
第２２０９回例会

■ソング：国歌・奉仕の理想

■ビジター：西条ＲＣ 伊藤 武信様

〃 金好 康隆様

スマイルボックス

■会員誕生日 …川本、中川、佐藤、菅

■配偶者誕生日 …大成、今井、本庄、佐渡

■事業所創立 …下山

■喜寿スマイル …佐藤

■特別スマイル

・8月1日～2日の住吉まつりが盛会の内に終了する

ことが出来ました。皆様のご協力に感謝致すと

共に今後共宜しくお願い致します。（市川重雄）

・8月1日芸南学童水泳大会の特別ゲスト中村真衣

さん（シドニー銀メダリスト）と握手しました。

（梶谷寛康）

・住吉まつりが無事終わりホットしています。

（尾野剛章）

・8月2日に自動車整備技能競技県大会が開かれま

した。竹原支部から2名の選手が出場され、入賞

を逃しましたが健闘されました。 （夜船正昭）

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・地区大会本登録のお願い ガバナー 岡田幹矢

平成21年10月 9日（金）記念ゴルフ大会

10月10日（土）本会議（会長・幹事）

ホテル ザ・グラマシー

10月11日（日）本会議・懇親会

キリンビバレッジ

周南総合スポーツセンター

・ブルキナファソ栄養失調児回復センター教育資

金支援のお願い Ｇ9ガバナー補佐 本庄純夫

・山口県防府市平成21年7月21日の豪雨に係る義援

金について ガバナー 岡田幹矢

・本日例会終了後定例理事会を行います。

会 長 時 間

会長 中川 康子

8月6日、今日は広島へ原爆投下された日から64年

目にあたります。

64年前、私は小学校3年生で、夏休みにあたるこの

日、教室から原爆投下の“ピカッ”と光るのを見

ました。私の3番目の姉は当時広島女子高等師範学

校に行っており、千田町の校舎の下敷きとなりま

した。幸いにも命は助かり、次の2番目の姉と大叔

父とが広島へ入り、背負われて竹原へ帰って来ま

した。この日多くの原爆孤児が出て広島の沖にあ

る似島へ孤児院として似島学園が出来まして、大

勢の子供達がそこで暮らすこととなりました。

そこで、当時の日本のロータリークラブはどのよ

うな状況だったのだろうと思い、ロータリー100年

の歴史、ロータリーの動きを開いてみました。

1921年（大正9年）10月に日本のロータリークラブ
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2009～2010年度 国際ロータリー ジョン・ケニー

本日のプログラム ８月２７日

地区指導者育成セミナー報告

次週のプログラム ９月３日
誕生祝・各会員各記念日祝
誕 生 該 当 者 金 卓 話

２００９年８月 ６日 第２２０９回(誕生席)例会記録
２００９年８月２０日 第２２１０回（自由席）例会記録

8月20日 円山会員ご令室様の久子様がご逝
去されました。
謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心
からご冥福をお祈りいたします。



