
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリー綱領：福本会員

□会員誕生日 ･･･佐渡、吉本

□配偶者誕生日･･･佐藤

□結婚記念日 ･･･吉本、菅、福本

□事業所創立 ･･･吉本、堀越

幹事 久藤 孝仁

・竹原コーラスそよ風30周年記念コンサート礼状

・緑の遺産植樹協力お願い ガバナー 大之木精二

・地区大会仮登録のお願い

10月5日(土)会長・幹事会：シーモールパレス

10月6日(日)本会議：海峡メッセ下関

10月7日(月)記念ゴルフ大会

ガバナーエレクト 沖田哲義

・例会終了後定例理事会を行います。

会長 荒谷 隆文

皆さんこんにちは。本日は田中会員、新宅会員、

お二人を我がクラブに迎えることができ、大変ホッ

トな気分でございます。これから共にロータリー

ライフを楽しみ、職業奉仕を学び、実践し地域社

会により一層貢献して参りたいと思います。そこ

で新会員お二人にロータリーを少し紹介させて頂

きます。

先ず、ロータリーとは、自分を磨き人を育て、時

には慈善行為、ボランティア活動等を行う世界的

な団体です。そして、その目的はそれぞれの会員

が企業活動を通じて奉仕の心を磨き上げることで

す。

ここでお二人には特に理解して頂きたい事項がご

ざいます。難しいことではございませんが、ロー

タリー会員の三つの義務についてでございます。

１．例会の出席義務

２．会費の納入義務

３．ロータリーの雑誌の購読義務

特に、例会への出席はロータリークラブ会員の義

務であり、基本的に例会は週一回開催されます。

止むを得ない事情で欠席の場合には、欠席補填と

してその例会の前後14日以内に他のロータリーク

ラブの例会出席か、又はクラブ理事会で承認され

た会合、委員会行事へ参加することでメイクアッ

プをすることができます。それから例会に三回連

続欠席は絶対しないようにお願い致します。

又、この他にクラブでのルールがございますので、

クラブ定款・細則を読まれ、研修リーダー、先輩

会員に質問することで、少しずつ理解を深めて頂

きたいと思います。お二人のクラブでの活躍を大

変期待致しておりますので、どうぞ宜しくお願い

致します。
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四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか



