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出席委員会担当例会

次週のプログラム ５月２４日

地区協議会報告

２０１２年５月１０日第２３３３回(誕生席)例会記録
◆ソング：国歌・奉仕の理想
◆ロータリー綱領：荒谷会員

◆会員誕生日 ・・・吉本
◆結婚記念日 ・・・大田、朝比奈、吉本
◆配偶者誕生日・・・佐藤
◆事業所創立 ・・・吉本、小坂、堀越
◆特別スマイル
・金婚式
(大田嘉弘）
・今年のゴールデンウィークは孫の真帆が色々な
ステージで歌わせて頂きました。4日にはRCCテ
レビに生出演させて頂き、良い経験をさせて頂
きました。とても嬉しく思いました。見ていた
だいた方々有難うございました。 (森 照明)

幹事 朝比奈 勝也
・例会変更
東広島RC
5月15日(火)→13日(日)創立25周年記念式典
・賀茂川清掃中止について
(協賛金は来年度の清掃予算へ繰越）
・例会終了後、定例理事会を行います。

副会長 木村 安伸
2月にほんの短期間会長代理を引き受けて欲しいと
の事でしたが、早くも4ヶ月目に入りました。1日
も早く下山会長には復帰して貰いたいものです。

さて、5月に入り山々の新緑がより一層映え映えし
くなり、気分も落ち着く良い時候となりましたが、
2011－2012年度もいよいよ終わりが近づきました。
6月は次年度のリハーサル月間となりますので、今
月が実質的には最終月です。各委員会毎に活動計
画の進捗状況を確認し、達成漏れがないよう努力
しようではありませんか。宜しくお願いします。
次に、移ります。私は連休最後の6日に、5年前ア
ジアで最初の産業遺産としてユネスコの世界遺産
に登録された『石見銀山』を初めて訪れてきまし
た。ここは、1526年に九州博多の豪商神屋寿禎に
よって発見されて以来、1923年の休山まで約400年
にわたって採掘されてきた世界有数の鉱山遺跡で
す。16世紀半ばから17世紀初めには、世界の産銀
量の約三分の一を占めた日本銀のかなりの部分が、
石見銀山で算出されたものだったと考えられてい
るそうです。石見銀山で産出された銀は高品質で
信用が高く、アジア諸国とヨーロッパ諸国を交易
で繋ぐ重要な役割を果たしていました。
石見銀山には、大小合わせて600箇所を超える間歩
（まぶ）と呼ばれる、銀鉱石を採掘するための坑
道があり、横幅2尺高さ1尺を、1日5交代で、10日
で10尺掘ったと伝えられています。地元の大田市
では、ユネスコの「世界平和と人権尊重」精神に
基づき、「石見銀山遺跡とその文化的景観」の保
全、活用を進めている所為もあってか一般の観光
地とは違った歴史の奥深さを実感して帰った次第
です。これで会長の時間を終わります。

5月記念日を代表して吉本会員よりお礼の言葉が述
べられました。

◆次年度幹事 久藤 孝仁
次年度活動計画を5月24日頃までにはご提出下さい。
5月20日(日）地区協議会へ9名参加させて頂きます。
出席義務者の方へはFAXで詳細をお知らせ致します。

会員 堀越 賢二
昨年は3.11の東日本大震災の
影響やタイでの大洪水被害な
ど自然災害により工場ライン
や部品調達に多大な悪影響が
あり苦戦を強いられましたが、
現在はエコカーへの補助金な
ど購買意欲を促進させる国や
メーカーの支援のお陰で、販売台数は順調までは
いかないまでもボチボチの状況です。車種によれ
ば５ヶ月待ちの状態もあり、補助金をあてにして
いても、恩恵が受けられない方も出てくるのでは
と心配もしています。我々販売及び整備事業者は、
自動車という一歩間違えれば凶器にもなる商材を
扱っていますので、ロータリーにおける職業奉仕
の精神を持ち、お客さまが安心して使用していた
だけるように日々講習などを通して研鑽し、技術
力を磨かなければいけないと考えています。夜船
会員共々頑張っていきますので、皆さん是非ご利
用いただければ最高の技術力で職業奉仕を実践さ
せていただきますので宜しくお願い致します。

会員 小田 邦治
私も、あらためて座右の銘
は何かと問われますと、自
分が成長する段階で変化し
ていったように思います。
まず、約39年ほど前に青旗
缶詰(株)に入社いたしまし
て10年ほどは、座右の銘と
いえる言葉は、「一所懸命」であったと思います。
それは当時の有名なアスリートを取り上げた書物
がありその中に、王貞治について書かれた件があ
りまして、「彼は野球技術の向上には縁遠い玉拾
いをしても最後まで球場に残り一人黙々と玉を拾
い集めていた」とありました。この言葉は入社し
て間もない私が仕事を選ばず何でも懸命にやって
みようと言う心構えでいましたので、その気持ち
にフィットし、この言葉を心に留めて仕事に臨ん
だ事を記憶しております。今、こうして思います
と、私ごとながら、なかなか真面目な青年だった
んだと思います。
それから私も経験を積み、管理職となりマネージ
メント力が必要とされる立場になりました。その
時代に影響を受けましたのが、放送作家の高橋玄
洋先生との出会いでありました。それは平成10年

ころに埼玉県の所沢にある先生のご自宅をお訪ね
した時に、先生が仰られた「俱（とも）に生きる」
という言葉が、いかにも人生経験豊富な方のお言
葉と印象に残り、当時小さな組織を預かり、様々
な個性の社員を束ね、心を一つにして、会社の目
標を達成することに必死であった私の心の支えと
なった言葉でありました。今まで申しました二つ
の言葉は、特に座右に置いていたものではなく、
心の中で自分を戒める言葉 として意識していたも
のでありました。
その後、現在の役職についた時は「気宇壮大」と、
もう一つは、このクラブでも紹介のありました江
田島にある旧海軍兵学校の「五省」であります。
皆様には解説するまでもありませんが、私の仕事
は遵法精神に則り会社組織のあらゆる部署を監査
し、当社の持続的な成長の確保と、良好な企業統
治体制を確立することであります。ややもすると
監査中に小さな事に及び、結果として社員を追い
詰るめことにならない様、物事に対する時は、心
を大きく構えて臨むようにと「気宇壮大」と致し
ました。また日常の執務態度は、五省の「至誠に
悖るなかりしか」「言行に恥ずるなかりしか」
「気力に欠くるなかりしか」「努力に憾みなかり
しか」「不精に亘るなかりしか」を自分の机の右
に貼り付けて毎日これを見て執務に臨んでおりま
す。ただ現実はこのようにうまくは行かず、会議
で思わず熱くなることもあり、この五省を見ては
反省する事しばしばであります。ただ、この座右
の銘のおかげか、社内では私のことを「仏の小田」
と噂さしているとか？ともあれ、未熟な私が今日
までなんとか生きてこれましたのも、先輩方の立
派な教えや、ご指導頂いたことと深く感謝してお
ります。これからもこの五省については、私の一
生掲げ続ける言葉になると思っております。

◆日 時 平成24年5月10日(木)
◆場 所 大広苑
◆出席者 8名
◆議 題
①地区協議会の件 登録料/食事/交通費
②花見例会決算の件
③デジカメ購入の件 32,800円
④第4期RLI2710分科会研修パートⅡの件
登録料/交通費 木村副会長出席
⑤退会届の件
今井敏明会員 2012年5月末
森 照明会員 2012年6月末
⑥クールビズの件
5/24～9/30
⑦慶弔内規変更の件（別紙）
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