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国際ロータリー第２７４０地区

第 1 グループ

第８８９回例会
プログラム

2012～2013 年度国際ロータリーのテーマ

２０１２年１１月１３日（火）

① 開会点鐘
② 開会の辞
③ロータリーソング
「我等の生業」
④ 四つのテスト
⑤ 来訪者紹介
⑥ 会長のあいさつ
⑦ 幹事報告
⑧ 委員会報告
会

食

⑨ 会員卓話（R の友）

RI 会長
田中作次（埼玉県・八潮 RC）

宮原知司 君、井手浩利 君

⑩出席報告、ニコニコ BOX 報告

第２７４０地区ガバナー
福元裕二（佐賀北 RC）

⑪閉会点鐘
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※次回例会

創 立
例会日

11 月 20 日（火）

1994/2/22
毎週火曜日
会場

第 4 火曜日
会場

12:30~13:30

ホテル龍登園

0952-62-3111

18:30~19:30

イタリアンレストラン吉野屋

１２：３０～ 龍登園

会
長 吉村正則 幹事 眞崎一洋
会報委員 古藤俊隆 鶴丸雅啓
事 務 局 佐賀市金立町千布 3907
TEL・FAX 0952-71-8418
E-mail
yrc@aqr.bbiq.jp

１１月 １３日

会長の時間

奉仕を通じて 平和を
吉村会長

先月は催事で、横浜と鎌倉に行っており 3 週休
みまして大変申し訳ありませんでした。催事は 40
社の中で佐賀からは当店のみの参加で、佐賀代表
でした。最初は反応も良くなく気落ちしましたが
試食を出し続けました。すると徐々に好転してい
きました。宿泊は平塚市だったので、電車で 30
分の往復の時に、堤さんから頂いた『泣き虫相談役
のお客様を待たせるな』を読み、まさにそのとお
りだと思いました。諦めずにやっていけば自ずと
答えが返ってくると思いました。堤さんや仲間が
勉強をさせてくださる。ロータリーに入っていて
本当に良かったとつくづく思いました。

幹事報告
１． 2013 年リスボン大会 6／19～26
（スペイン・ポルトガル\548.000～）

２．世界平和フォーラム広島

協力金御礼

出席報告
１０月１６日／メークアップ１名あり
２５名中１８名

(免除１名)

75. 00%

１０月２３日／メークアップ６名あり
２５名中１８名

(免除１名)

75.00%

１１月６日／メークアップ５名あり
２５名中１５名

(免除３名)

68. 18%

会員卓話
吉村正則君
例会で諸先輩方の素晴らしい卓話を聞き、自分
の分岐点（ﾀｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ）を振り返ってみました。
私は高橋家の次男坊として 1970 年 3 月、高知
県田野町に産まれました。父は鉄工所、母は隣町
の製紙工場で働き、祖父ちゃんは教頭先生で勤勉
でした。祖母ちゃんは、組事務所に出向いてでも

佐賀大和ＲＣ E-mail：

筋を通すような近所でもすごく有名なハチキン
（男勝りの威勢のいい） ばあちゃんでした。悪いこ
とをすると艾お灸をすえられたりと、かなり鍛え
られました。
小学生のころは野球ばかりの野球少年でした。
中学は生徒数の少ない学校でしたが、野球部は
県でベスト 4 に入るような強豪チームでした。私
は中 2 まで身長が低く 1 番前でしたが、打てば 1
番飛び、2 年生からレギュラー入りをして注目さ
れました。3 年生の時、明徳義塾からスカウトし
てもらいましたが、1 回も試合を見に来たことも
ない父が即答で断りました。
（何でかなぁ?と思ってい
ました。体も小さくて続かないだろうと思ってか？今思え
ば好判断だったであろう）もしかしたらプロ野球選手

