
１月１２日 第２５５１回
◆点 鐘

◆ロータリーソング：奉仕の理想

◆ロータリアンの行動規範

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：２６名 ◆欠席者： ４名

◆メイク： ６名 ◆出席率：８８．８９％

◆会員誕生日 …吉岡

◆配偶者誕生日…菅、市川、福本、井上、高橋

◆事業所創立 …西岡、福本

◆年賀状…金澤、菅、荒谷、本庄、夜船、井上

福本、鴨宮、木村、佐々木、西岡、吉岡、尾野

佐藤、久藤、市川、藤中、吉本、宮本、高橋

◆特別スマイル

・「年男 嬉しくもあり 指を折る」

ありがとうございました。 （金澤節生）

・12月18日朝、階段の途中から滑落しました。診

断の結果、左足関節骨折で足首をギブスで固定

されました。ギブスと松葉杖で難儀しました。

（本庄純夫）

幹事 宮本 和彦

・例会終了後、定例理 事会を開催します。

会長 菅 義尚

本日午前１０時から佐

渡会員奥様の御葬儀で

した。昨年の１２月３

日の忘年家族例会には

ご長男の文明さん御家

族と一緒に出席されま

した。文明さんは小学

生の時、ご両親と忘年

家族会にはよく出席されていましたが、３０数年

ぶりに７人家族で出席され大変喜んでおられまし

た。手術後なかなか食が進まないといっておられ

ましたが１２月３日に久しぶりにお会いした時は

家族の出席を笑顔で嬉しい、楽しいと話されてお

られたので元気になられると思っていたのですが、

１月１０日の朝、佐渡さんから亡くなったと電話

があり、諸行無常の厳しいことを知らされました。

この世に生を受けると死に帰するとありますが、

なかなか我が身に受け入れることが出来ないもの

です。仏教の教えの中に、私達凡夫は三大煩悩

「貪欲」「瞋恚」「愚痴」という、むさぼり、怒

り、愚痴、愚かさ、身や心を悩ませかき乱し煩わ

せ惑わせていくものがあります。これ以外に根本

煩悩という十大煩悩があります。その中の一つに

有身見という、いつまでもいつまでも生きるとい

う煩悩が働き、死を身の上で置くことが出来ませ

ん。この世は諸行無常、何一つあてになるものが

ないという現実、生死一如、表裏一体のこの世、

このたびのことをご縁として考えてみようではあ

りませんか。

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
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◆職業奉仕委員会 委員 久藤 孝仁

