
□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□会員数：２４名（免除者：３名）

□出席者：１９名 □欠席者： ４名

□メイク： １名 □出席率：８３．３３％

スマイルボックス

□結婚記念日…久藤

□特別スマイル

・プレ公式訪問も無事終わり、いよいよ次週はガバ

ナー公式訪問です。皆様宜しくお願い致します。

（宮本和彦）

クライングボックス

・先週は突然に例会を欠席し申し訳ありません。

（佐藤守幸）

会 長 の 時 間 会長 宮本 和彦

郵便局が民営化されて１２年

を迎え、旧国鉄は３２年が経

ちましたが、画期的なコラボ

レーションが展開されるとい

う記事をご紹介します。見出

しは、「乗車券やsuicaの販

売など駅窓口業務を行う郵便

局の誕生」となっており、その内容は、全国初の郵

便局が無人駅となっていたＪＲ東日本の内房線江美

駅に来年８月に開局する予定となった。これは、昨

年６月の「日本郵便とＪＲ東日本の地域・社会の活

性化に関する協定」に基づくものです。窓口業務を

合体するのは、今年７月から無人駅となった千葉県

鴨川市を走る内房線江見駅と、そこから徒歩１分の

場所に位置する江見郵便局。江見駅は大正１１年に、

江見局は昭和３８年にそれぞれ建設されたが共に老

朽化による建て替え時期が重なったもので、土地は

本日のプログラム ９月１９日 次週のプログラム １０月３日

ガバナー公式訪問
誕生祝・各会員各記念日祝

誕生月該当者会員卓話

【２０１９年９月１２日 第２６７１回 例会記録 】
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30
例会場／大広苑 TEL(0846)-22-2970

