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創立 1986年

第1647回例会
令和２年11月26日（18：30～19：30）

○ソング
　◦奉仕の理想
○スマイルBOX
　◦吉野敬之会長（新入会員の皆様ようこそ、西クラブに入会していただき有難うございます。末永いお付き合

いが出来る事を望んでおります。何かと至らない会長ですが今後共宜敷くお願い致します。）
　◦堀田一彦幹事（吉成さん、十文字さん、増子さんよろしくお願いします。）
　◦金田昇会員（吉成さん、十文字さん、増子さん、よく学びよく楽しんで下さい。本日、NHK朝ドラ「エー

ル」の最終回でした。とても感動しました。）
　◦関谷亮一会員（吉成様、十文字様、増子様、入会おめでとうございます。今後共宜しくお願い致します。）
　◦安部和夫会員（結婚祝の花束ありがとうございました。今は夫婦仲良くしています。）
　◦居川孝男会員（十文字さん、吉成さん、増子さんロータリークラブにようこそ。一緒にRCを楽しみましょ

う！）
　◦山口治会員（十文字会員、吉成会員、増子会員、

ロータリーライフを大いに楽しんで下さい。）
　◦成井正之会員（吉成さん、十文字さん、増子さん

入会おめでとうございます。これから一緒にロータ
リー活動を楽しみましょう。吉野会長、新入会員入
会目標達成おめでとう。）

　◦鈴木孝幸会員（吉成さん、十文字さん、増子さん、
改めまして入会おめでとうございます。ロータリー
活動を一緒に楽しみましょう！）

　◦齋藤孝弘会員（青木さん200円ありがとう。とり
あえず。）

　◦青木大会員（先日JCのコンペでバーディーを取
り、新ペリアの部優勝しました。）

　◦永野文雄会員（新会員の十文字会員、吉成会員、
増子会員、早くなじんで白河西クラブを楽しんで下
さい。今日はおめでとうございます。）

A 出席免除を受けていない正会員数 ４６名

B  出 席 免 除 の 適 用 正 会 員 数 １４名

T  全 正 会 員 数 ６０名

C  Ⓐの出席者数 ２５名

D  Ⓐのメイクアップ 者数 ４名

E  Ⓑ の 出 席 者 数 ９名
G ＝ Ⓒ ＋ Ⓓ ＋ Ⓔ

（メイクアップ補填後の出席会員数） ３８名

H ＝ Ⓣ － （ Ⓑ － Ⓔ ） ５５
I ＝ Ⓖ ／ Ⓗ × 1 0 0

（例会出席率） ６９．１％

第1647回例会出席状況� （R２年11月26日)
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■会長の時間 吉野敬之会長
　皆さん、こんばんは。本日若干開始時
間が早いので来場されてないメンバーの
方もいらっしゃいますけど、今日は出席
者35～36名と聞いております。大変多人
数で皆さん、ご出席いただきましてあり
がとうございます。巷では、コロナ等が

