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会長時間

会長 下田 敬三

皆さんこんにちは、お客様ようこそお越しくださいました。どうぞごゆっくりお過ごし

下さい。２月23日は、ロータリー創立記念日です。そしてその日から1週間を世界

平和週間となっています。平和について改めまして、フォーラム行いたいと思いま

す。

本日は、ロータリーとは、直接は関係のない話をしたいと思います。皆さん東京へ

出張あるいは、旅行等で行かれる機会の多いい方ばかりです。これからの話は、東京駅ホームに停車している新幹線の

清掃の話です。たぶん見掛けられた光景と思います。新幹線が東京駅到着するとき、ホームで赤い制服に帽子をかぶっ

た女性が一列に整列し御礼して迎えています。この人達が、新幹線お掃除の天使たちとして今注目を集めています。東

京駅で新幹線の折り返し時間はわずか12分。降車に２分、乗車に３分かかるので、清掃にかける時間はわずか7分しかあ

りません。その間に、車両清掃、トイレ掃除、ゴミ出し、座席カバーの交換、そして椅子の方向転換、忘れ物のチエックなど

を完璧に終える。それが彼女達車両清掃チームの任務です。乗客が降車を終えると、すばやく車内に入り、てきぱきと自

分の持ち場の仕事にとりかかります。その限られた時間内に、快適な空間を整えなくてはならないのです。世界最速と言

われる「魅せる清掃」。そのチームワーク、そして一人ひとりの責任感、プロ意識、このことに徹していることがすごいことと思

います。そして清掃を終えたチームは整列し、ホームで乗車を待っているお客さまに「お待たせしました」と声掛け、一礼を

し、次の持ち場へと移動していきます。この「礼儀正しさ」に多くの人がなんとも言えない清々しさを感じるのです。この清掃

会社の平均年齢は、52歳。おばさん・おじさんばかりの会社が、このように社会の注目を集めるに至ったのは何か、考えて

みることが大事と思います。

今回の例会（２月２７日）

来賓卓話

ＪＡ広島市 温品支店 支店長

佐々井 信光 様

次回の例会（３月６日）

ゲスト卓話

米山奨学生

牟 良 様

出席報告
（例会運営委員会）

2月20日(水)出席者

会員総数 45名

出席会員 36名

欠席会員 9名

ご来賓 0名

ご来客 1名

ゲスト 0名

来客者紹介
（親睦家族委員会）

2月20日(水)出席者

広島ＲＣ 1名

幹事報告（瀬川幹事）

■例会変更

■お知らせ

・ 広島西ＲＣ 「創立４３周年記念夜間例会」
【と き】 ３月７日(木) １８：００～ [※同日変更]

・ 広島安佐ＲＣ 「創立14周年記念夜間例会」
【と き】 ３月７日(木) １８：３０～ [※同日変更]

・ 2013-2014年度所属委員会表をボックス配布していますの
で、ご確認ください。

・ 2013-2014年度理事役員・委員長の方には次年度クラブ協
議会のご案内を配布しております。ご欠席の場合は、必ず
担当理事とご相談の上、代理出席者をお願いします。

【と き】 ３月１３日(水) １８：００～
【ところ】 菜づけ百屋（なづけおや）

・ 2013-2014年度地区協議会のご案内を対象の方へボックス
配布していますので、必ずご確認いただき、出欠のご回答
は事務局までお願いします。

【と き】 ３月２０日(水) １３：００～
【ところ】 会  議/広島国際会議場

懇親会/ホテルグランヴィア広島

・ 4月3日(水)の例会を夜間に変更し、花見夜間例会並びに
懇親会とします。ご案内をボックス配布しております。出欠
のご回答は同封のハガキにてお願いいたします。

【と き】 ４月３日(水) １８：３０～
【ところ】 庭園レストラン 半兵衛

・ 次週2月27日(水)の例会場は4階ロイヤルホールとなってお
りますのでお間違えのないようお願いします。

【例会】 毎週水曜日(12:30～13:30) ／ リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町6-78） ／ 082-502-1121

【会長】下田 敬三 【事務所】広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F 【TEL】082-221-4894
【幹事】瀬川 長良 【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/ 【FAX】082-221-4870
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１ 月 ・ ２ 月 誕 生 会 員 卓 話

