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＜本年度会長テーマ＞ 『 つたえよう！つながろう！ 』

広島安佐ロータリークラブ

2019年9月5日(木）第942回

東邦工業株式会社

会長時間

去る8月28日に大串幹事、長神財団委員長、

私で療育センターへブランコ・マット・踏み台

の寄贈式に行ってまいりました。

ちょうど園児の8月誕生月に合わせる格好と

なり誕生会にも参加させていただきました。今

年度より佐々木園長が着任されお話を伺う中

で、発達障害児が年々増えているとのことでし

た。昔はクラスに１名は障害を持った子がいま

したが現在は特別支援学校がすべて引き受けて

おり障害を持った子との関りが無くなってしま

っています。区別することにより思いやる心、

慈悲の心、障害を持たない自分が恵まれている

との自覚等が育まれずに育った結果、いじめや

差別や家庭崩壊、悲惨な事件という問題を新た

に作り出しているのではないかと感じます。区

分、編成などは一見効率的に見えますが昔のよ

うに何もかも混在した状態の方が新たな発見も

あるのではないか、そして人に優しくなれるの

ではないか。ということをお伝えしまして会長

時間とさせていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。

今回は、広島安佐ロータリークラブ 湯本会

員が社長執行役員を努める「東邦工業株式会

社」を訪問しました。

会社訪問の前に、通常の例会を行いました。

会長時間の後、財団理事の長神会員より8月28

日に行われた「広島市こども療育センター 育

成園」での寄贈式の報告がありました。「今年

は、砂場テーブルとSIソフトマット及び安全ソ

フトブランコ台を寄贈。育成園の佐々木園長か

らもお礼状をいただきました。」とのことでし

た。

そして、「むさし」の「安芸むすび」を堪能

した後、いよいよ職場訪問。まずは社長である

湯本会員から「東邦工業株式会社」についての

概要説明を聞きました。

東邦工業株式会社は、広島市安佐北区安佐町

飯室を本社とし、創立は昭和25年の歴史ある会

社です。営業品目は、省力機械設計・製作、自

動機械設計・製作、専用機械設計・製作、測定

機械設計・製作、検査具・溶接治具設計・製作

等々で、近年は産業用ロボットを使用したシス

テムの構築(システムインテグレーション)も多

く手掛けられているそうです。

工場見学では、実際に産業用ロボットを使用

したボルトのピッキング＆締付システムのデモ

機を見学することができました。ロボットの作

業は、箱の中にランダムに置かれたネジを取り

ネジ穴に入れるというもので、ロボットの能力

の高さに感心しました。

東邦工業株式会社は、社員の平均年齢が40歳

と若くエネルギッシュな会社で、将来、益々期

待できる企業だと思いました。

（広報・会報委員会）



会員数 22名 出 席 率 80.95％

出 席 18名 ご 来 賓 0名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 0名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第940回 8月21日

本日のプログラム

9月5日(木) 第 942 回

幹事報告

１.例会変更

・広島陵北RC「創立２９周年記念夜間例会」

と き：9月11日（水）18:30～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島３階

「瀬戸の間」

・広島南RC「夜間例会並びに新会員歓迎懇親

会」

と き：9月13日（金）18：00～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島4F

ロイヤルホール

２.お知らせ

・請求書の発送についてですが、今まで毎月月

末に翌月分の請求書を発送しておりました

が、国際ロータリー からのレートのお知ら

せが月始めとなりましたので、それから発送

いたしますこと、ご了承下さい。よろしくお

願い致します。

・10/25(金)の地区大会ゴルフ、10/27(日)地区

大会本会議の出欠について変更がある方は本

日中に事務局までご連絡下さい。

「職場訪問例会」

東邦工業株式会社



広島市南区南蟹屋2-1-11の社会福祉法人広島市社

会福祉財団 広島こども療育センター育成園で贈呈

式を行ってまいりました。

地区補助金を使用し、砂場テーブル知恵の台2

台、ＳＩ用ソフトマット1台、安全ソフトブランコ2

台を寄贈致しました。育成園園長 佐々木邦洋様の

ご配慮で8月の誕生日会も拝見させて頂きました。

子ども達の元気な姿を見て、こちらも元気を頂きま

した。

後日、佐々木様よりお礼状を頂きました。子ども

達は砂遊びやブランコが好きなのでとても喜んでく

れること、子ども達の手足の操作性を高め、筋力や

体幹を鍛える上でも役立つものと期待しておられる

など、喜ばしいお言葉を頂きました。

（財団理事）

広島市こども療育センター育成園
プレゼントセレモニー

2019年8月28日(水)