また第三波を迎えた等々の話が大変賑わっておりますが、
ここ白河地方に関しましては7人の感染者を記録して以降
ここ1か月程感染者もなく、わりと平和な場所であるので
はないかと思っておりますが、くれぐれも注意喚起には慣
れない、コロナに慣れないというふうなところは、私たち
も十分気を付けていかねばいけないかなと思っております。
先週土曜日に、地区会長幹事選挙人会というものがござ
いました。これはご存じの方も多いと思いますけども、地
区大会の前日に会長、幹事が集まりまして簡単にいうと総
会ですね。前年度の決算、事業報告、予算、事業計画、そ
れと人事に関しまして、前日にそこで会議をいたしまし
て、その会議の後に懇親会を行うというのが、地区大会の
前日の会長幹事会でございます。ただ、今年は皆さんご存
知のように地区大会がコロナの影響もありまして来年の4
月に延期となっております。その日に会長幹事会を行うと
いうふうになりますと、決算等が来年の4月までずれ込む
ということではやはりよろしくないということで、先日の
土曜日にその会を催したわけですけども、実はここまでの
流れでいきますとほとんどの会議にズーム等の会議に移行
しておりますので、こちらの総会のほうもズームで十分事
足りるのではないかというふうなことではあったのです
が、今年度は皆さんご存じのようにコロナの影響で各種会
議がズームになっておりまして、私達会長が必修といわれ
てますＰＥＴＳがテキストで受けてラーニングを見て、そ
れで報告書といいますかアンケートを出せというような形
になったりとかで、なにせ会長同士が会い顔を合わせる機
会もなく、ガバナーとも公式訪問の時くらいしかお会いす
る機会がないというような状況が続いているせいもありま
して、今回は何としても石黒ガバナーが皆さんと一緒に
懇親をしたいという思いで先週の土曜日に設定されました。
「郡山ビューホテルアネックス」で設定をされました。と
ころが、実はこれは新聞報道されてるんですが、前日金曜
日の日に郡山商工会議所の職員が3名コロナに感染したと
いうような状況になりまして、多分大変な議論をされたと
思うんですが、やはりそういう状況下では懇親会を開くの
は適切ではないだろうということで、急遽懇親会が中止と
いうことになりました。私はそうでもないんですけど堀田
君は飲む気満々で郡山に行ったんじゃないかと思うんです
が、着いて渡された資料の中に今日は中止ですといきなり
入ってまして、その時点で知ったというふうな。ですから、
かなり郡山のほうも設営をして非常にばたばたとした中で
そういうふうに決められたんだなと。本当にご苦労ご慎重
ご察し申し上げますという状況でございました。その中で、
先程言いましたように決算等すべての審議を進んだわけで

すけども、その中で人事がございまして、これもご存じの
方多いと思いますけども、ノミニーといたしまして喜多方
ロータリークラブの佐藤正道様、現喜多方ロータリークラ
ブの会長がノミニーとして選出、皆さんのほうから選任を
受けました。実はノミニーの資格としては、ノミニーとい
うのはわからない方いらっしゃると思うんですけど、来
年、再来年の方です。資格としましては、会長を無事終え
た人。結局、会長経験者ですね。会長任期途中ではなくて。
この方は今、会長任期途中でございます。いろいろしがら
みがありまして、ノミニーとしては会津から出すようにと
いうようなお達しがありまして、前回会津で受けなかっ
たという経緯がありまして、今度はなんでかんでというよ
うなことで、会津に順番が回りまして、しかもその中でな
かなか適任といいますか、該当者がいないということでこ
の方に決まったそうですけども。実際問題、会長もやって
らっしゃらない。これなかなかできないだろうというとこ
ろなんですが、実はＲＩのほうに資格変更申請というもの
を出しますと、会長任期途中であってもこれを認めましょ
うというふうな裁定が出せるそうでございます。実際、こ
の裁定が出まして佐藤会長は無事ノミニーとして選出をさ
れたという経緯でございます。これが何を意味するかとい
いますと、実はこれ大変なことでありまして、今日新入会
員歓迎会でございますが、新入会員歓迎会に出られてる方
がもしかすると3年後ガバナーになれるかもしれないです。
是非、それぐらいの気概を持ってロータリー活動に邁進し
ていただくために、今日は新入会員の方々を会員全員で懇
親を深めていきたいと思います。時節柄、本来であればそ
ういったところも自重するべきところもあるかもしれない
んですが、やっぱりロータリーの良さというものの中にい
ろいろございますが、この人と人が知り合えて、今まで年
代層が幅広いのでなかなかお知り合いになれないような年
齢層の方、ご職業の方といろいろと親交を深められるとい
うことは、これはやっぱりロータリーの本当に大事な一つ
の良さであると思います。いろいろご意見はあるかと思い
ますが、やはりこういう懇親の場でいろんな方と語り合う、
そういうことは私は大切だと思って今日はこういうふうな
飲み会の例会も開かせていただきました。十分、感染予防
には気を付けているつもりでございますので、その辺は皆
様も注意しながらというのも変ですけども、今日は時間
の許す限り楽しんでいただければ幸いかなと思っておりま
す。ひとつ今日は楽しい懇親例会になるよう願っておりま
す。よろしくお願いいたします。

