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本日の行事予定 (2015 年 10 月 2 日) 

第 3032 回例会 

≪経済と地域社会の発展月間・米山月間≫ 

卓話担当：米山奨学委員長 稲垣宏高君 

講  師：2015学年度米山奨学生 

ボルドバートル・ハンドさん 

演  題：「私が経験したこと」 

 
先回の記録（例会） 

第 3031 回 ’15 年 9 月 25 日（金）晴れ 

卓話担当：長田一郎君 

演  題：「ピンチはチャンス」 

ストレッチ体操 猪飼充利君 
ロータリーソング 「手に手つないで」 
ソングリーダー 佐藤雅彦君 
会 員 総 数 67名    8月 28日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員     9名 
本日出席会員  56名    MAKEUP会 員     6名 
本日の出席率  83.82％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 出 席 三谷栄一君、服部貴君、山本達彦
君、加藤則之君(マライア津島市長表敬訪問) 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

 秋のお彼岸の時期になると

目にする彼岸花についてお話

ししたいと思います。 

一般的には彼岸花と聞くと

その花のイメージがパッと浮

かびますが、実はこの彼岸花

には様々な呼び名があります。 

 サンスクリット語で天界に咲く花という意味の

『曼珠沙華』(まんじゅしゃげ)で、多くの人が持つイ

メージとは異なり、おめでたいことが起こる兆し

に赤い花が天から降ってくるという仏教の経典か

ら来ています。 

『幽霊花』や『死人花』などという物々しい雰

囲気を感じさせる別名などもあります。これは彼

岸花の開花時期が 1 週間ほどなのに、秋の彼岸と

時期を合わせているかのように開花しますが、こ

の彼岸はあの世とこの世を最も通じやすい時期で

もあるため、このような呼び名がついたと考えら

れています。また、昔は土葬だったため、墓はネ

ズミや狐などの小動物に荒らされることがありま

した。その対策に使われたのが彼岸花です。彼岸

花の根には毒があり、その毒で爪や口を使って掘

り起こす小動物たちを殺そうとしたのです。よっ

て、墓を守るために積極的に植えられました。火

葬となった今でも彼岸花の根は絶えることなく、

そして毎年自然に開花し、あちらこちらで赤々と

咲き続けているのです。様々な墓地で彼岸花が植

えられていたことから『地獄花』や『幽霊花』、

『死人花』などという少し怖い呼び名がついたよ

うです。 

また、花の様子からついた名前の『天蓋花』(て

んがいばな)や『狐の松明』『狐のかんざし』『剃刀

花』(かみそりばな)という呼び名などもあります。天

蓋花や狐の松明、狐のかんざしと聞くとちょっと

素敵な感じがしますが、剃刀花というのはなんだ

か危険な感じがします。 

また、花のある時期には葉がなく、葉のある時

期には花がないという特徴から、「葉見ず花見ず

（はみずはなみず）」と呼ばれています。 

様々な別名があることも驚きですが、彼岸花は

和名で学名はリコリスと呼ばれています。リコリ

スというのを一度は耳にしたことがあるのではな

いでしょうか。 

最後に、彼岸花は花を咲かせている時に葉がな

い不思議な生態についてです。 

葉がなければ光合成を十分に行うことができず、

植物は花をさかせ、生長するためのエネルギーを

得られないはずなのですが。 

彼岸花は、秋雨が降ってやがてお彼岸という頃

になると芽を出し、１日に 10㎝近くも茎が伸びて、

瞬く間に 50㎝位になり、あの真っ赤な花を咲かせ

ます。そして、花が咲き終わった後に花の茎の周

りに放射状にたくさんの葉を出し、秋から冬にか

けて盛んに光合成を行って地下の球根に養分を蓄
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えます。その葉は春には枯れ、春から初秋にかけ

ては彼岸花の姿は地上に全く存在しません。この

ようにその生態のすべてが風変わりな彼岸花です

が、それはおそらくほかの植物たちが枯れ始める

秋に葉を成長させることで効率よく光を得て養分

をたっぷりと蓄えることで、草地における植物ど

うしの厳しい生存競争の中で生き延びるための戦

略なのではないかと考えられています。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日ＷＦＦ（ワールドフード＋