歓迎 晝田眞三ガバナー公式訪問
＜広島空港ロータリークラブ/竹原ロータリークラブ合同＞

国際ロータリー第２７１０地区 ガバナー 晝田 眞三様（福山 ＲＣ）

随行幹事 浅利 和男様（福山 ＲＣ）

Ｇ９ガバナー補佐 三宅 宏様（尾道東ＲＣ）

補佐幹事 岸上 幸由様（尾道東ＲＣ）

補佐幹事 齋藤 幸恵様（尾道東ＲＣ）

スケジュール 会長幹事懇談会１１：３０～１２：００ 例会 １２：３０～１３：３０

集合写真 １３：３０～１３：４０ フォーラム１３：４０～１５：１０



ＪＲ，局舎は日本郵便が保有し、駅員は不在で局員

が普通乗車券、定期券、無記名式suicaの販売や精

算業務、列車や運賃の案内を行う。双方のメリット

としてＪＲ東日本は無人駅を有人化でき、日本郵便

は乗降客を営業時間内に送り迎えしながら窓口を開

設でき。地域の利便性を高め、手数料をユニバーサ

ルサービス維持に役立たせられる。「郵便局と駅の

機能連携」は“共生”が必須の人口減少に地方創生

の架け橋となる新しいインフラ形として全国に拡が

りそうだ。と結んでおりました。

委 員 会 報 告

□創立５５周年実行委員会 委員長 鴨宮弘宜

例会前に第４回創立５５周年実行委員会を開催しま

した。例会後の理事会に内容を諮ります。

誕生月該当者会員卓話
会員 木村 安伸

先週の第1例会では、今月各

記念日を迎える我々を祝って

頂きまして有難う御座いまし

た。厚く御礼申し上げます。

私は、２７日に満８０歳の誕

生日、所謂“傘寿”を迎えま

す。

我が家では、祖父が５０代前

半で亡くなっています。死因は、恐らく癌だったの

でしょう。父は、６９歳で胃癌の手術を受け、１０

年後に７９歳でなくなっておりますので、私が、男

で初めて８０歳代まで生存することとなりました。

世の中に生かされているたった一度だけの人生です

ので、これからも利他の心を持って奉仕が続けられ

るように心掛け、生活をエンジョイして行きたいと

思うところです。

厚生労働省が、７月３０日に発表した２０１８年の

日本人の平均寿命は、女性が８７.３２歳、男性が

８１.２５歳で、ともに過去 高を更新したそうで

す。厚労省は、「日本人の三大死因であるガンや心

疾患、脳血管疾患などの死亡率の低下が平均寿命を

延ばしている。健康意識の高まりで、さらに寿命が

延びる可能性がある」と分析しています。これから

も皆さんと共に“健康長寿”を目指しませんか。

１０年前に101歳でお亡くなりになられた南無の会

の松原泰道老師は、「９０歳代まで生きれば眠るが

如く死ねる」と言われています。私は、今これを目

標の一つにしています。

さて、傘寿を迎えましたので、日本経済新聞の「私

の履歴書」に倣い、私のこれまでの半生を振り返っ

てみたいと思います。退屈でしょうがどうかお付き

合い下さい。

私は、昭和１４年（１９３９年）９月２７日に現在

の住所で生まれました。昭和１９年４月竹原幼稚園

に入り、２年後、終戦の翌年昭和２１年に竹原小学

校に入学、その後竹原中学校、竹原高学校で学びま

した。それから昭和３３年４月関西大学商学部に入

学し、４年後に卒業しましたが、４年間は専ら麻雀、

パチンコ、酒を学ぶことに現を抜かしていた学生生

活だったように思います。

そのような訳で、昭和３３年３月に入った会社は、

大阪に本社を置き主に国内の貨物船、タンカー、化

学薬品運搬船等を運航する内航の海運会社でした。

入社後は、総務課、船員課、企画室等で色々業務を

経験しました。

２７歳の時見合い結婚をして、一男一女を授かりま

した。

大阪万博が過ぎた頃からは関西経済界の地盤沈下が

進み、荷主、商社等の営業拠点が次第に東京に集中

しだしました。既に，外航海運業にも進出していた

会社も営業の主力を東京に移転させたのに伴い、昭

和４８年４月、私も東京へ転勤しました。

ところが、その年の秋にスーパー等の店頭からトイ

レットペーパー、洗剤等が無くなる第1次オイルショッ

クが起こり、海運界にも不況が襲って来ました。そ

のような状況の中、昭和４７年５月に実現した沖縄

の日本復帰３年前の昭和４４年に沖縄本島中央部に

位置し、太平洋側の金武湾の奥にある石川市（現在

はうるま市）に那覇市の会社と合弁（当時は、単独

で沖縄へ進出出来ない時代でしたから）で設立して

いたタグボート業を営む子会社の支配人から、体調

を崩したので業務を補佐して欲しいとの依頼を受け

まして、昭和５０年４月３５歳の時に家族と一緒に

沖縄に移住し、子会社に出向しました。

その年の７月からは、沖縄の日本復帰を記念して

「沖縄海洋博」が開催され、４月に広島女学院大学

を卒業した妹が一番人気の高かった水族館のコンパ

ニオンとして勤務し、半年後竹原に帰りました。

当初、私が計画していた出向期間は４～５年程度の

積りでしたが、着任１週間後に支配人から暫く千葉

で静養したいとの申し出を受け、これに同意しまし

た。ところが、彼は１か月後急逝し、業務の引継ぎ

も無いままでしたので、全く困り果ててしまいまし

た。全く突然のことでしたが、改めて覚悟を決めて

何とか私一人で会社の運営を引き継いで行くことに

決心しました。

子会社の主な業務は、アメリカのメジャーオイル社

の一つのガルフオイル社が金武湾の沖合の平安座島

に建設した原油中継基地で、中近東から超大型の原

油タンカー（２０万～３０万トンクラス）が運んで

来た原油を基地の原油タンク（１基１０万KL、１６
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基）に揚げて貯蔵し、それを中型タンカー（１０万

トン前後）で本土の製油所へ輸送するのですが、そ

れらのタンカーが石油桟橋に着いたり離れたりする

際にタグボート数隻を使って着離桟作業を行なった

り、基地付近の海上に於ける防災並びに警戒業務を

行うものでした。

暫くすると、第２次、第３次のオイルショックの発

生等により経済が悪化し始め、石油業界も縮小が始

まり、原油の中継業務も次第に減少するようになり

ました。

そうした中、隣接の石油基地専属の同業者でライバ

ル会社が当社側の石油基地に、タグボート業務を任

せて欲しいとアプローチを掛けて来ました。当社は、

やがて創立２０周年を迎える前でしたので、社員の

意識改革を進める為に社員全員が自己啓発セミナー

を受けて、会社の基盤強化に取り組んでいるところ

した。そんな訳で、社員全員が一致団結して関係先

に猛烈な反対運動を展開しました。その結果、この

問題は沙汰止みとなり、次第に落ち着きを取り戻し

ました。私としては、この危機を克服出来たことで

ある程度成長の糧となりました。

それ以降は、湾内にある米軍桟橋での米国艦船の着

離桟作業が増加し、又新たに建設された電源開発の

石川石炭火力発電所桟橋での石炭運搬船（６～７万

トン）への着離桟作業が加わったりしました。更に

は、本来のタグボートによる船舶の着離桟作業のみ

ならず、沖縄近辺で発生した海難救助作業、浚渫船、

台船、大型ケーソンドックの港湾作業船等を離島、

本土、台湾、韓国方面への曳航作業もこなすように

なり、次第に沖縄に於けるタグボート業者としてトッ

プの地位を築くことが出来ました。

会社は、幾度となく困難に直面しましたが、都度社

員と結束して問題を克服して来ました。

私の出向以来会社は一度も赤字を出すこと無く、黒

字を確保出来ましたし、私も、丸３０年間働かせて

頂き６５歳に達しましたので、平成１７年３月末日

を以て退任し、竹原に帰って来ました。

嬉しい事に、本年１２月１日沖縄のタグボート会社

は創立５０周年を迎える事となり、私は、その祝賀

会に招待を受けていますので、今からその時を楽し

みにして待っています。その際は、労苦を共にした

沖縄の仲間達と大いに語り合い、美味い島酒（泡盛）

を飲み交わす積りです。

帰郷して半年後、竹原ロータリークラブに入会させ

て頂いて以来，今月で丸１４年が経ちます。今後も

ロータリー仲間として宜しくお付き合いをお願い申

し上げます。

後に、世界的な脳神経解剖学者で、京都大学総長

も務められた平澤 興先生の言葉を紹介します。

「人は単に年をとるだけではいけない。どこまでも

成長しなければならぬ」です。私は、この言葉をこ

れからも強く肝に銘じて進んで参ります。

これで終わります。どうも有難う御座いました。

理事会報告（９月）

□日 時 令和元年９月１２日（木）

□場 所 大広苑

□出席者 １０名

□議 題

①公式訪問フォーラム次第の件 承認

②職場例会の件 承認

③ポリオプラスの件 承認

各４，０００円集金させて頂きます。

④広島県防犯連合会賛助会員会費納入の件 承認

１０，０００円

⑤創立５５周年の件 承認

日時 令和元年１２月８日（日）１８時

場所 大広苑

（別紙資料配布）

⑥令和元年８月九州北部豪雨災害義捐金の件 承認

⑦１１月２８日Ｒ財団担当例会外部卓話の件 承認

講師：ロータリー財団監査委員会

委員 八百谷 俊昭様（岩国西ＲＣ）
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