■幹事報告 堀田一彦幹事
◦国際ロータリー第2530地区ガバナー事

務所：ポリオ根絶 寄付金付クリアファ
イルの販売について

◦㈱ボイスクリエーションシュクル：人
前で堂々と話せる！スピーチコンサル
無料相談会

◦福島民友新聞社・福島民報社：年賀 新年のご挨拶 新聞
広告ご協賛のお願い

◦白河赤十字奉仕団 委員長 安澤荘一：白河赤十字奉仕団
創立30周年記念誌について（送付）

（２）

本日のプログラム
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背景素材　虹色

（３）

◦国際ロータリー第2530地区ガバナー事務所：【再】ロー
タリーリーダーシップ研究会（RLI）パートⅢ開催のご
案内

◦白河市国際交流協会長 内藤義久：「フランス文化講
座」の開催について（案内）

◦白河市国際交流協会長 内藤義久：「グローバルコミュ
ニティカフェ（出張編）」の開催について（案内）

■委員会報告
◦35周年実行委員会 居川孝男委員長

　改めまして、こんばんは。今、会長の
お話ノー原稿で饒舌になってやっぱり半
年会長やると変わるなあと、つくづくそ
のあと喋りづらいなあと思っております
ので、久しぶりの壇上でございますので
お聞き苦しいかもしれませんけどよろし

くお願いします。私ども実行委員会、先週2回目の実行委
員会開きまして、1回目はほぼ顔合わせでこんな事をやり
たいねという話だったんですけども、2回目でいよいよ具
体的に決まってきましたので、今日は途中経過のご報告と
来月実行委員会の時間をいただいて、全体でミーティング
等をさせていただくということで、今のところ日程等含め
まして決まった事がございますのでご報告させていただ
きます。まず一点目ですけども、青少年の吉田委員長が中
心になりまして、1月11日、来年の成人式の日でございま
す。白河信用金庫の昭和町のイベントホールをお借りし
まして、中村文昭先生をお迎えして、「あなたの未来は輝
く」もしくは、「自分のスイッチは自分で決める」という
講演のテーマでご講演をいただく予定になっております。
中村先生、非常に中高校生に対してインパクトの強いお話
をしてくれて、青少年の健全育成に素晴らしいお話をして
くれる先生でございまして、前日、鳥取のほうからこちら
のほうになんとか日程上都合がつくという事で、1月11日
成人の日に中村先生の講演をするということで決定してお
ります。その前に、ＫＧＢベースボールを通じて中学生と
今、私共西ロータリーと交流させていただいてるわけでご
ざいますけども、ＫＧＢのほうの中心となっている青木先
生含めて先生方から、是非ロータリーさんにいつもお世話
になってるのでボランティア活動させてくれないかとい
うふうなご要望ございまして、当日1時から新白河駅前に