になっていたかも…。
高校ではバスケット部に入部。範囲指定の中間
テストや期末テストはトップクラスだが実力テ
ストの苦手な妙な優等生でした。高校の担任が
「学校の先生になりなさい」と大学進学を薦めて
くれた。うちは４代、次男や三男は養子に行って
いたので、叔父が福岡の志免の材木問屋への養子
の話を持ってきたときには、それも考えました。
しかし、祖母ちゃんの「今からの男の子は大学に
行かんでどうするがー、、、」の一言で、名古屋商
科大学へ推薦で進学を決めました。
大学では、バスケット部の先輩から可愛がられ、
色々な方との出合いがあり、（こう見えても）高
校までは内向的だったのが社交的になりました。
大学では経営を学んだつもりでしたが、それより
も人との繋がりや出会いを学びました。その先輩
とは今でも親しくさせていただいています。
その頃商社マンという言葉に憧れていて、試に
受けた商事会社の人事に気に入られ本命の企業
は受けずに就活１日で就職を決めました。しかし、
1 年目から営業で、社会人の厳しさを知りました。
そこでも上司や取引先に可愛がって頂き成長し
ました。
これが一番の分岐点ですが、会社で妻と知り合
い、交際１年くらいで彼女の福岡営業所への転勤
願いがきっかけで、結婚することになり養子縁組
をして高橋から吉村になりました。
今 42 歳、これからもどんどん分岐点が出てく
ると思いますが、経営者として社会人として大人
として判断を下し舵を取っていきたいと思いま
す。家業は今年創業 130 年ですが、200 年を目指
して邁進していきたいと思います。息子、孫と
代々続くために、今何ができるか考えていきたい
です。

yrc＠aqr.bbiq.jp

１１月 １３日
これからも末永くお付き合いいただきますよう、
よろしくお願いします。

奉仕を通じて 平和を
・行事予定
月 日

行

11 月 20 日(火)

会員卓話

外部卓話

11 月 28 日(水)

寺崎正三郎君
クラブ創立のことを記憶の範囲でお話ししま
す。
佐賀大和ロータリークラブ創立は、1994 年 2 月
22 日です。それ以前に 3 回ほど会合があったと思
います。
1993 年 12 月 13 日（月）に第 1 回の会合が、さが
健康らんどで行われました。第 2 回目は、1994 年
1 月 17 日（月）
。2 月に入ってから例会日が火曜
日になりました。第 3 回目は佐賀北ロータリーク
ラブとの合同例会で、東急インで開催されました。
11 月～12 月の寒い時期に、佐賀北クラブの上
野さん、立石さん、島松さんと当クラブの堤和之
さんが寒い中奔走され、会員 26 名を集められま
した。創立に力を注いでくださった、この四氏を
忘れてはいけません。その時のガバナーは、唐津
の宮島傳兵衞さんです。
勧誘に来られた時に、私は「ロータリークラブ
へは恐れ多くも入ることはできません。そのよう
な力もありません。」と断りわりました。しかし
堤さんは「寺崎さんが必要です。」と、雨の日も
雪の日も、5 回も 6 回も訪ねて来られて誘ってく
ださいました。（足を向けて寝られない、、、と感
謝しております）
いつか「本当の“安来節”を知っとっね？」と
尋ねられ、5 月のチャーターナイトの祝宴の時に、
シグマ電工の社員の方々による“安来節”が披露
されたのを思い出しました。島根県の踊りのどじ
ょうすくいです。どじょうは土壌と書くそうです。
面白おかしくどじょうをすくい、ごみを出してい
る様子ですが、皆さんもご存じとは思いますが、
あれは砂鉄をすくっているそうです。
今、チャーターメンバーが 9 名。堤さん、田代
さん、上瀧さん、中西さん、牧瀬さん、緒方さん、
宮原さん、吉田さんです。この方々とは知り合っ
ていくうちに、それぞれに自分や自分の親と各会
員やそのご家族と何らかのご縁があった事が分
かりました。吉田さんとは 50 年来の知り合いで
す。
人から受けた恩は忘れてはいけないと、常々子
供たちにも言い聞かせています。

佐賀大和ＲＣ E-mail：

事

会

大野博之様

１G ボウリング大会

場

龍登園
遊び道楽

＆懇親会

菊前寿し

12 月 04 日(火)

８９２回例会

龍登園

12 月 11 日(火)

８９３回例会

〃

12 月 18 日(火)

外部卓話

12 月 22 日(土)

松尾由紀子様

クリスマス家族会

〃
〃

第 1 グループ
ボウリング大会・懇親会
11 月 28 日（水）
ボウリング受付

16:00

懇親会

18:０0～「菊前寿し」牛津

ホスト

牛津 RC

会

ボウリング

￥1.000

懇親会

￥5.000

費

「遊び道楽」嘉瀬

クリスマス家族会
1２月 2２日（土）

yrc＠aqr.bbiq.jp