１月１９日（木）三井金属竹原製煉所様に於いて

職場例会を開催します。１２時大広苑集合バスで

出発します。

会員 吉岡 一眞

会員 田中 幸俊

誕生日を御祝頂き有難うご

ざいます。私も妻も今月で

５８歳とさります。

今回は身近な所で「大久野

島」の話をさせて頂きます。

大久野島は、忠海の沖合３

㎞に位置し、周囲４．３㎞

の小さな島です。

かつては「地図から消され

てしまった島」「毒ガスの島」「国民休暇村」と

して有名で、私も新入社員の研修は大久野島で合

宿を行った記憶がありますが、最近ではちょっと

様子が変わってきています。当社の事務所と線路

をはさんで海側に大久野島行きの船着場があり窓

からよく見えます。

以前は夏場の海水浴シーズンと小学生の修学旅行

がメインで、それ以外は待合室で大三島に渡る地

元の人がちらほらいる状況でした。今では、観光

客が多く、電車の発着の都度、会社の前を通って

船着場へ往復する人をよく見かけます。特に外国

人観光客が多く、白人系の人が殆どでしたが、最

近ではアジア系の人もよく見かけます。また、平

日でも船が着くと、降りる人、乗る人の行列を頻

繁に見るようになりました。

年間の来島客を調べてみると、2010年約15.2万人

が2014年18.6万人となり、その内、外国人は2013

年378人、2014年5,464人、2015年17,215人と三年

間で50倍近くに増えています。

増加の理由としては、うさぎ年特集でメディアが

「毒ガスの島」から「うさぎの島」へと紹介した

こと、旅行社がウサギをテーマとした旅行プラン

を企画したこと、極めつけがYou-Tubeでうさぎの

動画が紹介されたことで世界に一気に知れ渡った

ことによります。

現在、島には約700羽のウサギがおり、全ての種類

は「アナウサギ」で島中どこにいっても見かけま

す。元々は、1971年地元の小学校で飼われていた

８羽が放され繁殖したものといわれています。

ウサギの餌は島内では売っておらず、船着場か忠

海のコンビニでも売っています。中にはキャベツ

など袋一杯の野菜を持っていく人も見かけます。

私の感想としては、ウサギを見て何が楽しいのか

なと思いますが、実際には継続して観光客が押し

寄せていますが、まだインフラ整備が追い付いて

いません。専用駐車場は船着場の横と道なりに少

し離れた工場の前に二か所あります。

この道路は港湾道路となっており、一般道路と異

なり駐禁が適用されないため、道路脇への駐車で

あふれ、又、次の船の発着まで待つため、以前は

工場に資材を運ぶトラックが通れないこともあり

ました。このゴールデンウィークには駐車場待ち

で１㎞以上並び忠海高校まで続いたこともありま

した。徐々にではありますが、臨時駐車場も増設

し、交通整理の人も増やし、混雑も緩和されてき

たように感じます。当社の社員駐車場も休みの日

には依頼を受けた時は臨時駐車場として開放して

おります。「うさぎの島」ブームが定着し、町の

活性化に繋がってくれればと思います。

宮本和彦会員３分間スピーチ。

◆日 時 平成２９年１月１２日（木）

◆場 所 大広苑

◆出席者 ９名

◆議 題

①忘年家族例会決算の件 承認

②第９期ＲＬＩ分科会研修パートⅠの件 承認

日 時 平成２９年１月２９日（日）

場 所 広島ＹＭＣＡ国際文化センター

登録料 ８，０００円

出席者 板場副会長

③Ｇ９ＩＭの件 承認

日 時 平成２９年３月５日（土）

場 所 式典 ベルカントホール

懇親 尾道国際ホテル

登録料 ６，０００円

交 通 バス（城南観光１１５，４００円）

④Ｇ９からガバナーへ記念品の件 承認

各クラブ一万円

⑤竹原青年会議所新春互礼会の件 承認

日 時 平成２９年１月１４日（土）

場 所 大広苑

御 祝 １０，０００円 会長出席

⑥中間決算の件 承認

⑦第10回吉名よがんすのぉ祭り協賛の件 承認

１０，０００円

⑧がん予防啓発推進委員会田原榮一ガバナー講演

会の件 承認

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



日 時 平成２９年５月２７日(土)

１３時３０分～

場 所 大広苑

⑨職場例会昼食の件 承認

お弁当+お茶１，５００円 お土産５，０００円

１月１９日 第２５５２回
職場例会：三井金属鉱業株式会社竹原製煉所

◆点 鐘

◆ロータリーソング：それでこそロータリー

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：２５名 ◆欠席者： ３名

◆メイク： ８名 ◆出席率：９１．６７％

幹事 宮本 和彦

・チャリティーダンスパーティーとミニバザーの

ご案内 国際ソロプチミスト竹原

日 時 平成２９年２月１１日（土）

場 所 安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター

会長 菅 義尚

本日は三井金属鉱業竹原製煉所様に於いて職場例

会です。永瀧会員、本日はお世話になります。

職業奉仕委員長 藤中 保

今月は職業奉仕月間です。お

忙しい中で永瀧会員に日程調

整して頂き、本日三井金属鉱

業様で職場例会を開催するこ

とができました。ロータリア

ンがロータリアンの事業所を

見学させて頂くのが職場例会

の目的であります。職員・従業員・その家族・地

域に対してロータリアンとしてどのようなコンセ

プトで取り組まれているかにも触れながら、今日

の例会に望んで頂ければと思います。

三井金属鉱業株式会社竹原製煉所

所長 永瀧 英一様

本日は竹原製煉所にお越し

頂きまして有難うございま

す。今日は三井金属がどの

ような会社かという全社の

照会のビデオがございます

ので、先ずはそれをご覧に

なって頂きまして、竹原製

煉所でどのようなものを作っ

ているかのお話をさせて頂きます。日本に幾つも

製煉所があるのですが特徴的なのは非常にいろん

な電気化学の技術を使ってものを作っています。

硫酸を電解気に使ったり、フッ酸を使ったり、塩

酸を使ったり或いはアルカリ電解というのもあり

ます。そういった全ての電解方法を持っている製

煉所は日本の中でも竹原だけでございます。竹原

製煉所は多くの製品を産出できる特徴のある製煉

所であります。

三井金属鉱業株式会社竹原製煉所

総務課長 森下 一志様

ようこそ竹原製煉所へお越

し下さいました。

先ずは三井金属の全体のビ

デオを見て頂きました。竹

原製煉所に特化したところ

でご説明させて頂きます。

本社は品川区大崎にござい

ます。三井金属は鉱山・製

煉でスタートしました。いろいろな外的環境等々

の厳しい時に事業展開を行いまして現在では電子

材料、自動車部品、ダイカスト、鉱山、金属精煉、

環境リサイクル、ということで 川上から川下へ

の事業を展開しているところでございます。

竹原では自動車部品は作っておりませんが、車一

台の中に亜鉛、ダイカスト製品、バッテリー等相

当な部品等々見えないところに三井金属の原材料

が使われています。

竹原製煉所は先端技術の工場と、リサイクルとい

う循環型の工場とがある二極化した製煉所で三井

金属の事業所の中でも珍しい工場です。

永瀧が第３０代の所長であります。全社統一です

が、安全・衛生の確保を経営の最大課題とすると

いうことで所長をトップにゼロ災を目指して取り

組んでおります。環境の取り組みとして地域社会

の環境保全活動に積極的に参画しております。

ＩＳＯ１４００１を取得し現在も更新しておりま

す。共栄共栄により地域に貢献し、地域と共生す

る企業として取り組んでおります。

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