集まって、信金のイベントホールまでゴミ拾いをしよう。
清掃活動をしながら信金に着いて講演会を聞くということ
で、一応コロナの中なので信金ホール300名がキャパくら
いなので三分の一の100名くらい。大体そのボランティア
の中学生とあと保護者で大体埋まってしまうのかなという
とこでございますけども、ひとつ会員の皆さんにはご一緒
にボランティアの清掃作業と、当日会場でお聞きいただけ
ればありがたいというふうに思ってるとこでございます。
正式な案内は後程また追ってさせていただきます。二点目
でございます。これは国際交流委員会の青木委員長が中心
になって、ミャンマーにリュックサックを贈ろう。要は、
中学3年生のカバンですね。あれを集めてミャンマーに送
りたい。私どもの交換留学生で来ているチョウ・ナンダさ
んがたまたまミャンマー出身で、現状なんかをお聞きする
と現地の子供達カバンがなくて手で持ったり、それも遠い
山道歩いてくるというふうな情報もございまして、尚これ
は詳細についてはもう少し詰めてから皆さんにご協力はお
願いすると思いますけども、中学校なんかで使わなくなっ
たカバンを集めて、今年度は集めるだけにして、こういう
ご時世でございますので次年度以降、鈴木孝幸年度になっ
た時にミャンマーのほうに送っていくということで、これ
もグローバル補助金なんかを使いながらできればいいなと
いうことで企画を今進めているところでございます。三点
目がいよいよ私共の式典でございますけど、来年の4月10
日土曜日に行われます。会場はここでございます。ただ
し、現段階でコロナの影響がわかりませんので、やるとい
う方向で企画はしますけども、また決断は最終的には2月
くらいまで引っ張って、縮小するのか式典だけやって懇親
会は中止するのか、それは臨機応変に進めさせていただく
ということで、ただし準備はしておかなければいけないと
いうことで、来年の4月10日が私共クラブの35周年式典の
日を東京第一ホテルで行います。翌日4月11日には、「グ
ランディ那須白河」のほうで記念のゴルフコンペを開催す
るというところまでは決まっておりますので、追って文書
等を含めまして皆さん方にご協力等お願いすると思います
ので、今後何かと35周年の実行委員会よりご報告があるか
と思いますので、ご協力及びご支援の程よろしくお願いし
まして実行委員長よりご報告とさせていただきます。よろ
しくお願いします。

◦歓迎の言葉 吉野敬之会長
　本日は、吉成真五郎さん、増子さん、十文字さん、入会
いただき誠にありがとうございます。今日は、皆様の為に
ささやかな祝宴をご用意して皆様と懇親を深めたいと思っ
ております。話は全然違うんですが、今日イオンの店内で
ＴＯＴＯの「ロザーナ」とクール＆ザ・ギャングの「ジョ
アンナ」という曲が流れておりました。オールドファンの
方は私と同世代の方はわかるかと思うんですが、非常に懐

かしく聞いてふと思ったんですが、両方ともアンナが付い
てましてアンナ好きなのかなと若干思いました。あんまり
関係ない話で申し訳ございません。今日は待ちに待った中
目パスト会長の乾杯が待っておりますので、私はそれを心
より楽しみに今日を迎えた訳でございます。中目さんに沢
山お話をいただきたいと思いますので、歓迎のわたくしか
らの話はこれぐらいにさせていただきたいと思います。今
日は皆さんで楽しみましょう。よろしくお願いいたします。

■本日のプログラム■本日のプログラム 新入会員歓迎会新入会員歓迎会
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◦乾杯 中目公英直前会長
　今日は、新入会員歓迎会でございます。
ありがとうございます。なんか吉野会長
からえらいハードルを上げられてしまっ
たから、すぐに乾杯してはいけないよう
な雰囲気でございまして、ちょっとだけ
喋らせていただきますので申し訳ありま

