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第９０１回例会
プログラム

2012～2013 年度国際ロータリーのテーマ

２０１３年２月１２日（火）

① 開会点鐘
② 開会の辞
②

ロータリーソング

「我らの生業」
④ 四つのテスト
⑤ 来訪者紹介
佐賀西 RC

久保志郎 様、大坪豊 様

佐賀北 RC

森永敏男 様、池田和雄 様

⑥ 会長の時間
⑦ 幹事報告
⑧ 委員会報告

RI 会長
田中作次（埼玉県・八潮 RC）
第２７４０地区ガバナー

会

食

⑨ 会員卓話（R の友）

福元裕二（佐賀北 RC）

浦川 君

⑩ 出席報告、ニコニコ BOX 報告
⑪ 閉会点鐘
ＭＥＭＯ

※次回例会

創 立
例会日

2 月 19 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 森田幸敬
事 務 局 佐賀市金立町千布 3907
TEL・FAX 0952-71-8418
E-mail
yrc@aqr.bbiq.jp

１月

２２，３１日

会長の時間

奉仕を通じて

吉村会長

皆さん、こんにちは。「長崎県・対馬のホタル
を激減させている意外な動物」という新聞記事が
目に留まりました。対馬姫ボタルは、体長 8 ㎜程
で湿った草の中の地中に生息しているそうです
が、草を猪が掘返すため死滅し激減しているそう
です。この観光資源を守るために地元の人達が、
県や市の補助を受けて、金網をつけているという
事でした。何気ない猪の習性がホタルの絶滅の危
機をまねいているという記事が気になったので
お話ししました。

出席報告
１月８日／メークアップなし
２５名中１８名

(免除２名)

78. 26%

１月１５日／メークアップなし
２５名中１６名

(免除３名)

72.7 2%

１月２２日／メークアップ 1 名
２５名中１８名

(免除２名)

81. 81%

社会奉仕委員会
植

樹

１月３１日（木）巨石パーク

ソメイヨシノ

2本

佐賀市

明石副市長

大和支所

岸川支所長

北部建設事務所

橋本所長
田中維持係長、重松主任

高志館高校

平和を

松尾先生、西川先生
中尾先生、古賀先生
生徒

１４名

ＲＡ

１２名

佐賀大和ＲＣ E-mail：

古藤俊隆税理士事務所移転のお知らせ
（新）佐賀市駅前中央 2－5－10
ハイグレードマンション 101 号
TEL 37－6402
FAX 37－6403

会員卓話
於保静枝君
私は、「北部環境」でクラブにお世話にな
っておりますが、本来母体となっている事業
は土木業です。屋号は「松石建設」で父が松
梅で昭和 40 年前半に立ち上げました。昭和
49 年に佐賀県の許可を頂き、以後官庁工事を
請け負うようになり、世の中は高度成長期と
なり順調に売り上げも伸びていたようです。
当時私はまだ学生で仕事の事はよくわかり
ませんでしたが、当時の事を思うと昼間は土
木の仕事、休日や朝夕に農作業をして休みな
く働く両親の姿を見て、私には出来ないとい
つも思っていました。
就職を考える時、一度は県外へ出たいと考
えていたので都市銀行を受けようと準備を
進めていましたが、周りからの猛反対で地元
金融機関に就職をしました。当時の職場では
先輩方に厳しく指導を受け毎日落ち込んで
ばかりいました。しかし 1～2 年たつと私に
も後輩ができ指導する立場になって、先輩の
気持ちが分かりました。その先輩方も今なお
現役で働いている方、専業主婦の方とそれぞ
れですが、当時の先輩方とは今も付き合いが
あり時々近況報告という名目で食事会をす
るのが楽しみです。
私も結婚を機に家の仕事に従事する事に
なりました。土木の仕事は波があり何か安定
した仕事がないだろうかと模索していた時
に当時の大和町のごみ処理施設の建設が決
まり、その中で仕事をさせて頂くようになり
土木と別会社を設立し「北部環境」として平
成 9 年より稼働しだしました。平成 10 年代
になると建設業界の仕事が少なくなり新事
業への進出がすすみ、農業・産業廃棄物・介
護福祉・冠婚葬祭等への事業の展開をする会
社が増えてきたのが現状です。しかしながら
異業種の仕事に取り組む事は容易な事では
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１月

２２，３１日

なく、そこには課題もあるようです。現在大
きな岐路にたっております。担当部局と協議
中であり今後に不安はありますが何とか事
業の継続が出来るように奮闘中です。
マイナスな事を考えると暗く落ち込んで
しまいますのでプラス思考でいこうと思っ
ております。

福島隆暢君
若造のたわ言、若造の目標、若造の未来と
いう事で話をします。
昭和 52 年 12 月に父の家業の「福島クリー
ニング」から「なぎさ本舗京都屋」を立ち上
げました。現在は「(有)クリーンライ福島」
、
布団部門として「エンドレス」の 3 社をかけ
もっております。4 人の息子全員（１人は学
生）が後を継ぎたいと言いまして、そのうち
3 人は大学や専門学校を卒業してそれぞれ後
を継いでおります。
この事業をどれだけ長く持たせるかが私
の目標で、300 年もたせたいと思っています。
父が 30 年、私が 30 年。クリーニング屋が今
年で 56 年になります。これから 240 年どう
継承していくのかが今の課題です。日本一の
企業が 1100 年、京都の企業の平均が 50 年、
佐賀の野中烏犀圓が 300 年、吉村さんの吉野
屋が 100 年を超えている。どういう過程でそ
うなっているのか、私だけが良ければという
考えでは到底いけないし。子供達が社員の気
持ちになっても会社の考えとしては成り立
ちません。今、息子たちは周りの方に教育し
ていただいています。子供の教育、家族の教
育、社員の教育が一番だと思います。この私
の思いを伝えていきたいと思います。
私も父との葛藤がありました。息子たちも
葛藤があり、家のふすまや障子にその跡が残
っていますが、良いことだとほっとしていま
す。父親に子供は勝てないと思います。しか
しながら一企業人としては、父と並んだかな
と思います。外の飯を食べて勉強になった事
で、会社の経営者としての物事の考え方、と
いうのが最近になって分かってきました。桁
が違うというか住む世界が違うと思ったカ
バヤの前社長や、4 時間話し込んで素晴らし
い方だと思ったタマホームの社長と 12 年前
に出会いがあり、目からうろこが落ちる思い
でした。色々な人色々な団体、その諸先輩方

佐賀大和ＲＣ E-mail：

奉仕を通じて

平和を

が手本になっています。38 歳の試練、52 歳
の火災の試練で人間的にも強くなったかと
思います。まだまだ若輩者ですので、これか
ら 240 年、色々な人や団体との出会いで成長
して色々なことを吸収していけたらと思っ
ています。古湯の郵便局に貼ってあった手拭
いをコピーして事務所に貼り、傷売や消売は
したくない、笑売、勝売をしていきたいと思
っています。

Ｉ Ｍ
3 月 9 日(土) ホテルニューｵｰﾀﾆ佐賀

開会

14:00

クラブ発表

14:20～

懇親会

18:00～

地区大会
4 月 4 日（木） 記念親睦ゴルフ
若木ゴルフ倶楽部

4 月 5 日（金）

地区指導者セミナー
16:30～（ホテルニューオータニ佐賀）

ＲＩ会長代理晩餐会
18:30～（ホテルニューオータニ佐賀）

4 月 6 日（土） 受付
11：30～12:30

本会議
12:30～（佐賀市文化会館）

記念懇親会
18:30～（ホテルニューオータニ佐賀）

yrc＠aqr.bbiq.jp