ふれ愛フェスタ）のチケットを

お配りしました。10 月 24

日(土)、25 日(日)の両日、

久屋大通公園に是非お出

かけ下さい。 

2. また 8 月 17 日に行われましたガバナー公式訪

問例会のお写真が届きましたので、お配り致し

ました。 

3. 地区より先日の台風 18 号による鬼怒川集中豪

雨水害義捐金拠出の要請がありました。次週の

メニューをカレーライスとさせていただきます。 

4. 先日 23 日、地区青少年奉仕会義が開催されま

した。会長、幹事、青少年奉仕委員長と共に、

津島東高校の吉田先生、園田先生、交換学生の

マライアさんにも参加して戴きました。 

5. 9 月 17 日に西尾張分区会長幹事会が開催され

ました。ワールドフード＋ふれ愛フェスタへの

人的応援の依頼、来年 2月の西尾張分区ＩＭの

登録料を 1 万円にするとの決定などがなされ

ました。 

6. 次週例会終了後役員理事委員長会議を開催い

たします。該当者の方の出席をお願いします。 

7. 10月のロータリーレートは1ドル120円です。 

 
ニコボックス報告 第 3031回分 

岡本康義ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、

山本達彦幹事 ①2 週間ぶりの

皆様との集まりです。肌寒くなっ

てきました。皆様お体をお大事に。 

浅井賢次君 ①フィンランドの

ロバニエミＲＣ例会変更変更で

したが、会長さん達がバナー持参

でホテルに来ていただき、楽しく過ごしました。

写真を（会報に）載せていただきました。②オー

ロラが素晴らしく、5 日間中 1 日見ることができ

ました。③無事海外から帰りました。 

余郷利彦君、児玉昭君、鶴見治貞君、矢田潔君、

高木輝和君、加藤則之君 浅井賢次さん、お帰り

なさい。オーロラが見られてよかったですね。オ

ーロラのように輝いてください。 

長田一郎君 本日卓話を担当します。よろしくお

願いします。 

伊藤哲朗君 本日、ロータリー財団の報告をさせ

ていただきます。 

余郷利彦君、加藤隆朗君 中野義光さん、昨日は

大変楽しかったです。ありがとうございました。 

寺田晏章君 中野義光君、ありがとうございまし

た。来年もよろしく。 

大河内勝彦君 中野義光さんにお世話になりまし

た。 

高木輝和君 ヨシヅヤ津島店に出店しました。 

後藤務君 ①メキシコ工場、電気工事がはじまり

ました。②早退します。 

長田一郎君 ①ミャンマーで注文がとれました。

②ミャンマーで看板が建ちました。 

伊藤幸蔵君 長田君の卓話を楽しみにしています。 

相羽あつ子君 秋の一大イベント運動会が楽しく

終わりました。ありがとうございました。小林啓

子先生、お世話になります。 

滝川林一君、山田章博君、児玉昭君、伊藤祥文君、

服部貴君、松本浩義君、幅辰雄君 ウィークリー

に写真が載りました。 

後藤亨君、生田達一君、

河西あつ子君、松崎安孝

君、八谷潤一君、佐藤雅

彦君、中野義光君、猪飼

充利君、岡本康義君、山

田勝弘君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：長田一郎君 

演  題：「ピンチはチャンス」 

こんにちは、長田でございま

す。今回、卓話の機会をいただ

きありがとうございます。 

 当社の仕事は屋外広告業（野

立て看板）からスタートし、交

通広告・放送広告・モニター広

告（デジタルサイネージ）・広

告付きソーシャル事業（バス上

屋整備事業・歩行者案内板整備

事業・観光地等環境整備事業）

と範囲を拡げて参りましたが、その成長へのチャ

ンスは、全てピンチの仮面を被った災害・社会変

化を乗り越えることにあったのです。 

 今日は、今までを振り返り「ピンチは、チャン

ス」という題でお話しいたします。 

 まず第 1回目のピンチは、昭和 47年 9月 16日

に潮岬付近に上陸し三重県・岐阜県西部を通って

佐渡に達した「台風 20号」の被害でした。 

 当時は、本社と三河営業所の 2 事業所で事業を

行っていまして、地域によっては木造と相まって

半数近くの看板が倒壊等何らかの被害が出ました。

企業の存続も危惧される状態でしたので、私も学
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校を休んで、3 週間ほど台風被害の復旧作業に従