せん。良かったらば座ってください。白河西ロータリー
クラブに、十文字光伸さん、吉成真五郎さん、増子国安さ
ん、ご入会本当におめでとうございます。今年は、吉野会
長、堀田幹事率いて、居川実行委員長が主に采配を振るう
我がクラブの創立35周年という節目のこの年にお3人の新
入会員を迎えることができて、クラブとしては大変嬉しい
ことと思っておりますし、そのような節目の年に入会され
る皆さん方はそれにふさわしい方々を我がクラブのほうで
も選んで入会していただいてるわけでございますから、入
会すぐにもう最高速度までピッチを上げていただきまして、
来年4月の記念式典等々でご活躍をしていただけるのでは
ないかと思っております。また話はちょっと戻しまして昨
日、皆さん方もお気づきだと思いますが民報新聞を読んで
いまして、県南地方の紙面を両方に広げましたら我がクラ
ブお二人の方が写真に載って掲載されておりました。一人
は、関谷亮一さんで長年に渡る土地改良区のいろいろな功
績によりまして県知事表彰をお受けになられた。本当にお
めでとうございます。さらに、青木大会員のほうが中島村
の幼稚園のほうにマスクを寄贈したと。なんか我がクラブ
で見る大ちゃんとは全然違う顔だったので、誰かなと思っ
ていた次第であります。一日のその紙面に我がクラブのメ
ンバーが二人も載っているなんていうのは、まさに西クラ
ブは人格と見識が優れたメンバーが揃っているクラブであ
るということを表しているんではないかと思いますし、そ
ういうふうなクラブに入会をなされた3人の方々には是非
ともそういうふうなものに続いて、ロータリークラブとし
て活躍してもらうばかりでなく、社会においても貢献をし
ていただければありがたいと思っております。皆さん方が
若い時に所属していた青年団体は大体定年がありますけれ
ども、ロータリークラブは定年がございませんので、増子
さんなんかこれから長生きすれば大体40年ロータリーを続
けるわけでございますから、今年35周年でトップスピード
に上げてもらった後は、多少ギアを少し緩めてもらって休
まないで長くずっとクラブに出席をしていただければいい
んじゃないかと思っております。大体このくらいで、吉野
会長から私に喋れと言われた責任は果たしたことにさせて
いただきたいと思っております。コロナ禍でございまして、
吉野会長がいろいろと心配してることではございますけれ
ども、今日は楽しいひと時を共に過ごしたいと思っており

ます。西クラブの益々の発展と3人の新入会員に皆さんの
それ以上のご活躍と、そして本日ご参会の皆さん方のご多
幸とご健勝を祈念をいたしまして、共に乾杯いたしたいと
思います。乾杯。

■新入会員挨拶
◦十文字光伸会員 

　皆様、こんばんは。本日は大変貴重な
時間、このような会を開催していただき
まして誠にありがとうございます。只今、
紹介に預かりました「丸昌不動産有限会
社」の十文字光伸と申します。私の簡単
なプロフィールなんですが、わたくしは

昭和47年4月11日に生まれまして、白河第二小学校、白河
第二中学校、その後、白河高校に進学し、専門学校は東京
に当時ございました東京工科学院専門学校という、そこの
不動産ビジネス学科というその当時バブルの弾けた後だっ
たんですけども、まだまだ不動産ブームがあった頃のそう
いった不動産ビジネス学科という専門学校に進学しまし
た。その後、東京で本来は就職したいところはあったんで
すが、バブルが弾けた後ということもございまして、希望
するような不動産にちょっと巡り会えなくて、すぐ白河に
帰ってきてしまったんですけども。その後、白河に戻って
きてからは日新火災海上保険株式会社という弊社の二階
にございます保険会社のほうに代理店研修生という形で勤
めまして、そこで資格を取得した後に建築のほうも勉強し
たいということで、「株式会社一条工務店」というハウス
メーカー。そちらのほうの営業を従事しておりました。そ
の後には、「丸昌不動産」のほうに入社して、おそらく25
か26だったと思うんですけども約22年くらいに今入社して
からなっております。会社のほうでは不動産の分譲の企画
開発関係を今メインで携わっております。また、賃貸分野
に関しましては空き物件がかなり白河地区多いということ
で、そちらの入居促進に関するようなことの企画を日々し
ている状況でございます。そのような中で、今仕事のほう
に全力で向かっている最中なんですけれども、今回西ロー
タリークラブに入ったきっかけをお話したいと思いますが、
わたくしは今現在、白河市の商工会議所青年部のほうに所
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属しておりまして、本来は来年の3月をもって卒業するよ
うな予定でございます。そういった中で、これからもまだ
まだ自己研鑽をしたいなと考えていた矢先に、今回私の推
薦者である居川先生と高畠先生からご紹介をいただきまし
て、西ロータリークラブさんに大変興味を持ちながら入会
させていただいた運びとなりました。私は今年の11月から
例会に参加させていただいていますけども、本当に毎週毎
週、様々な異業種の方の貴重な講演、講話を聞くことがで
きまして、本当に普段では知り合うことのできなかった方
や、学べなかったこと、本当に斬新な思いで毎週毎週楽し
みに参加させていただいております。これからも地道に活
動を続け、例会のほうに参加しながら少しでも力を付けて
ロータリークラブの発展に少しでも貢献できればいいのか
なと考えておりますので、今後ともどうぞご指導ご鞭撻の
ほどを賜ればと思います。本日は、大変貴重な会を開催し
ていただきましてありがとうございました。

