎えて」 

 

私は福山盈進学園高校の第 55回卒業生で、77歳になります。 

縁あって約 30年前の平成 6年 2月に新日本建設(株)を設立し、 

東広島市の住人になりました。 

仕事は、住宅の地盤調査＆宅地の軟弱地盤の改良工事＆ボーリン

グ調査などが、主な仕事です。東広島市西条に本店、広島、山陰、

山口、北九州、福岡と、約 10年かけて次々に支店を出すことが出来、

順調に仕事が入ってきているところです。 

しかしながら、忘れてならないのは家内の存在です。影に、日向にな

り、会社はもちろん家でもしっかりとやってくれることで、安心して仕事

に打ち込めたのだと思います。本当に感謝しています。 

今は息子が社長として後を継いでくれています。スムーズにバトンタッ

チができ、大変うれしく思っています。任したからには、口出しをせず

黙って見守りたいと考えています。 

未熟者の社長でございますが、どうかこれからも宜しくお願い申し上げます。 

私は、これから会長(相談役)となりますが、みんなに迷惑をかけないように健康寿命を全うしたいと考えて 

います。そのために毎日やっていることは、 

・手洗い、うがい、食後の歯磨き 

・朝晩の愛犬ジロとの散歩 30～40分 

・午前約 2時間のスポーツジム 

・午後約 1時間半のゴルフ打ちっぱなし 

そして、毎年、年に 1～2 回、タイランドチェンマイに

行き、現地の方々との文化交流＆国際奉仕など、さ

まざまな活動をしています。 

先日 11月の訪問では、イーペン・サーサイ祭りに参

加しました。 

ゴルフやナイトバザールなど、約 2週間の滞在期

間はあっという間に過ぎ、「もう帰るのか」と後ろ髪を

引かれる思いで、帰路に着きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ     

「超我の奉仕（Service Above Self）」 



※幹事報告    荒谷正彦 幹事 

・次回（12月 5日(火)) 例会終了後、年次総会を開催いたします。 

・「3 クラブ合同新年夜間例会」のご案内 

 日時：2018年 1月 15日(月) 18：30～  場所：グランラセーレ東広島 

 本日回覧をしておりますので、出欠のご記入をお願い致します。 

・「新入会員セミナー」を本日 18：30～ 本庄にて開催いたします。 

・「東広島青年会議所・商工会議穂青年部・3 ロータリークラブ交流会」が、11月 29日(水)18：30～ 

本庄にて開催されます。当クラブより、正原会長・荒谷幹事・立川委員長が出席します。 

    

※今後のスケジュール 

12月 12日（火） 12月第 2例会 卓話 合同会社ＦＬＡＰ 代表 中山翔太 様 

12月 19日（火） クリスマス家族例会 【 時間：18：30～、 場所：グランラセーレ東広島 】 

12月 26日（火） 休 会 

 1月 2日（火） 休 会 

 1月 9日（火） 1月第 1例会 新入会員卓話  福藤一也 会員 

 1月 15日（月） 1月第 2例会 3 クラブ合同新年夜間例会 【 時間：18：30～、1/16（火）の例会変更 】 

 1月 23日（火） 1月第 3例会 公共イメージ向上委員会担当  早志光由 委員長 

 

 

新入会員セミナー開催 報告 2017 年 11 月 28 日(火) 18：30～ 本庄にて 
 

新会員を含む 18名の会員が参加し、有村情報委員長の司会、 

正原会長の挨拶、白島パスト会長による職業奉仕の説明，蔵田 

パスト会長による乾杯、会員全員が思いや決意を述べ、美味しい 

美酒鍋料理他、山海の珍味と酒で、懇親を深めた。 

西田パスト会長のとっても苦労された東広島ロータリー独立物語 

で最後を締められ、とっても有意義でした。 

また開催されたら行こうかな。 

 

 

 

 

 

 

 

次週のプログラム  １２月１２日(火) １２：３０～  卓話 合同会社ＦＬＡＰ 代表 中山翔太 様 

発行：東広島ロータリークラブ  

●例会場 グランラセーレ東広島 

 東広島市西条町御薗宇円城寺６９５０-２ 

 TEL：０８２-４２３-３０００  FAX：０８２-４２３-８６４９ 

 例会日 火曜日 １２：３０－１３：３０ 

●事務局  〒７３９-００１４ 

 東広島市西条昭和町 13-37 ｼｭﾌﾟﾘｰﾑ松屋ﾋﾞﾙ 402 

 TEL：０８２-４３１-３７８０ FAX：０８２-４３１-３７８１ 

 E-ｍａｉｌ ： ｈｉｇａｓｈｉ-ｒｃ＠ｃｒｕｘ.ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｈｉｇａｓｈｉｈｉｒｏｓｈｉｍａ 