事しました。 

 このピンチの体験が、関東地区への展開のチャンス 

早急に台風の危害を一緒に受けない地域に事業

所を設ける必要を感じると同時に、事故で背骨に

支障のある父を助ける思いで、昭和 49 年 3 月 1

日卒業した月の 22日に、関東地方へ 1人で事業開

発に赴くことになりました。 

 第 2回目のピンチは、昭和 54年 9月 30日～10

月 1 日に高知県室戸付近に上陸し、四国・近畿・

東海地方を通って本州を北東に縦断した「台風 16

号」での中部地区の被害と、昭和 54 年 10 月 19

日に和歌山県白浜付近に上陸し名古屋市のすぐ西

を通って本州を北東に縦断した「台風 20号」の中

部地区・関東地区の被害でした。 

 この当時になると、全国で 5 事業所となってお

りまして、台風 16号被害復旧時は関東地区の事業

所全員（集金・事務業務社員以外）は、台風上陸

翌日に中部地区へ赴き被害復旧作業に従事するこ

とができ、関東地区に 2 事業所を設けた価値が出

ましたが、同じ 10 月に上陸した台風 20 号は、中

部地区と関東地区に同時に被害をもたらしました。

これにより、各地区は応援を得ることなく被害復

旧を行い、特に被害の大きかった関東地区の社員

は復旧作業期間が延べ 1 ヶ月間を超え、営業社員

は施工社員と同等の施工技術を有することになり

ました。 

 このピンチの体験が、全国展開、財務基盤強化、

鉄骨造への転換のチャンス 

早急に台風の危害を同一シーズンに受けない地

域に事業所を設ける全国展開を進めることになり、

平成 6年実施の「HOP55計画（平成 6 年～10年の

5ヵ年計画：全国展開 55事業所等）」で概ね完了

をみることになりました。 

また、2 つの台風の復旧費用がかさみ創業以来

初めて赤字決算となり、その決算書を基に銀行に

融資を依頼しても断られる経験をすることで、無

借金経営と財務基盤強化を行うことになりました。 

更に、木造の耐用年数は概ね 5 年のために、鉄

骨造りに転換することになりました。 

 第 3回目のピンチは、観光立国等を目指した「景

観緑三法（全面施行：平成 17年 6月 1日）の公布：

平成 16年 6月 18日」でした。 

 この全面施行により、国を挙げて景観を大切に

することになり、屋外広告物の規制を強化し、運

用も厳格に行われることになり、法令順守による

撤去・改造・移動等の影響で全期間トータル 3 割

前後の看板事業売上に影響をもたらしました。 

 このピンチの体験が、市役所等での屋内でのモニター

広告(デジタルサイネージ)事業の開発・展開、新規事業

開発体制の構築、看板事業の更なる強化へのチャンス 

 早急に新法施工による法令順守体制と売上減少

を克服する事業体制を構築することとなり、

「STEP111 計画（平成 11 年～平成 20 年の 2 期に

亘る 5ヵ年計画：3事業部

体制の確立等）」で概ね

基盤整備が進む。 

 社内の 1 級建築事務所

を強化すると共に、デジ

タルサイネージ事業の開

発・展開と運用を行うシ

ステム開発部門の創設強

化を行うと同時に、動画制作部門を創設し内製化

を図ることができました。 

 この事業展開で、多くの社員が自らの力で無か

ら有を創造する体験を通して、自分自身の可能性

を発見すると同時に大きな自信をもつことができ、

現在の海外事業等の新規事業開発の原動力となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ  

当社の経営理念は、「常に未来をみつめ 自己

の能力を創造しよう」を掲げ、自分自身及び所属

組織の可能性を具現化する経営を行っています。 

 人生を有意義に豊かにするのは、目標をもち、

知恵を絞り、努力し続け、伴に歩む人と目標を実

現し、共に喜びあうことと思っています。 

 ありがとうございました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミャンマーの遺跡周辺に設置

した観光案内板(左)とゴミ箱

(右)。どれにも「(AD)NAGATA」

と記されています 
マレーシアの標識 

伊藤幸蔵副会長 
司会の児玉昭

会場委員 

伊藤祥文親睦

活動委員 

猪飼充利職業

奉仕委員長 

伊藤哲朗 

Ｒ財団委員長 

 ロータリー 

6 つの重点分

野について 

 地区職業奉仕委

員長会議で… 
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次回例会 

第 3033 回 ’15 年 10 月 9 日（金） 

卓話担当：住田由純君 

演  題：「南海トラフ 

巨大地震に備えて」 

お知らせ 

■会場委員会 

と き：10月 16日（金）18：00 

ところ：末廣寿司 

 