◦吉成真五郎会員
　皆さん、こんばんは。吉成真五郎と申
します。生まれは昭和36年11月27日とい
うことで、明日が誕生日になりまして、
ありがとうございます。明日で59歳を迎
えます。生まれたのは、実は矢祭町の中
石井という所でございまして、「吉成材

木店」という会社がありまして、その時父が経営しており
まして私は6人兄弟の6番目。上に姉が一人いて、あと兄が
4人おりまして、なので兄が修太郎といいます。姉が容子
といいます。秀次郎、祐三郎、大四郎、真五郎、これでフ
ルメンバーでございます。塙町に上石井っていう所があっ
て、矢祭に中石井と下石井ってあるんですね。昔は、石井
村といって一つだったんですよ。ところが、昭和35年くら
いですかね、昭和の大合併というのがございまして、その
時に石井村は塙町に入るように運動があったんですね。誘
われたんですかね。ところが、うちの父が塙町に入るのは
嫌だと大反対しまして、青年団長かなんかをやってたみた
いなんですけども、消防車で放水して塙町から来た人を放
水して追い返して流血騒ぎになりまして、そこで上石井は
塙町にすんなり入って、中石井と下石井は矢祭町に入った
と、結構揉めた事がありました。その団長やったうちの父
の吉成修一は後に塙町の町長をやりまして、何なんですか
ねみたいな話なんですけど。そういう家で生まれました。
その後は私も塙町に3歳くらいで引っ越しまして。といっ
ても川向いなんですけど、そこで小学校、塙中学校、白河
高校に進学しまして、大学は宮本先生が先輩なんですけど
中央大学の法学部に入学いたしました。弁護士をみんな目
指して入るんですけど、私は競技ダンスという社交ダンス