2019年9月12日(木）第943回

3階「安芸の間」

会長時間

9月8日超大型台風15号が関東地方に上陸し甚

大な被害を受けたのはみなさん報道で見ておら

れると思います。特にゴルフ練習場の鉄柱が風

速57mの強風で倒壊し何棟もの住宅を破壊して

いる映像を何度も観たことでしょう。

私は太陽光設備の仕事にも携わっている関

係、グーグルアースで市原市を見ていたところ

山倉ダムの湖面に14メガ（パネル56,000枚）の

水上浮遊型太陽光設備がございました。ニュー

スではごく簡単にしか報道されておらずみなさ

んはご存じないかもしれませんが、この浮遊型

というのは水面上に浮きを設置したソーラーパ

ネルでメリットが多くあり最近全国で大型物件

の設置が進んでいます。まず土地が不要、水中

に藻が発生するのを抑制し、陰に影響されにく

い、海面と違い揺れない等が理由です。しかし

ながら今回の強風で市原市の物件はいとも簡単

に蛇腹の様に捲れ大破し火災まで引き起こして

しまいました。消火作業だけは簡単で消防車が

数台でなんとかなるようです。なぜなら農地や

生活用水に使用しているダム湖だからです。市

原市では電気のない日が続きますがこの災害を

経験する子供達には非常に貴重な体験をされた

と思います。もちろん我々も含め、今後の人生

に必ず役立てられるでしょう。幾多の自然災害

を乗り越えてきた結果が現在の姿であることを

再考しながら活動したいものです。「経験は何

事にも勝る」ということをお伝えしまして会長

時間とさせていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。

｢伝えること 伝わる話し方｣

株式会社オフィス・K

チーフオフィサー

赤羅 尚枝 様

本日は、広島テレビの夕方の情報番組「ニ

ュースワイド６０分」初代アシスタントを皮

切りにRCC中国放送の番組アシスタント・レ

ポーターを務められ、ブライダルMCとして

3000組以上を担当し、その他、企業の周年パ

ーティーや式典、褒章受章の祝賀会、ワイン

アドバイザー全国大会ナビゲーター、シンポ

ジウムの進行、芸術家タレント(朝丘雪路・

八代亜紀・片岡鶴太郎・ジュディオング等)

とのトークショー、企業VPやCMナレーション

などの幅広い分野の司会やナレーションでご

活躍中の赤羅尚枝様に、卓話を頂きました。

～以下 資料～

●伝えること・伝わる話し⽅●
私たちは 常に⾔語(⽇本語)を使って⼈とのコミュニケー

ションをとっています。

話すということは、意思・思い・感情を伝えること、もう⼀

つは様々な出来事や事実を伝達するという役⽬がありま

す。

どちらの⽬的であっても 聞く相⼿（受け取り⼿）が理

解できていないと、正しく伝えたことにはなりません。

声のトーン・スピード（テンポ）・⾔葉選び・表情・視点

この総合⼒が 「印象」 となり 説得⼒にもつながりま

す。

⽬的に合った声のトーン、しゃべるテンポ、適切な⾔葉選

び・表情を意識し、視線を相⼿に合わせること。

これらを ⽇頃から常に意識することが⼀番のポイントで

す。



【しゃべることの基本】
① 明確な発声(⼝の開け⽅)