■第 11回津島東高校ＩＡＣ例会 

と き：10月 23日（金）16：00頃 

ところ：津島東高校 （2中教室） 

 
青少年交換だより 

10 月 1 日、青少年交換学生の中西里緒

さんから 9 月のマンスリーレポートが

届きました。 

 

こんにちは。中西里緒です。もうすっかり夏も

終わりついに秋ですね。家の前から見える向かい

の山の木々もカラフルになってきました。すごく

きれいです。また、お家の前にハロウインの飾り

つけがされている家が増えてきて町全体がハロウ

インモードになってきました。 

また少し先の話にはなりますが Bradford は冬

には 2ｍ以上雪が積もるそうです。2ｍも積もって

いる雪は見たことがないので楽しみですが、登下

校がちゃんとできるのか心配です。 

先々週、地区の集まりに行ってきました。5 人

の留学生がいました。日本人の女の子、ブラジル

人の女の子、チリ人の男の子、イタリア人の男の

子、そして私です。ついに地球の裏側に住んでる

友達ができました!!（今はアメリカにいますが…） 

学校でアメフトの試

合があったので行って

きました。ルールは難し

いですが初めて生で見

れて楽しかったです。で

も私の学校は 44－09 で

負けてしまいました…。  

学校の授業は相変わ

らずついていくのに必

死です…。ですが、先生

や周りの子の支えもあり、なんとかやっていけて

います。そして先週第 1 回目の通知表が届きまし

た。学校のシステムをよくわかっていないのであ

いまいですが、月に 1 度ほど送られてくるようで

す。アメリカの通知表はパーセントで表され数学

75、犯罪科学 76、アメリカ史 93、体育 100でした。

体育は欠席なしなので満点(*^^)v アメリカ史は

先生の優しさが 20 点分くらい入っていそうです

ね！ 犯罪科学はレポートが多いため、いい点数を

もらうには時間がかかりそうです…。数学はクラ

スの種類を少し変えたので来月は良いはず…。 

と、まあ言い訳のような説明でしたが、クラス

のみんなとも少しずつ馴染んできて授業が楽しく

なってきました。ですが、みんながみんないい子、

優しい子というわけではないですね…それは日本

も一緒ですが！ 少しきつい子や、鼻で笑ってくる

子などなど…早く文句の一つでも言ってやれるよ

うに英語のほうも頑張ります。（言えるようにな

っても言わないのでご安心を！） 

また、今月の初めに文化の歴史

の授業をセラミックの授業に変

えました。今はコイルの容器を作

っています。これはまだ途中なの

ですが、完成したら日本の有名な「あれ」になる

予定です。来月のマンスリーレポートに完成した

ものを載せる予定です。何になるのか当ててみて

ください!! 

日本にはこんな授業はなかったのでいい体験で

す！ おしゃべりをしながら作ることもあるので

英語力アップにもいいのでは？ と思っています。 

 

 

 

 

 

ゴルフ部は毎週１回ほど試合があります。試合

は楽しくていいのですが、相手の学校のコースに

行くのに 2 時間くらいかかることもあるので移動

だけでへとへとです。ですが素敵なチーム仲間と

試合ができて楽しいです。ゴルフを同世代の子と

したのは初めてだったのですごくうれしかったで

す。ユニフォームには私の学校の（町の）象徴の

フクロウと背中には Bradford と文字が入ってい

ます。真ん中の写真は私の学校が普段練習に使っ

ているコースです。 

ゴルフ部は 9 月 30 日の試合で終了のようです

(涙)。１か月…。ものすごく短かったですが、本

当にいい友達がたくさんできました。みんな優し

くて面白くて温かかったです！ 私の学校のスポ

ーツ系の部活は夏、秋冬、春で三つに分かれてい

ます。そのため季節が変われば部活も変わらない

といけないようです。まあ、2ｍの雪の壁に覆われ

ながらのゴルフは確かに難しいですよね！(笑) 

秋冬は水泳かバスケだったのですが、私はどち

らにも所属せず英語の勉強に専念することにしま

した。40年前に、日本に１年間ロータリーの交換

留学生として留学していらっしゃったＯＧの先輩

が放課後に英語を教えてくださるようなので、汚

い発音を直してもらおうと思っています。また、

春には陸上に参加する予定です！   (つづく) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