□奉仕プロジェクト委員会 委員長 土居 敏昭

昨日行いました竹原学校のあいさつ運動へのご協

力有難うございました。豊田高校のあいさつ運動

は5月15日(水)に実施致します。

□次年度幹事 堀越 賢二

次年度活動計画書は5月16日(木)クラブアッセンブ

リーで協議して頂き、23日(木)に提出期限として

おりますので宜しくお願い致します。

□社会奉仕委員会 委員長 佐々木 秀明

11日(土)寄贈品の清掃作業を予定しておりました

が天気予報が雨と云うことで延期させて頂きます。

５月記念日を代表して佐渡会員

よりお礼の言葉が述べられまし

た。

会員 福本 博之

皆さんこんにちは。私の誕生

日は本当は4月7日なのですが、

その時は出席できませんでし

たので本日改めて卓話をさせ

ていただきます。初めての卓

話なので何を話せば良いかと

考えていましたところ、会社紹介でもしたら？と

のアドバイスをいただきましたので私の会社の紹

介をさせていただきます。

私の会社は竹原葬祭という葬祭業の会社です。199

1年（平成3年）1月29日に先代の私の父が創業しま

した。ご存知の方も多いかとは思いますが、設立

の時には色々と紆余曲折があり、そのことを話し

始めると今も続く恨みつらみが出てきますのでこ

の場で詳細をお話しするのは控えさせていただき

ます。

さて、竹原葬祭を設立した時、私はまだ中学生で、

突然「葬儀社を始める」と聞かされてびっくりし

た事をよく覚えています。父はその時50歳手前。

そんな年齢でよく新しい事業を始めたなと、改め

て感心します。創業後、いろいろ苦労したようで、

それまでポッコリ出ていた父のお腹が締まっていっ

たので、慣れない仕事で大変だったんだと思いま

す。それでも、「親切丁寧」をモットーに、でき

るだけ費用を抑えて、ご親族のご要望に柔軟に対

応しながら、地域の皆様に助けられて何とかやっ

てこれました。

そんな中、2009年の1月、父が脳梗塞で倒れました。

半身不随になったのですが、「家に帰りたい」と

言ってベッドの柵を力づくで外してベッドから転

げ落ちたりし、最終的には体を縛られて拘束され

てしまいました。私も病室に泊まって様子を見て

いたのですが、この状態の父を介護し、忙しい仕

事もこなそうとしたら、他の家族、母や弟までつ

ぶれてしまうと思い、家族を引き連れて東京から

帰ってくることにしました。妻も勤めていた会社

を辞め、娘も保育園の友達と泣く泣く別れました。

5月8日(水)竹原高校でのあいさつ運動



周りの皆さんから「よぉ帰ってきたねぇ」とよく言

われましたが、その時は「とにかく帰って何とかし

なきゃ！」という一心でした。

しかし、病院での治療のかいなく、倒れて約1か月

後の2月に逝去しました。父のことですから、動か

ない自分の体に嫌気がさしたのか、私が帰ってくる

と知って、もう逝ってもいいと思ったんでしょう。

家族を引き連れて帰ってきたのはいいんですが、そ

こからが大変でした。自由な父でしたので、母も弟

も父がどんな動きをしていたのか把握していません

でした。周りの方にお聞きすると、「あんたの葬式

はタダでやっちゃるけぇの」などと調子のいいこと

を言って回っていたようです。さすがにそれは冗談

でしょうが、父親らしいといえば父親らしい話です・・・。

そんな状況でしたので、まずは全貌を把握するため

に、母や弟、従業員がやっているすべての仕事を見

て回り、業務の棚卸をしました。それから、改善で

きるところから順次改善していきました。たとえば、

見積もりも出さずに葬儀が終わった後に初めて金額

を提示していたのはすぐに改めました。会館も、本

館のほうは少し不便な構造でしたのでリニューアル

しましたし、小規模葬用に築110年余りの古民家を

改築して別館を用意しました。本館のほうはもう少

し手を入れたいですが、別館は素材までこだわった

施設で、お客様からの評判も良いです。この用にい

ろいろと変えていく中で私が一貫して目指している

のは、世界中どこに行っても恥ずかしくない商品・

サービスのクオリティーです。ただし、父親のころ

から続いている、たゆまぬ企業努力で良いものを価

格を抑えて提供し、ご親族のご要望には最大限柔軟

に対応するという姿勢は変えません。

帰ってきて一番苦労したのはスタッフです。ロータ

リーの皆さんも苦労されている点だと思います。問

題を起こしたり、横領のようなことをしたりして、

突然来なくなり、散々迷惑をかけた挙句家族が出て

きて「同じ竹原なんじゃけぇ大目に見てぇや」と言

われたことが何度もありました。今では状況も落ち

着いてスタッフも定着してくれています。

今後ですが、他の内需型の業種と同様に、日本の人

口が縮小していく状況に対応するため、葬祭業とい

う柱は大切にしつつ、業種や地域の枠にとらわれず

に事業展開していきたいと考えています。おそらく

竹原で一番取扱量が多い生花は一つの柱になるでしょ

うし、他にも最近近所の貸衣装屋さんが廃業された

ことに伴って喪服をすべて買い取って貸衣装業をは

じめたりもしています。

とにかく状況に合わせて変化していくしかないと思

いますので、今後ともご指導のほどよろしくお願い

します。

□日 時 平成２５年５月９日（木）

□場 所 大広苑

□出席者 ９名

□議 題

①花見例会決算の件 承認

②世界平和フォーラム広島追加登録の件 承認

③特定法人入会金免除に伴う内規変更の件 承認

④４クラブ合同ゴルフコンペの件 承認

他クラブ出席者へのお土産などクラブより支出

□お 名 前 田中 幸俊

□事業所名 アヲハタ株式会社

常勤監査役

□職業分類 食料品製造業

＜ご挨拶＞

右も左も全く何もわからない状

態でありますが、今後共ご指導

を宜しくお願い致します。

□お 名 前 新宅 透典

□事業所名 広島市信用組合

竹原支店支店長代理

□職業分類 信用組合

＜ご挨拶＞

このような会に参加させて頂くこ

とになり、私の見識を広められれ

ばと思っております。皆様から色々と学ばさせて頂

きたいと思いますので宜しくお願い致します。

総員３５名 出席２１名 メーク ８名

欠席 ４名 免除 ２名 出席率88.57％


