
□点 鐘

□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的／宮本会員

□会員数：３５名 □出席者：２７名

□欠席者： １名 □免除者： ３名

□メイク： ４名 □出席率：９６．９７％

□会員誕生日…原田、夜船

□結婚記念日…下山、佐渡、堀越

□事業所創立…大森

□金婚式 …下山

□特別スマイル

・期せずして金婚式の御祝を頂き大変恐縮しており

ます。有難うございました。 （下山生修）

幹事 井上 盛文

・ロータリーレート 10月より1＄＝120円

・例会終了後、定例理事会を開催します。

夜船正昭会員

会長 久藤 孝仁

あらためまして、各記念日を迎えられました会員の

方々おめでとうございます。

今日から10月ですね、食欲の秋、スポーツの秋、読

書の秋、様々な言われ方が有る様にスポーツ等の趣

味を楽しむ絶好の気候になりました。勿論それぞれ

のお仕事におかれましても過ごしやすい季節ですね、

皆様方のご繁栄を心よりお喜び申し上げます。

先日の公式訪問におきましては、通常より長い時間

の拘束がございましたが、無事終了いたしました。

皆様のご協力に感謝申し上げます。

10月の行事としましては、8日例会後の夜、会員研

修会、15日は月見例会、24,25日は宇部におきまし

て2710地区の地区大会と諸行事が山積しております。

スケジュール管理をしっかりなさって、ご参加、ご

協力をお願い申し上げます。

さて、公式訪問時のガバナーの卓話等を聞き、あら

ためてロータリアン同士お互いの信頼と友情それに

寛容の精神を再確認した様に思います。信頼に値す

る自己研鑚をつみ、新しい友達を見つけられるよう

に今後ともご指導頂きますようお願い申し上げます。

今月のロータリーの友に掲載されております「ロー
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下山会員は金婚式を迎えられました。