のクラブに入ってしまいまして、全然勉強しない学生時代
を過ごしてしまいまして、どっちかというと勉強よりも競
技ダンスのほうを一生懸命やって過ごしました。その競技
ダンスの時に一つ思い出があるんですけど、朝ドラで薬
師丸ひろ子さんが出てらっしゃって、私とほぼ同年代です
ごい私ファンだったんですけど、その時に映画で「探偵物
語」かなんかがありまして、六本木のディスコでジルバを
薬師丸ひろ子さんと踊るシーンがあったんですね。私、最
初それに選ばれまして、すっげーいいなと思って喜んだら、
そのクラブの同級生がいやあれ断ったと。なんで断ったの
と言ったら、うちの大学の練習の日程とぶつかっていた。
撮影日が。8時間くらいかかるらしいから、練習のほうが
大切だから断ったよと。えーっと思ったんですけど、そし
たら立教の一年下の同じ先生に習ってる後輩が私の代わり
に選ばれまして、映画見たら30秒くらい延々と薬師丸ひろ
子と踊っているんですよ。8時間くらい撮影も一緒だった
ということで、いやもう本当に機会喪失したなというふう
に、それがすごい思い出です。私のほうが絶対ダンスも上
手いし、ルックスもいいし、絶対私のほうが適役だったん
ですけど、まあ運命というのは変えられないなということ。
でも、金田昇さんと出会えましたから良かったんですけど。
仕事は損害保険ということなんですけど、一応法学部だっ
たので海上物件運送法という法律をやって、それがなんか
損害保険に関する学問でございまして、地元に戻りたいな
というのがありましたので、昔、大正海上火災って今、三
井住友海上という会社なんですけども、そこの代理店の研
修生になりました。3年過ごしまして卒業しまして、もう
37年経ったんですけども。その後生命保険も15年くらい前
から扱うようになりまして。3年前に、この名札のほうに
もあるんですけど金融商品仲介業という仕事ですね。これ
は投資信託とか資産運用の、証券も買えるんです。株も買
えます。アップルの株とか、グーグルの株とか、外国の株
も買えるんですけども、そういった仕事を今やっておりま
す。なので、今3本の仕事を柱にしてやっております。こ
れからはやはり少子高齢化が進みますので、資産運用とい
うのは若い方もすごく大切ですので、是非ロータリーの皆
さん、大変資産を持たれてると思いますので、是非うちで
倍にも3倍にもしていただければと思います。仕事の話は
これくらいで趣味なんですけど、ゴルフは下手でも好きな
んですけども、最近、旅行を結構好きで行くんですけども、
船に乗るのが好きで、船といっても観光船とかですね。例
えば、今までで良かったと思うのはセーヌ川の夜乗ったり、
すごい良かったなと思います。最近では、佐原という町
の中を走る船とか、あと笹川流れとか新潟にありますけど
船が好きで、今年の夏ですね、釧路湿原の中をカヌーで下
るというのがありまして、5時間カヌーに乗りっぱなしと
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いうのをやってみました。大変面白かったです。是非、釧
路湿原のカヌーは私のいろんな船経験の中でもお勧めでご
ざいます。もう一つですね、鯉に餌をあげるというのも
好きなんですけども、旅行に行くとよくありますよね。い
ろんな所で鯉に餌をあげたんですけども、これも最近新潟
ですごいいい場所を見つけました。実は小千谷に錦鯉セン
ターというのがありまして、錦鯉がうじゃうじゃいるんで
す。そこで錦鯉に餌をあげたら、これがもう最高な体験で
ございました。なんか田中角栄総理になったような気分で、
大変楽しい経験でございました。是非、その餌やりファン
の皆さんとは交流を深めて、なんかこう餌やり同好会とか
船乗り同好会とか、そんなとこです。あとはスキューバダ
イビングも青木大ちゃんと一緒に免許を、今は亡くなられ
た吉成清志さんとサイパンに行って取って、この間ちょっ
とサイパンで溺れかかったので、恐怖心があるんですけど。
また、勉強し直してやっていきたいと思います。ロータ
リーの先輩の皆様には、いろいろと親交を深めさせていた
だきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い
します。ありがとうございました。

◦増子国安会員
　改めまして、おばんでございます。益
子国安と申します。まず初めに、本日は
新入会員歓迎会ということで大変ありが
とうございます。また、自己紹介という
ことでありますけども、今「株式会社共
和建商」というところで社長をしており

まして、私自身は白河市の道場小路というとこで生まれま
した。白河駅の近くなんですけど。子供の時はあんまり裕
福じゃない家庭で、私高卒なんですけど大学に行っており
ませんで。自分の子供の時は大学に行くというふうな話は
家庭の中でありませんで、そのまま高校を卒業したら就
職するかなということでそのまま就職をしまして。白河の
「日本コロンビア」という製造工場に勤めてまして、自分
の中で製造がちょっと合わないということで、たまたまそ
の工場の中で営業職を募集してるってことが話があったん
ですね。コロンビアの本社というのは上野御徒町という所
にありまして、そっちのほうでやってみたいということで
営業という形でちょっとの間その東京でも働いておりまし
て、そんな働いている途中に私もその頃若かったのでホー
ムシックに罹りまして、戻ってきて町の電気屋さんで勤め
てました。その町の電気屋さんも、そのコロンビアの白河
工場の人がもう一回戻ってきたらっていう話されたんです
けども、ちょっと製造やりたくなかったので、いやそれは
ちょっと自分に向かないのでということで断ったんですけ
ども、そしたらばうちに出入りしている電気屋さんがある
からその電気屋さん紹介するよということで、それで町の
電気屋さんにしばらく勤めてまして、その勤めてる中で営
業が自分に向いてるなというふうに感覚もあったんですけ
どもずっと営業して、電気工事士の資格は持ってるので工
事をして集金をしてお客さんが指名してくれてというふう
な仕事を6年くらいですかしておりまして。その成井さん
もお客さんで大変お世話になりました。その中でたまたま
今の妻と知り合いまして、「共和建商」に今は会長です