堀江 正憲 会員

平成2年、広島陵北ロータリ

ークラブに入会し、広島グラ

ンドホテルで創立式典があ

り、司会をしました。いつの

まにか平成25年となりまし

た。これからも、よろしく、御指導下さいませ。

石田 愃夫 会員

ついに古希を向かえまし

た。ついこの前に還暦を向

かえたのですが、歳を重ね

るのは凄いスピードを感じま

す。年相応に物忘れした

り、ちょっとしたところでつまずいたりします。年には本当

の年、戸籍上の年があります。正直平均年齢約８０歳で

ありますから、あと１０年しかありません。しかし年には精

神年齢という年もあります。趣味を持つことや旅をするこ

とで充実した人生が送れると思いますが、もっと効果的

なのはロータリーの会員の皆さんとのコミュニケーション

をもつことであると思います。年を取り長く居ることは、時

には邪魔になるかと思いますが、会員の皆様を頼りにし

ています。よろしく。

吉田 高宏 会員

まだ入会して4ヶ月しか経っ

ていないのに、ずいぶん前

からいるような態度が大きい

ように思うところがあります

が、皆様方にかわいがられ

て幸せに思っております。また、毎週皆様方とお会いす

ることが、今はうれしく、楽しく思います。私が社会に出、

商いを25年やってきましたが、バブル期をあじわえる事

なく、商売の難しさ、世間の冷たさを感じるところであり、

何のために仕事をしているのか、世の為人の為ある意味

奉仕のようでした。営業種目は消防施設業を柱としてお

りますが、当時一般には金がかかる必要重視されない業

種でありましたが、昨今の老人ホームの火災、福山のホ

テルの火災もあり消防設備の必要性が徐々に理解され

てきたように思います。これに伴い消防設備商品開発、

また消臭剤販売やレモン、みかん栽培等もやっており、

販路拡大商品加工等色々と挑戦したいと思います。今

年はへび年であり私の年であります。へびは脱皮し大き

くなります。この会に入会したことが人生のチャンスだと、

脱皮させて頂き、皆様方と同様に今後は幸せになれま

すよう、がんばっていきたいと思います。宜しくお願いい

たします。

長松 俊典 会員

皆さん、こんにちは。昭和

43年2月27日生まれの長

松俊典です。もうすぐ45

歳になります。私は、平

成2年に広島修道大学を卒業し、安土大先生のもと

で4年半働かせて頂き、在職中はもちろん、平成14

年2月22日開業後も、大変可愛がって頂いており、

心より感謝しております。もちろん一生頭の上がらな

い存在です。さて私は、平成21年1月7日に、井林

会員と小川会員の推薦を頂き、広島陵北ロータリー

クラブに入会致しました。早いもので4年が経過して

おります。ロータリークラブに入った当初は、ロータリ

ーの事が全く分からずに会員の皆様の暖かい言葉

に助けられ、その延長で、なんとか今までやってい

るというのが、正直なところです。広島陵北ロータリ

ーの先輩方とお付き合いさせて頂く中で感じるのは

「ゆとり」です。大きくは「経済的なゆとり」、「時間の

ゆとり」、「心のゆとり」の3つです。私は耳が難聴な

事もあり、ご迷惑をおかけしたり、ご心配して頂いた

り、本当に感謝しております。現在は、副幹事と会

計理事を兼任させて頂いており、失敗を重ねなが

ら、貴重な経験をさせて頂いております。税理士で

すので、少しだけ税金の話をさせて頂きます。お手

元に、日本経済新聞より、「こうなる税制改正2013」

を切抜いたものを、コピーでお持ちしておりますの

で、ご参照下さい。これは、職員が自発的に切抜き

を始めてくれたものです。日頃から、私がロータリー

で学んだ事を事務所で話しており、ロータリーの精

神が職員に伝わっている成果だと思っております。

広島陵北ロータリークラブでは、まだまだ学ぶ事ば

かりですが、先輩方の築かれた良き伝統を引き継

ぎ、次の世代に繋げていけるように、頑張っていく所

存です。ロータリークラブに入会させて頂いた事、そ

の中でも広島陵北ロータリークラブの会員の皆様に

出会えた事を心より感謝しておりますし、嬉しく思っ

ております。これからも、ご指導ご鞭撻をよろしくお

願い申し上げます。
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１ 月 ・ ２ 月 誕 生 会 員 卓 話

大場 常幸 会員

私の自宅のあります西区楠

木町に祖父が木材業を創

業して92年になります。そ

の当時は、広島県の山間

部の山の木を伐採して、運

送手段は太田川を利用した筏であり、横川、楠木地区

は木材の一大集積場でした。今も楠木町1丁目に現存し

ております雁木という船着き場から木材を上げてそれぞ

れの工場へ持ち帰り製材をしておりました。ですから私

の所は川のそばですし、同業者であります山田さんも横

川橋のすぐそばです。その後運送手段は馬車からトラッ

クへとなりましたが、戦後広島は原爆投下により焼け野

原となったわけですので、木材需要は旺盛であり木材業

界は活況を呈しました。亡くなりました父が言っておりま

したのは、その当時は営業努力なしでも飛ぶように木材

が売れ、苦労したのは、売る木材を集めることだったとよ

く言っておりました。

昭和30年代楠木町は製材工場が立ち並び、活気のある

工場地帯でした。その木材置き場を遊び場にして、子供

時代を過ごしました。大学は広島を離れたのですが、休

みになるとなにせ家業の材木屋が忙しいものですからす

ぐに帰って手伝っていたのも懐かしく思い出します。そ

の後時代は昭和から平成へとなり、広島市街地の著しい

都市化による環境問題と土地の高騰は広い土地を必要

とする割合には付加価値の低い木材業とは相容れず、

変化に対応することとなりました。具体的に言うと、土地

の有効活用でありますが、山田さんも私の所も業界の中

では早く変化に対応した方だと思います。思いますに同

じ業種を50年100年と続けていくのは今からの時代大変

だとは思いますが、何れ私も世代交代の時が来て上手

にバトンを渡すにはどうしたらいいのか考えています。

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：SMILE BOX

下田敬三 会員

先日の楽打会、非常に楽しく和気あいあいで心のリフレッシュ

になりました。おかげさまでメンバー、出席者の方々に恵まれ

優勝することができました。入賞の方はもちろん参加者の皆さ

ま、気分よく出宝よろしくお願いします。（2ヵ月連続優勝の為2

枚）

長松俊典 会員

2月24日のハーフマラソン大会を欠場することにいたしました。

フルマラソン完走という今年の目標は今のところ変えておりま

せん。今後ともご声援をよろしくお願いいたします。

木村茂 会員

今年創業123年になり、記念売り出しを開催いたします。陵北

ロータリーの方に案内状を出しました。よろしくお願いいたしま

す。

当日計 10,000円 累計 634,000円


