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広島サンプラザ

No.378

事務局

「和のこころをつなげよう」

第 760 回

12月号

2012 年 12 月 3 日

幹事報告
①オリンピックのパンフレットとバッジ
地区事務局から、
「2020 年オリンピック・パラリン
ピックを日本で！」のパンフレットとバッジが届い
ております。封筒に入れてみなさんのボックスへ入
れておりますので、ご確認ください。
②ロータリーカレンダー
2013 年のロータリーカレンダーができ上がりました。
以前に回覧で伺った希望者へお渡ししておりますの
で、お持ち帰りください。
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ジャン・ショウ・イエン 様

第 761 回

広島サンプラザ

2012 年 12 月 10 日

幹事報告
①次回例会
今日が今年最後のサンプラザでの例会です。
次週 12 月 17 日（月）は、例会がありません。
12 月 21 日（金）18：30 ～リーガロイヤルホテル広
島にてクリスマス夜間例会へ変更です。お間違いの
ないようよろしくお願いします。
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2012 〜 2013 年度
1卓

でした。それをタカラスタンダードさんが初めてキッ

話

チンパネルという物を発売して大変驚きましたし、す

新会員自己紹介

ごい商品がでたなあと思いました。
品川 英治 会員

システムバスの乾く床ですが、それまでは、システ

11 月より入会させていただ

ムバスの床はなかなか乾かない… よく朝靴下で入ると

きました、高山建材株式会社
代表取締役の品川英治です。

必ず濡れて冷たい… それが当たり前でした。
TOTO さんがこの乾く床を開発したのですが、そ

私は、昭和 48 年９月 20 日

れまではいかにして早く乾かすことばかりに執着して

生まれの 39 歳（団塊ジュニア

いたそうです。そこから、ある開発者がゆっくり乾い

世代）です。生まれも育ちも

てもいいのではないかと思いシステムバスの床に水た

広島で、現在は南区宇品に在

まりができないように切欠きを入れることを思いつい

住しております。
このたび、河内会員様からのお声掛けで入会させて
いただき、私のような若輩者がこのような素晴らしい

たそうです。まさに発想の転換だと思いました。
私もそれ以来、なるべく従来の常識だけに捉われな
いでいこうと思うようになりました。

クラブに入らせていただいていいものだろうか、大変
迷いましたが、今後の事業継続のために、自分自身を
より高めていくために入会の決断をいたしました。
私は、安佐南区の祇園で生まれました。父親は三菱
重工の江波製作所に長年勤めており、造船マンでした。
ただ、父親は 16 年前に病気で他界しております。
母親は島根県大田市の生まれで、学校卒業後、広
島で就職し知人を介して父親と結婚しました。兄弟は
５つ年上の姉が一人で結婚して、こころに住んでいま
す。

高山建材の経営理念は『社員満足』です。顧客満足・
地域貢献ももちろん大事なのですが、まず社員が自分
達が勤めている会社に満足していないと、顧客満足も
ないと思っています。
自分の会社を自慢できる状態であることが、さらな
るビジネスチャンスを広げてプラスの相乗効果を生む
ものだと認識しております。
まず、そのためには地域に根差し、足元をキチンと
固めていくことだと思います。
お誘いいただきましたロータリークラブの理念が社

さて、弊社高山建材についてですが、昭和 22 年に

会貢献・地域貢献とあります。これからは、当クラブ

先々代の創業社長の高山輝昭が尾道市に創業、昭和

の諸先輩方のご指導を賜りながら微力ではありますが

36 年１月に法人化し、
現在で 54 期目に入っております。

前向きに頑張っていきたいと思います。また、会員様

建築資材の卸売業として、旧建材（いわゆる、ブロッ

に置かれましてももし、住宅に携わる商材・工事等が

ク・砂・タイル・セメント）を左官さん、大工さんを

ありましたら何なりとお申し付けいただければと思い

取引先としてスタートしました。その後、時代の流れ

ます。

のなかでエクステリア商品・住設機器（キッチン・バス・

どうぞこれからも末永くよろしくお願いします。

トイレ等々）を主力商品に販売をシフトしております。
現在は、広島を本社とし、創業地の尾道、愛媛県の
松山市に支店を構えて営業展開しております。私自身
は、前会社に専門学校卒業後入社以来 18 年間、一貫
して住宅設備機器の販売に携わってきました。その中
で住宅機器の進化も大変めざましいものでした。
その中でも革新的だったものに、システムキッチン
のキッチンパネルとシステムバスの乾く床です。それ
までは、キッチンの前廻りにはタイルを貼るのが常識
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スマイルボックス
渡邊 英晶

松本

猛

No.378
第 762 回

リーガロイヤルホテル広島

2012 年 12 月 21 日

クリスマス夜間例会
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活動報告
厚生労働省医薬食品局長表彰をいただいて
奉仕プロジェクト理事

渡邊 英晶 会員

このたび、麻薬行政功

乱用問題に対する認識を高め、併せて、国連会議によ
る「6.26 国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図り、内外
における薬物乱用防止に資するために実施されるもの
です。広島県においては６月 23 日、24 日、7 月１日、

労者として厚生労働省医

８日、14 日に県内９箇所で実施されました。参加人員

薬食品局長表彰を国から

はのべ 767 人中、高校生 368 人薬物乱用防止指導員

いただきました。

154 人奉仕団体会員 156 人行政関係者 89 人でした。

平成 24 年度も厚生労

私は広島地区協議会会長、広島県薬物乱用対策推

働省、都道府県、
（公財）麻薬、覚醒剤乱用防止セン

進会議理事、ロータリークラブ会員として 10 年以上

ターが主催し、国際連合、薬物乱用対策推進会議の

この運動に関わっております。併せて広島県薬物乱用

ほか警察庁など関係 11 省庁の協賛および医師会、薬

防止指導員の証を県からいただき、薬物乱用防止教室

剤師会、保護司会、更生保護女性会、ボーイスカウト、

を学生だけでなく一般市民に対して廿日市市、広島市

ガールスカウト、ライオンズクラブ、ロータリークラブ

で開いてきました。

他 45 団体後援のもとに「ダメ。ゼッタイ。
」普及運動

今回の受賞は、けっして一人でいただいたものでは

が実施され、毎年行われている「6.26 ヤング街頭キャ

なくみなさんとともに活動してきた賜物で、一緒にボ

ンペーン」が 6 月 26 日を中心に約１ヵ月間、各都道

ランティア活動をしていただいたみなさま、そして協

府県で実施されております。

力していただきました広島廿日市 RC のみなさまの代

この運動は、新国連薬物乱用根絶宣言の支援事業
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の一環として官民一体となり、国民一人ひとりの薬物
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表としていただいたものと思っております。