誠におめでとうございます。



タリーは例会から」という記事がたくさん載って

います。いろいろな工夫をしながら例会をエンジョ

イしておられる各クラブの様子が紹介されていま

す。参考にしてみてはいかがでしょうか。

後になりますが、25日の地区大会の出発が宮本

会員の所から早朝5時30分の出発となっております

ので、参加会員の方々ご確認をお願い申し上げま

す。市川ガバナー補佐及び会長幹事は24日より参

加しておりますので、現地でお待ちいたしており

ます。例会同様に地区大会を楽しんできましょう。

□親睦活動委員会 委員長 尾野剛章

8月20日(木)竹原シーサイドホテルに於いて開催し

た納涼例会の決算について報告します。

10月15日(木)は黒浜に於いて月見例会を開催しま

すので宜しくお願い致します。

□円山啓壮会員

先日の津軽三味線公演義援金を昨日、私と次男、

クラブ会員の佐渡さん、佐々木さん、吉本さんの

五人で広島市役所へ参りまして直接お渡しして参

りました。無事にお受取り頂きました。有難うご

ざいました。

会員 原田 一平

私は昭和9年10月24日、父が帝人の建築技師だった

関係で岩国市麻里布町に生まれ、大分市で小学生

となり、太平洋戦争で郷里竹原へ疎開して帰って

きました。竹原中学2年の時に父を亡くしました。

残された母と祖母と私の三人で六反余りの田畑を

耕作するのは大変厳しい労働でした。秋の夕暮、

山畑より芋を背負っての帰り道、祖母と母の影が

小さく見え胸にぐっとくるものを感じました。

高校は叔父の援助を受け京都へ行き、新聞配達や

ネクタイ売り場等のアルバイトもしました。この

時、背広の彩との調和を学ぶチャンスでインテリ

ア設計に役立てました。

京都洛北高校は学力も高く、勉学とアルバイトと

農作業との両立は並大抵ではありませんでしたが、

どっぷりと京都人の中に浸かっての生活は大変楽

しい生活で親しい友も出来ました。一浪中は祖母

や母を助けるため、竹原へ帰り農業に精を出しま

した。

大学は再び京都に行きました。京都工芸繊維大学

建築科へ進み、学生生活を多くの友人と共に京都

の幾多の名建築・名庭園を訪ね歩き、楽しみなが

ら多くの日本の古い建築を学びました。有名な教

授の講義を受けられたことは有難いことでした。

楽しかった七年間の京都暮らしを終えた昭和33年3

月、大学は出たけれど…の大不況の時でした。

教授の推薦で先輩がいる建築材料会社 田島応用

加工(株)大阪営業所へ友人の学生服を借りて面接

に臨みました。第一志望が建築設計事務所でした

ので気が進まず、不採用になれば教授に言い訳を

せずに済むと思い、面接のとき試験官の質問に対

して、旅行は嫌い、酒は好きでない…意に反する

回答をしました。翌日、教授に面接は失敗した旨

を報告に行ったところ、おめでとう決まったよと

云われ、そんなはずは無いと思うのですがと申し

上げたのですが、後輩の為にも行けと云われ、何

とかなるかと思い、渋々就職を決めました。

大阪営業所へ入社してみると、名古屋大学建築科

卒、神戸大学建築科卒と京都工芸繊維大学建築科

卒の私の三名でした。総勢30名ばかりの営業所で

薄汚れた木造平屋の事務所でした。

後に知ったのですが、その業界では日本一の会社

で配当は年200％の会社でした。驚いたのは私共三

人の為に大阪西区北堀江の高級茶屋で若い芸者を

一人に一人ずつ侍らしての入社歓迎会を催して頂

きました。昨日まで学生だった身にとって着飾っ

た芸者の酌で酒を飲み、料理を食べるなんて舞い

上がってしまいました。

当時の所長から営業とはお客様に対して徹底して

喜ばれ役立つようにと教育されました。またお客

様への一枚の手紙を書くのに半日も掛り商業文の

大切さを教えて頂きました。仕事は役所、建築設

計事務所、ゼネコン、防水、床タイル施工代理店

廻りや説明会等で大学での学業が随分役立ちまし

た。昼は営業、夜はお客様の接待、連日連夜帰り

は午前様でした。そのような機会に多くの素晴ら

しい人々と席を同じくできた事は私の財産となり

今もなお交流が続いています。

楽しく労働して参りましたが、八年目に独り竹原

に残している母への孝養の為に、退職させて頂き

ました。その後に(株)匠設計を大阪に立ち上げ、

大阪～竹原の生活に入りました。ちょうど1970年

の万博を前に設計事務所も大忙しで大成建設の下

でチェコスロバキア館の設計にも参画しました。

腹心の部下へ同事務所を譲るまで36年間、所員15

人にもなり大阪・京都・浜松・天理・広島・竹原

と多くの御引立てを賜りながらたくさんの設計を
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させて頂きました。竹原ではもみじ銀行、竹原警

察署、吉名中学校などです。

次に、大広苑について。

昭和43年12月に竹原スポーツセンターとして社長

橘高峰人(義父)が創業し、ボーリング14レーンと

レストランを開業致しました。ボーリング熱が日

本全土に広がっており開店初日から連日連夜盛況

が続きました。14レーンから16レーン、30レーン

へと増設しました。

昭和46年8月に社長が急逝しました。当時36歳の私

は大阪在住で副社長の肩書を頂いていましたので

急遽何の引継ぎもなく社長に就任しました。経理

を見て驚いたのは5億円余りの借金がありました。

ボーリング場の建設費の不足分を高利貸（日歩12

銭、三年間放置すれば借金は二倍になります)から

調達したものと思えますが、死人に口なしで皆目

わからず毎日毎日利息払いの資金繰りと銀行廻り

でした。

生きている心地もなく買い手も見つからず、倒産

止む無しと覚悟して債権者会議を開き、出席者の

前で実情説明とお詫びを申し上げました。席上、

商工会議所会頭堀友頼一氏が大口債権者の丸紅(株)

広島支店長へ「竹原市民の為にこの施設を残して

もらえないだろうか」と云って下さり、丸紅の支

店長も本社と相談してみるとのことになりました。

私は重要な人を介して即刻東京へ行き、丸紅(株)

桧山宏社長に直接面会を願い、実情を報告し必死

でお願い致しました。後日広島支店の厳しい調査

を受けた後に債権カットの有難い報告を頂きまし

た。社長の死亡保険金五千万円を担保に芸陽信用

金庫より融資を受け、難関の高利貸しや個人借を

決済し、取引先へは全額延払いをお願いしました。

各金融機関にもご協力を頂きました。

まさに地獄で仏といったところで、感謝感激でし

た。36歳の私は寝る間もなく、経理の事、料理や

ボーリングの現場の事、人事の事を体を張って勉

強致しました。昭和48年頃からボーリング場も斜

陽となり業績も日に日に悪く火の車となりました。

自分自身に保険金を掛けあの崖から車ごと落ちて

死んだらと、何度も何度も思いましたが一年間の

掛け金がありませんでした。真っ暗な真夜中に一

人照蓮寺にある御先祖の御墓に参り万策尽きまし

たと報告致しました。

有難いことに、団塊の世代が結婚式ブームとなり

一日四組も挙式されることがありました。早朝か

ら夜遅くまで忙しく立ち廻り、ボーリング場から

家具屋、宴会場、ホテルへと模様替えをしていき

ました。設計事務所を経営しているのが大変役に

立ち、少ない資金を上手に使うことが出来ました。

匠設計からも応援してもらうことが出来たのも幸

いでした。

当時、ボーリング場跡利用にパチンコ経営があり

ました。借金返しの為になればと思い福山と竹原

に新設しました。当時午後8時に大広苑を出発し福

山へ行き、午後10時に閉店をし帰り着くのは午前1

時の毎日でした。パチンコブームに乗りました。

そのお蔭で海外へもあちこちと行かせて頂きまし

た。

借金苦から解放されて気が付けば60歳を迎えてお

りました。丁度その時、大阪で心筋梗塞を患い倒

れ4か月間入院し臨死体験を致しました。その時ロー

タリークラブの皆様にもお見舞いに来て頂き有難

く思いました。そして79歳で全ての第一線の業務

から引退しました。

顧みれば私の歩いてきた人生は起伏の激しいもの

でした。そこを何とか乗り切ってきた思いは地域

社会に迷惑をかけないこと、少しでも存在価値の

ある企業になりたいと願い続けて参りました。

その間多くの方々のご指導とご協力により今日を

迎えられましたことに深く厚く御礼申し上げます。

□日 時 平成27年10月1日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 11名

□議 題

①竹原市国際交流協会会費の件 5,000円 承認

②グループ9ロータリー財団勉強会の件 承認

日 時 平成27年11月9日(月)14時～17時

場 所 大広苑

登録料 1,000円

出席者 会長、会長エレクト、財団委員長等

③例会出席免除の件 承認

川崎俊和会員 延長 12月末

三好静子会員 延長 10月末

④竹原ロータリークラブ例会2500回の件 承認

記念品、クラブ管理運営委員会へ一任

費用予算は5万円～10万円

⑤聖恵文化祭ボランティア参加の件 承認

日時 平成27年11月23日(月)

⑥采谷記念ラビットクロカンin大久野島協賛金

10,000円 承認

⑦広島商船高等専門学校留学生ショートステイ

日程は調整中 承認

受入れ先 荒谷会員

⑧ぶちええ竹原まつり会場の都合により不参加

⑨10月29日ライラ参加者加賀様例会へ出席
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