第1号として東京ロータリークラブが誕生しており

ました。1923年（大正12年）関東大震災に際し、

ＲＩと各国ロータリークラブから多額の見舞金が

贈られておりました。又、1940年（昭和15年）京

都ロータリークラブがクラブ解散を宣し、水曜会

の創立をしており、同年8月大阪ロータリークラブ

は時局に鑑みＲＩを脱退、新体制で再組を決議し

ております。

昭和16年太平洋戦争が始まり、昭和20年の原爆投

下で終戦を迎えました。この当時の動きを見ます

と、ロータリーも大変な時期で存続も危ぶまれた

のではないかと思いました。

しかし、昭和22年7月には第1回のロータリー復帰

協議会を東京で開催。ハリスの偉業を記念し、ロー

タリーファンデーションフェローシップをこの年

より実施し、第1回の18人の奨学生が選ばれていま

す。

この歴史の一こま一こまを読んで、当時のロータ

リアンの熱意といいましょうか、情熱といいましょ

うか、凄いものがあったのだと心より感動致しま

した。歴史を勉強する大切さを今更ながら思わさ

れました。身内が被爆した日を思い、ロータリー

の動き、歴史を振り返る機会となったことを深く

感謝致します。

委 員 会 報 告

■第53回芸南学童水泳大会参加報告

幹事 梶谷 寛康

8月22日（土）大乗小学校に於いて第53回芸南学童

水泳大会が行われ、クラブから私を含め5名の会員

が参加致しました。子供達は元気に競技を行い、

新記録賞は6個出ました。恒例によりトロフィーを

授与しました。又、当日は特別ゲストとしてシド

ニーオリンピック銀メダリストの中村真衣さんが

お見えになりました。約一時間熱心に児童達に水

泳のコーチをされておりました。

誕生月代表者謝辞

8月お誕生日を代表して川本会員よりお礼の言葉が

述べられました。

誕生該当者会員卓話

『厳しい時代を振り返って』

会員 佐藤 守幸

先ほどは喜寿のお祝いを頂

き有難うございました。

私達が小学生時代は戦争の

最中でしたので、まさかこ

の年令になるまで生きさせ

てもらえるとは夢にも思っ

ていませんでした。お蔭様

で77歳の喜寿の年となりました。これからは青春

の気持ちを失わず、目標を掲げながら一年一年を

大事に過ごしたいと思っております。

本日は私共の会社の厳しかった時代を振り返って

お話したいと思います。

企業の寿命は30年とよくいわれます。私共の会社

の創業は昭和8年ですので、お蔭様で約75年間続い

ております。息子には後25年で100年となるので頑

張るように云っております。

75年間は平坦な道ばかりではありませんでした。

最近では、平成11年3月、当時一社だけの取引をし

ていた飲料メーカーから何の予告もなしに一枚の

ファックスが届きました。今月いっぱいで飲料の

製造は全部やめます、との内容でした。途端に目

の前が真っ白になり、以来厳しい時代が6年間も続

きました。

全く仕事がないので、先ず受注活動に専念する一

方、会社のリストラを考え、初めに遊休不動産や

動産の処分を始め、自身の周辺からスタートし、

自分の給料を約一年半程０にしました。同時に土

地を売ったり、上場株式も売り、ゴルフ会員権8ヶ

所も全部売却しました。更に、会社の存続を考え

当時80人いた社員を半分にすることに致しました。

長い間勤めてくれた人が沢山いました。皆さんと

食事をしながらお互い涙を流し別れを告げました。

仕事を失った当時の一年間は、生産を殆どしてい

ないので、退職金の支払いを含めて2億5,000万の

赤字を出しました。一年間は動産、不動産の売却

を行い銀行からの借入金はせずに凌ぎました。

二年目からは受注を努力した結果、200万函（年間）

の生産をすることが出来ました。但し、ピーク時

には一年間で700万函の生産をしていたので、1/3

以下の受注では赤字は毎年7,000～8,000万となっ

ていました。

運転資金の融資を銀行にお願いに行ってもすんな

りとは出して貰えません。過去20年間で40億余り

の投資をしていたので借入金も多く、当時一年間

で2億円近い借入金を返済していました。月当たり

特別ゲスト中村真衣
さんがシドニーオリ
ンピックで受賞され
た銀メダルです。



1 2 3 4 5 6 7 8 9 計

中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広島 0 0 0 0 0 2 0 2 × 4

1,600万余りとなります。経営が順調な時には月当

たりの返済は容易でしたが、収入が1/3位になると

運転資金を少々借り入れしてもすぐに底をつきま

す。

只、私自身病気にならなかったのが幸いです。丁

度ロータリーへ入会して3～4年目の時です。ロー

タリーの例会に出席した時はそのようなことをキッ

パリ忘れることが出来ました。長い厳しい時代を

経て、やっと3年位前から黒字に転換することが出

来ました。

平成7年頃、低アルコール製造の免許を申請し、6

年がかり免許がおりて、平成13年頃より数社から

受注を貰って低アルコール製品の生産も行ってお

りました。2年ほど前からは、ＰＢ商品を各社共扱

いが増えるようになり、フォローの風に乗り、受

注も順調に増加して、現在では多くの取引先を開

拓し34社と取引をしております。過去の一社取引

の苦い経験を経て、今では一社あたりの生産シェ

アーを15％以内にするべく努力しております。

昨年度より更に利益の出る態勢となりましたので、

今年の6月にやっと社長の職を息子へバトンタッチ

することが出来ました。

これからも厳しい情勢は続くと思いますが、何事

も諦めず前向きに仕事にチャレンジして努力を続

けて行こうと思っております。

理事会報告（８月）

■日 時 平成21年8月6日（木）

■場 所 大広苑

■出席者 13名

■議 題

①ブルキナファソ栄養失調児回復センター教育資

金支援の件 承認

会員より500円 国際奉仕より500円/会員数

②ロータリー２億ドルチャレンジ寄付の件 承認

15＄ 会員より各1,500円

③山口県防府市「平成21年7月21日豪雨に係る義援

金」の件 会員より各1,000円 承認

④RLI-2710分科会交通費の件 承認

⑤地区指導者育成セミナーの件 承認

⑥ガバナー補佐会計の件 承認

クラブ会計 定期預金288,127円（40周年残ＲＩ

100年分）ガバナー補佐会計へ、ＩＭ終了後清算

⑦地区大会交通手段の件 バス 承認

⑧薬物乱用撲滅支援募金 募金箱回覧 承認

⑨広島県防犯連合会賛助会費の件 一万円 承認

⑩クラブ事務所盆休の件 8月11日～14日 承認

⑪11月12日（木）プログラム変更 職場例会 承認

出 席 報 告

第２２１０回例会

＜納涼例会＞MAZDA ZOOM ZOOM スタジアム

■参加者：会員21名、ご家族23名 合計44名

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ３０名 ３名 １名 ３名 ９１．１８％

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２０名 ４名 １０名 ３名 ８８．２４％

2009年8月20日(木) 広島 - 中日 18回戦 18時01分開始
マツダスタジアム （観客動員：22056人）