けども三姉妹の長女ということで結婚しまして、そこから
子供が生まれる一年間はそのまま電気屋さんにいたんで
すけども、生まれるタイミングでうちに入れというふうな
ことで、「共和建商」に入って今の仕事がスタートしたと
いうふうな感じなんですけども。それで仕事がスタートし
て18年経って、今会社で社長をさせていただいておりまし
て、本当にＪＣの先輩方が沢山いらっしゃいまして、私も
サラリーマンでずっとやってて社長の息子ってことじゃな
いので、何が正解でどんな事をしているのかわかんない中
で、今まで特にＪＣで人間力といいますか、いろんな人の
社長としての付き合い方といいますか、そういったもの
を学ばせていただいたかなというふうに思います。それは
経営だけじゃなくて、いろいろと学ばせていただきました。
ありがとうございました。自己紹介そんなんで、今会社に
入って18年経って社長になって4年目でございます。会社
のほうもいろいろと事業をしておりまして、皆さんちょっ
と紹介させていただきますと、建設機械のレンタルから足
場工事ですとか、墓石販売ですとか、雑貨屋さんとかいろ
いろさせていただいております。うちの会社も公共工事と
いうのが9月から忙しくなるんですけども、その前の半年
間が一応暇だということで、その間どうするということで、
うちの今の会長が一年間通してちゃんと売り上げあげられ
るようにということで、今いろいろ異業種展開していると
いうようなのがありまして、それに沿って私もこの中で感
覚的にはいろんな仕事をして、みんなが一年間を通して良
い生活ができるようにということで仕事をさせていただい
てるのかなと思います。会社のほうはそんなんで、今私の
中でＪＣに入会したということと、いろんな人と合わせて
もらって話をさせてもらったということが、ひとつ自分の
中で大きなことなんですけども、今は吉成先輩が言いまし
たけども経済同友会というのに入らさせていただきまして、
その中で今は社長になってから経営の勉強とか自分の会社
を良くしたいという思いで、良い会社を作りたいというこ
とで周りの人から「共和建商」って良い会社だねと言われ
るためにはどうしたらよいのかというふうなことを考えて、
毎日それぞれ社員が主体性を持ってもらうようにしながら
研鑽中です。その中で、社会貢献というのがどんなことな
のかと最近ちょっと思うんですが、やっぱり地域に根差し
て仕事してるからには地元で役に立つということが大事な
のかなと思ってまして、そのためにはロータリーさんで奉
仕の心もそうですけども、そういったものを学ばせていた
だきたいですし、地元の小っちゃい子供たちがいっぱいい
るので、そういった子供たちにもいろんな事をしてあげた
いなというふうな気持ちで活動をしていくつもりで、これ
からも頑張っていきたいと思っています。趣味はゴルフを
ここ4年くらいで本格的に初めまして、今ちょっと毎日楽
しく練習であったりコースであったり楽しんでるところで
す。ゴルフ愛好会も是非入会させていただきたいと思って
おりますので、よろしくお願いします。そんなところです
かね。あとは、今日は本当に35周年という大事な年に本当
選別していただきましてありがとうございます。これから
もどうぞよろしくお願いいたします。


