
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的：久藤副会長

□ビジター：高知北ＲＣ 板場英行様

□会員誕生日･･･夜船

□配偶者誕生日･･･金澤

□結婚記念日･･･市川、佐渡、下山、堀越、三好

□事業所創立･･･市川、大森

□金婚式 ･･･市川

□古希 ･･･夜船

・10月よりネクタイ着用することを忘れていまし

た。申し訳ありません。1人だけのようで恥ず

かしいです。 （坂田武文）

・9月29日の吉名町スポーツ大会と10月1日の赤い

羽根街頭募金活動に私事により参加できません

でした。 （木村安伸）

幹事 堀越 賢二

・安芸津町敬老会お礼状

・例会終了後定例理事会を開催します。本日の会

場は都合により２階に変更しています。

・10月6日(日)地区大会です。バス時間はご案内

のとおりです。遅れることのないよう宜しくお

願いします。

会長 木村 安伸

一昨日、フジ竹原店前にて実施された平成25年度

共同募金の街頭募金活動に会長代理として佐々木

副幹事に参加して頂きました。誠に有難うござい

ました。

また、明後日賀茂川荘にて竹原商工会議所創立60

周年記念式典が開催されますが、これには会長代

理として久藤副会長に出席して頂きます。どうか

宜しくお願い申し上げます。

さて、今月は「職業奉仕及び米山月間」です。

沖田ガバナーは、職業奉仕について特別の思いが

あり、9月12日のガバナー公式訪問の席でも、そ

の「思い」を語られました。

一方、「ロータリーの友」10月号にロンＤ・バー

トンRI会長が、『職業奉仕は「ロータリーの目的」

の第2の項目をルーツにしていて、すべてのロー

タリアンに、職業上の高い倫理基準を保ち、役立

つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉

仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔

なものとすることを、奨励しています。つまり、

職業奉仕の考え方というのは、私たちの仕事は社

会に奉仕する一つの手段だということです。顧客
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四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか

【２０１３年１０月３日 第２４０１回例会記録】

高知北ＲＣ 板場会員とのバナー交換



へのサービスであろうと、また、商売、研究、メ

ディアなどどんな分野であろうと、私たちは能力

と高潔さをもって行う自らの仕事に誇りを持って

います。それぞれの職業がニーズを満たし、自分

たちの務めを遂行することで、私たちは地域や社

会に貢献しているのです。』と語られています。

更に、「私が考える職業奉仕」のページには、多

くのロータリアンからの寄稿が掲載されています。

その中に職業奉仕とは、つまり「自らと自分の職

業を律することである」との記事に私は納得させ

られました。会員の皆様も是非ご一読下さい。

後で、鴨宮職業奉仕委員長から説明されますが、

本日「職業奉仕に関する10のアンケート」用紙が

配布されますので、必ずご回答願います。

米山記念奨学会については、当初から毎年1,000

人の奨学生が続いていたものが、ここ10数年の間

に800人からついに700人を割る状況となっている

ようです。2710地区でも2013年度は、22名となり、

前年度より5名の減員となっています。日本全体

の寄付額低下が原因ですが、寄付額回復の必要を

感じます。

最後に、明後日5日から7日までは2013―2014年度

国際ロータリー第2710地区の地区大会です。第1

日目には、私と佐々木副幹事が出席しますが、第

2日目はバスの出発時刻が早朝です。ご苦労さま

ですが、乗り遅れになられぬようご留意願います。

以上で会長の時間を終わります。

□職業奉仕委員会 委員長 鴨宮 弘宜

①職業奉仕に関する10のアンケート調査をさせて

頂きます。来週の例会10日を提出締切日としてお

りますのでご協力お願い致します。

②10月31日(木)アヲハタ様において職場例会を開

催致します。ＦＡＸでご案内致しますので出欠を

事務局までお願い致します。

□会員増強委員会 委員長 下山 生修

新会員加入に向けて今一度それぞれの周囲を見渡

して下さい。会員増強に向けて皆様のご協力お願

い致します。

□社会奉仕委員会 委員長 朝比奈 勝也

①デートＤＶ予防啓発講演会計画推進向け、10月

8日(火)13:30～竹原市人権センターにおいて奉仕

プロジェクト委員会と行政との初顔合わせと会議

を行います。関係者の皆様宜しくお願いします。

②クラブが後援しています小さな町のホスピスモ

デル講演会が11月17日(日)大広苑に於いて開催さ

れます。是非ご参加お願いします。

③10月27日(日)ぶちぇぇ竹原まつりでのポリオ募

金活動とバザーの出店ですが、バザーの品のご協

力をお願いします。

□50周年実行委員会 委員長 本庄 純夫

10月3日(木)18:30～クラブ事務所に於いて50周年

実行委員会委員長会議を開催します。

10月記念日を代表して佐渡会員よりお礼の言葉が

述べられました。

会長エレクト 夜船 正昭

本日は卓話の機会を頂き有

難うございます。私は「自

動車屋」の一員として自動

車の現状と未来、そして今

後の自社の目標と取り組み

についてお話させていただきたいと思います。

私は、昭和35年から自動車販売と整備の修業をは

じめ昭和44年4月1日に念願かなって夜船モーター

スを設立致しました。昭和49年11月18日に設備を

整え民間車検場として業務を発展させることが出

来ました。従業員と家族の協力、併せてロータリー

クラブの皆様に支えていただき、44年が経ちまし

た。今月で無事70才を迎えることができ、皆様に

感謝申し上げます。私はお客様の自動車について

「ゆりかごから墓場まで」のお世話を仕事とさせ

ていただいております。この仕事を通じて地域に

貢献できることを感謝申し上げます。

さて、現在世界の人口は約72億人です。世界の四

輪自動車保有台数は2012年で約10億台です。ご存

知のように東南アジア、アフリカ地域で爆発的に

自動車の保有台数が増えています。

日本の人口は約１億２千万人、国内の自動車保有

台数は約7,991万台、広島県の人口は約285万人で

自動車の保有台数は約185万台、竹原市の人口は

約28,500人で自動車の保有台数は約2万台です。

私たちの周りでたくさんの自動車が走っています。

自動車は住民の足として、人や物を運ぶ便利な道

具、快適な移動手段として私たちの生活に根ざし

ています。反面、交通事故、生活環境、地域環境

への悪影響の要因の一つとも言われています。

最近、燃費が良い「エコ･カー」と安全性の高い

「自動ブレーキ装着車」などのＣＭが多いのです

が、その中でエコ･カーの代表バッターは「ハイ

ブリッド車や電気自動車」と言われています。今

後10年から20年のスパンでいうと「燃料電池自動

車」即ち「水素ガス自動車」が今、究極の環境対

策自動車として世界中の自動車メーカーや大学の

研究者による開発競争が繰り広げられています。

この「燃料電池自動車」というのは、水を分解す

ると「酸素と水素」に分解することを理科の授業

で実験してご承知の通りですが、この逆、即ち

「水素と酸素」を特殊なフィルターを介して反応

させて電気を作り出し、この電気のエネルギーで

自動車を走らせる、排気管からは水しか出ないと

いう仕組みです。従って有害物質を全く排出しな

いクリーンなシステムとして期待を集めています。

今後の「燃料電池自動車」の普及には、技術的な



課題と共に自動車の安全性、水素ガス・スタンド

増設や車両価格の問題、そして我々自動車屋によ

るメンテナンス体制など多くの課題がありますが、

地球温暖化など環境問題が待ったなしの状況にあ

り、国をあげて「燃料電池自動車」の開発と普及

に取り組んでいるようです。

自動車の安全については、自動車の交通事故によ

る不幸は、我々自動車屋にとって大変心痛な思い

です。昨年の自動車交通死亡事故は、全国で665,

138件、死亡4,411名。広島県で14,849件、死亡12

5名。竹原市で大崎上島町を含めて111件、死亡4

名となっています。

我々自動車屋は、自動車のメンテナンスを通じて

交通事故撲滅を図ることを目標としています。車

検は国が定める自動車の最低安全基準によるもの

ですが、車検と車検の間に行う1年点検整備の着

実な実施、1年点検整備を普及させることで自動

車の安全は飛躍的に向上すると考えています。

車検整備と共に1年点検整備普及に向けて全国9万

件、広島県2,120件、竹原市45件の自動車屋が力

を合わせる努力をしているところです。是非皆様

の周りでも1年点検整備実施を宜しくお願い致し

ます。

点検整備の理解を拡げるためにマイカーの仕組み

や点検の仕方などを楽しく学べる「マイカー点検

教室」を全国で開講しています。竹原では10月27

日(日)商工会議所青年部と実行委員会開催の「ぶ

ちぇぇ竹原まつり」特設会場にてバザーと一緒に

開講いたしますので皆様お誘い合わせの上お越し

いただきますようお願い致します。

また近い将来、車両の安全対策として「自動車と

自動車」「自動車と車路」或いは「歩行者と自動

車」がお互いを通信システムで結び、自動車の

「自動運転」や自動車の「危険回避動作」などを

行うのが究極の交通安全システムとして研究開発

が実用段階にまで進んできています。このような

自動車になればなるほどメンテナンスが重要になっ

て参ります。

最後に私ごとで恐縮ですが、夜船モータースはお

客様に満足していただき自動車のことは何でも任

せていただける自動車屋になることを目標として

います。まだまだ多くの課題はありますが、従業

員や家族と力を合わせ課題を一つ一つクリアして

参りたいと考えています。そのためには第一に取

り組むのは、地元の皆様とコミュニケーションを

図ること、そして地域の皆様に安心と安全を提供

させていただくことで「地元の元気」に貢献でき

ること、信じて邁進したいと思います。

本日は有難うございました。

□日 時 平成２５年１０月３日（木）

□場 所 大広苑

□出席者 １０名

□議 題

①広島・ホスピスケアをすすめる会竹原支部講演

会協賛の件 11月17日(日) 3万円 承認

②外部卓話の件 承認

10月24日(木)竹原中学校校長斎藤美由紀様

③ポリオプラスの件 承認

1人/5＄ ＠100円 各500円

④例会時間変更の件 承認

11月14日(木)18:30～19:30

⑤月見例会バスの件 承認

的場会バス利用 御礼及びガソリン代等

《出席報告》

会員数３４名 出 席２８名 メイク ０名

欠 席 ４名 免 除 ２名 出席率８８．２４％


