
第969回例会 2011年3月16日 №941号 

会長時間

  会長  小川 嘉彦 

この度の東日本大震災により、被害にあわれた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 

被災者を思いやる、節電や救援物資を募る「チェーンメール」が出回っているようです。善意の内容でも、不正

確なものが多く、通信網が混乱し、警察や消防の人命救助活動に支障を来す恐れもあり、総務省や携帯電話

各社などはメールを転送しないよう呼びかけています。ちなみに西日本と東日本では電気の周波数が違い、設

備能力などの理由で、予備電力でまかなえる量しか送電しておらず、節電は被災地への支援にはならないよう

です。 

被災されたロータリー地区におかれましては、ＩＭやＰＥＴＳ開催も延期されたり、さまざまな障害、苦難を余儀な

くされています。ガバナー会では義援金の受付を行う事とし、各地区で取りまとめています。地区事務局からガ

バナー会への送金締切りが３月３０日となっており、先ほど臨時理事役員会を開催し、皆様の温かいお志を振り

込む事といたしました。 

今回の例会（３月３０日）

来賓卓話 

前場 祐司 様

次回の例会（４月６日）

来賓卓話 

石田 恒夫 様

出席報告 
（佐野例会運営副委員長）

3月16日(水)出席者

会員総数 41名

出席会員 34名

欠席会員 7名

ご来賓 0名

ご来客 1名

ゲスト 0名

来客者紹介 
（伊藤親睦家族委員）

3月16日(水)出席者

広島ＲＣ 1名

  

  

  

  

  

幹 事 報 告 （石川幹事）

■お知らせ 

・2011-2012年度所属委員会表をBOXへ配布しておりま

すので、必ずご確認下さい。

・次週３月２３日は休会となっておりますので、お間違え

のないようご注意ください。

：：：：SMILE BOX 

ＳＡＡ 
東日本大震災被害で多くの方が被災をされました。被災された
地区へ義援金を送金いたしますので、皆様のご懇志をお願い
いたします。 

南條泰 会員 
船場君。過日テレビで船旅の話しをされておりました。たくさん
の旅行者が参加されますよう希望しております。 

当日計 36,000円 累計 683,962円

【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】小川 嘉彦 【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】石川 貴与和 【ホームページ】http://www.ryohoku-rc.jp/ 【FAX】082-221-4870
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会 員 卓 話  （１／２） 

老 舗 企 業 関 連 年 表

石田 愃夫 会員 

飛鳥   五七八 金剛組創業

 五三八年頃 仏教伝来 五九三 四天王寺が完成（金剛組）

 五九五 淡路島に一本の香木が漂着、朝廷に届け

られる（『日本書紀』）

  

 七世紀初頭 墨作りのことが『日本書紀』に記される   

 六〇七 法隆寺建立   

 六四五 大化の改新   

奈良 七一〇 平城京に遷都 一三六九 エトリーニ・フィレンツェ（イタリアの金細工の

メーカー）創業

平安 七九四 平安京に遷都   

室町 一三三八 足利尊氏、室町幕府を開く   

江戸 一六〇〇 関ヶ原の戦い   

 一六〇三 徳川家康、江戸幕府を開く 一六一六 ヒゲタ醤油創業

   一六四五 ヤマサ創業

   一六六一 浅香工業創業

    キッコーマン創業

   一六六九 北京同仁堂（中国の漢方薬メーカー）創業

  一七〇二 赤穂浪士の討ち入り 一七〇〇 福田金属箔粉工業創業

   一八二三 戸田工業の創始者、備中西江原村で弁柄

製造を始める

   一八三〇 

  年頃

トレハロース発見

   一八三二 有馬藩主の命を受け、木ロウを有馬藩に納

める（セラリカＮＯＤＡ）

   一八三四 アヤラ商会（フィリピンの不動産業）創業

 一八五三 ペリー、浦賀に来航 一八五四 勇心酒造創業

 一八六七 大政奉還 一八七一 永瀬留十郎工場創業

明治 一八六八 明治維新   

   一八八二 村上開明堂創業

 一八七二 新橋・横浜間に日本初の鉄道が開通 一八八三 フレイザー＆ニーブ社（シンガポールの食

品会社）創業

   一八八三 林原商店（現・林原）創業

   一八八四 藤田組（現・同和鉱業株式会社）創業

   一八八五 田中商店（現・田中貴金属工業）創業

   一八八六 上山英一郎、除虫菊の種を手に入れる（大

日本除虫菊）

   一八九一 東洋通信機（エプソントヨコムの前身、セイコ

ーエプソンの水晶デバイス事業部の事業統

合元）設立
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会 員 卓 話  （２／２） 

明治 一八九四 

  ～九五

日清戦争 一八九九 カタニ産業創業

   一九世紀末 夕タ・グループ、インドで民族資本としては

初の紡績工場を作る

   一九〇二 呉竹創業

 一九〇四 

  ～〇五

日露戦争 一九〇五 彰化商業銀行（台湾の地方銀行）創業

   一九〇五 プレミア・ジェムズ・トレーディング社（タイの

宝石販売会社）創業

大正 一九一四 

  ～一八

第一次世界大戦 明治時代末 電気精銅場建設（同和鉱業）

 一九二三 関東大震災   

昭和 一九三七 日中戦争起こる 昭和初頭 弁柄工場を広島に移す（戸田工業）

 一九四一 

  ～四五

太平洋戦争 一九四五 藤田組、同和鉱業に社名変更

   一九五〇 

  年代

公害訴訟を起こされる（戸田工業）

   一九五八 液体墨を開発（呉竹）

   一九五八 村上開明堂、バックミラー製造を始める

   一九五九 カタニ、東洋レーヨン（現・東レ）と業務提携

 一九六四 東京オリンピック   

 一九七〇 大阪万博に携帯電話試験機が展示される 一九六〇 日本初の人工水晶の工業化に成功（エプソ

ントヨコム）

 一九七五 ソニー、ベータマックス発売開始 一九六一 林原健氏、四代目社長に就任（林原）

 一九七六 日本ビクター、ＶＨＳ発売開始   

 一九七九 ソニー、ウォークマン第一号機発売開始 一九七三 呉竹、くれ竹筆ぺんを開発

 一九七九 セルラー方式自動車電話サービス開始   

 一九八五 プラザ合意   

 一九八五 ショルダーホン（肩掛けタイプの無線電話）

登場

一九八七 ライスパワーエキスのひとつが医薬部外品

として厚生省（現・厚生労働省）の認可を受

ける（勇心酒造）

 一九八七 携帯電話（ハンディタイプの無線電話）登場 一九八八 ライスパワーエキス入り入浴剤がヒット（勇心

洒造）

平成 一九九一 超小型電話（ムーバ）登場 一九九〇 小坂銅山閉山（同和鉱業）

 一九九三 首都圈で八〇〇ＭHzＰＤＣデジタルサービ

スが開始

  

 一九九四 ｉ携帯端末の買い上げ制度が始まる  一九九四 デンプンからトレハロースを大量生産する技

術を開発、特許取得（林原）

 一九九九 モードサービスが姶まる 一九九〇 

  年代末

福田金属箔粉工業、電磁波遮断シールド

開発

 二〇〇一 ＦＯＭＡサービスが始まる 二〇〇〇 セラリカコーティング、グッドデザイン賞を受

賞（セラリカＮＯＤＡ）

 二〇〇三 土壌汚染対策法施行 二〇〇二 アトピスマイル発売（勇心酒造）

   二〇〇六 旧金剛組が倒産、新金剛組が事業を継承