② ⽂脈の取り⽅（フレーズの捉え⽅）

③ 抑揚のつけ⽅

④ ⽂章の緩急

⑤ 句読点の間

⑥ 語尾まではっきりと！

【表情のある話し⽅⇒伝わる話し⽅⇒説

得⼒】
① 表情筋をいきいきと！

★ほほ⾻のまわりの筋⾁を柔らかくする顔の体操

★⼝元の筋⾁を柔らかくする体操

② 視線の向け⽅のポイント

⺟⾳から始まる⾔葉を使って練習してみましょう！

★（あ）⻘は藍より出でて藍よりも⻘し

★（い）⾔い分があって、⾔おうとしたが、威圧されて

何も⾔えなかった

★（う）⽠売りが⽠売りにきて ⽠売り残し売り売り帰

る ⽠売りの声

★（え）絵姿になる 江差追分の踊⼿を 絵師は探

している

★（お）お綾や、親におあやまり

本日のプログラム

9月12日(木) 第 943 回

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友を配布してお

ります。

・8月分の個人別出席一覧を配布しておりま

す。ご確認ください。

・8/21のガバナー公式訪問フォーラムに参加さ

れた方は、集合写真がございます。ご確認下

さい。

・「2020年国際ﾛｰﾀﾘｰﾎﾉﾙﾙ大会ﾂｱｰ」についての

ご案内を配布しております。出欠表を回覧い

たします。9/26の例会までに人数の確定をい

たしたいので、ご協力の程よろしくお願いい

たします。

２.例会変更

・広島東RC「夜間例会・第1回経営塾」

と き：9月18日（水）18:30～20:30

※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島４Ｆ

・広島陵北RC「広島市小学生体育連盟陸上教室

支援活動」

と き：9月21日(土)11:45～

※9月18日（水）の変更

ところ： エディオンスタジアム広島

・広島北RC「夜間例会並びにお月見親睦会」

と き：2019年9月26日（木）18：00～

※同日変更

ところ：半べえ 名翠苑の間

３.休会

・9月17日（火）広島安芸ＲＣ

広島西南RC

・9月19日（木）広島北RC

・9月25日（水）広島陵北RC

３.お知らせ

・次週9月19日（木）は休会となっておりま

す。お間違えのない様、よろしくお願いいた

します。

・「2020年国際ﾛｰﾀﾘｰﾎﾉﾙﾙ大会ﾂｱｰ」について、

幣会員より、ご説明がありますので、よろし

くお願いいたします。

｢伝えること 伝わる話し方｣
株式会社オフィス・K

チーフオフィサー

赤羅 尚枝 様

マルチプル･ポール･ハリス･フェロー第５回

のバッジが披露されました。

松岡 與吉会員



ニコニコ箱

会員記念日（9月）
☆創業月おめでとうございます

・松岡 與吉会員

(㈱兼正冷熱工業：S51.09.01)

・大北 茂人会員(㈱チョーミ：S22.09.22)

創業72年になります。

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・大北 茂人会員(妙子：12日)

・道垣内 文夫会員(聡子：19日)

・三宅 恭次会員(文枝：27日)

☆入会月おめでとうございます

・岡本 忠文会員(H23.09.01)

☆道垣内 文夫会員

お客様、ようこそお越しくださいました。ご

ゆっくりおくつろぎください。松尾友美さ

ん、これからもどうぞ宜しく。赤羅様、卓話

楽しみにしております。

☆大串 修二会員

昨日、親クラブでもある広島陵北RC創立29周

年記念例会に道垣内会長と参加させてもらい

ました。前日の食事を気をつけ、私の体調も

バッチリでした。とても素晴らしい記念例会

でした。そして、本日卓話の赤羅様、楽しみ

にしております。

☆谷 勝美会員

湯本さん、先週9/5の貴社東邦工業職場訪問

の節には、大変お世話になり、ありがとうご

ざいました。湯本さんはじめ社員の皆様の温

かい心遣いに感謝と、素晴らしい技術開発の

数々に感動致しました。

☆青木 幹丸会員

先日10日に、東京で初孫のお食い初めの式を

行いました。まず、娘の結婚式を挙げた築地

本願寺で、初参りの法要を行い、場所を改め

会食に臨みました。主役の孫は半分以上寝て

いましたが、大人は皆盛り上がり楽しい一時

でした。また、９日、上京する新幹線が谷さ

んと一緒というおまけがあったことも申し添

えます。

￥33,000 累計￥162,000

会員数 22名 出 席 率 100％

出 席 18名 ご 来 賓 0名

欠 席 4名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 24名

出席報告 第941回 8月22日

広島市こども療育センター育成園よ

り、当クラブが寄贈いたしましたブラ

ンコを、園児が使用している様子の写

真が届きました。

～お便り～



2019年9月26日(木）第944回

32階「ダイヤモンドルーム」

会長時間

｢新入会員卓話｣

梁 賢春 会員

本日は今年度早々にご入会された梁会員の卓

話を頂戴します。彼の話を聞く前に改めてロー

タリーについて再確認したいと思います。ロー

タリーとは、先ずロータリーの誕生ですが、20

世紀初頭のシカゴの街は社会経済発展の陰で、

商業道徳の欠如が目立っていました。そのころ

そこに事務所を構えていた青年弁護士ポール・

ハリスはこの風潮に堪えかね友人3人らと互い

が信頼できる公正な取引をし、仕事上の付き合

いがそのまま親友関係にまで発展するような仲

間を増やしたい、という趣旨でロータリークラ

ブという会合を考えました。ロータリーとは集

会を各自の事務所持ち回りで順番に開くことか

ら名付けられたものです。そうして1905年2月

23日114年前シカゴロータリークラブが誕生し

ました。

日本のロータリーは1920年（大正９年）１０

月２０日に創立された東京ロータリークラブで

す。創立の準備に奔走した米山梅吉や福島喜三

次などの先輩の功績です。しかしながら第2次

世界大戦下の1940年に国際ロータリーから脱退

します。戦後1949年に再び復帰加盟しました。

それからは財団への貢献も抜群で目覚ましい拡

大発展し、今や国際ロータリーにおける日本の

地位は不動のものとなりました。

ということをお伝えしまして会長時間とさせて

いただきます。ご清聴ありがとうございまし

た。

始めに、広島ロータリークラブ桐原 秀雄様の

訃報につき、会員一同で黙祷をしました。ご冥

福をお祈りいたします。

今回の会場は、久しぶりにリーガロイヤルホ

テル広島32階ダイヤモンドルームで行われまし

た。天気も良く広島市内を一望しながらの例会

は気持ちも上がります。

会長時間では、道垣内会長から、ロータリー

クラブについて改めて説明をいただき、ロータ

リー暦の浅い会員にとっては勉強になりまし

た。

ゲストには、女性会員候補の方が見学に来ら

れ、例会の雰囲気を味わっていただきました。

現在、女性会員は1名ということもあり、ぜ

ひ、入会していただきたいと願います。

今回の卓話は、8月に入会した梁 賢春会員に

よる新入会員卓話でした。

梁会員の自己紹介に始まり、梁会員が営むバー

ベキュー事業についての話がありました。梁会

員の卓話は予定時間より早かったのですが、質

問タイムでとても多くの質問があり、最後はい

い時間にまとまりました。梁会員の事業は大変

興味深く、皆さんからの質問も様々で、とても

内容の濃い卓話となりました。

（広報・会報委員会）



本日のプログラム

9月26日(木) 第 944 回

幹事報告

｢新入会員卓話｣

梁 賢春 会員

１.BOX配布物

・休会のご案内を配布しております。

(10月17日)

・米山記念奨学事業豆辞典（2019-20年度版）

を配布しております。

・9月定例理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

２.例会変更

・広島城南RC「広島東南・広島中央・広島城南

３ＲＣ合同夜間例会」

と き：9月30日(月)18:30～

※27日(金)昼から30日夜への変更

ところ：ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ広島４Ｆｸﾘｽﾀﾙ

※広島東南RC・広島中央RCは同日変更

・広島廿日市RC「夜間例会」

と き：10月4日(金)18：30～

※10月7日(月)の例会変更

ところ：中華料理 拍拍飯店

３.お知らせ

・ガバナー 晝田 眞三様より

この度の「令和元年8月九州北部豪雨災害に

対する義援金」につきましてたくさんのご協

力をいただき誠に有難うございました。皆様

からいただきました義援金総額2,054,758円

は、被災地区である第2740地区（佐賀・長

崎）ガバナー事務所へ送金いたしましたので

ご報告申し上げます。（当クラブからは

21,000円送金いたしました。）

只今、梁会員の携帯待ち受け画面はこちらだそうです！



ニコニコ箱

会員記念日（9月）
☆結婚記念日おめでとうございます

・長神 憲一会員（S51.09.05)

人生はあっと言う間に過ぎていきますね。結

婚して43年、長女も42才。いつまで二人でガ

ンバッテいけるかな？道草を楽しみます!!

☆道垣内 文夫会員

お客様、ようこそお越しくださいました。ご

ゆっくりお過しください。梁会員、卓話楽し

みにしております。

☆大串 修二会員

本日新入会卓話の梁 賢春さん、BBQ事業

のお話楽しみにしております。いつも『まん

ぷく』のバーベキューを使わせてもらってま

す。ありがとう!

￥7,000 累計￥174,000
会員数 22名 出 席 率 90.48％

出 席 15名 ご 来 賓 0名

欠 席 7名 ご 来 客 0名

メーキャップ 4名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第942回 9月5日

崇徳学園ＩＡＣ募金

9月分
松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 12,000円

氏名 生年月日 1978年3月13日

職業・役職

趣味

生い立ち

鉄板焼き・お好み焼修竜の大串修二さんのご紹介で入会させて頂きました。

よろしくお願いします！！

自分の中でのロータリーの
位置付け

入会前にロータリークラブのこと
を知っていましたか

バーベキュー事業、便利屋事業（草刈り、不用品処分など）　：　さいらい株式会社　代表取締役

模型作り

在日韓国人3世。広島市東区戸坂出身。2人兄弟の長男として生まれる。高校卒業後、広島で就職。30歳で家業である居酒屋に入る。
その後、家業を出、飲食店とは別事業を開始。現在に至る。

梁　賢春（りょう　よしはる）

入会の動機・きっかけ

入会を知った家族の反応

入会当初の安佐クラブの印象

現在の安佐クラブの印象

ロータリー活動への提言

聞きたいことがあったくらいで、どんな会なのか全く知りませんでした。

ロータリー活動に少しでも貢献できるように全力で頑張ります。

ロータリークラブで積極的に
取組みたい活動

ロータリークラブの目的をしっかりと理解し、自身の職業人としての水準を上げたいと思います。

みなさまとても温かく迎えてくださるので、最近は緊張もほぐれてますが、例会の度に気が引き締まります。

人生の大先輩ばかりで非常に緊張しましたが、とてもアットホームだなという印象です。

入会後に報告。家族もどのような会か知らないので、今後家族会などを通して知ってもらえればと思っています。

まだまだ活動内容がわからないことばかりですが、できることは何でも取り組んでいきたいです。

新会員紹介コーナー


