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　2013ー 2014年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「ロータリーを実践し　みんなに豊かな人生を」
	 	 R . I . 会 長	 ロン	D・バートン
	 	 地区ガバナー	 吉 　田　建　二
クラブテーマ	 「参加し行動しよう」	
	 	 クラブ会長	 藤 　掛　靖　元

会長報告＜藤掛会長＞

表敬訪問
東京浅草ロータリークラブ
直前会長　齊藤興平様  直前幹事　鎌田俊光様

年間100％出席 　　尾 泉 良 和 君　４回　　山 尾 尚 司 君　10回

前回（8/7　1324 回例会）の記録

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！

 45 名 3 名 ３名 35 名 6 名 85.37％ 1322 回例会修正　欠席 2名・出席率 94.12％

◆ゲスト １名 　米山留学生　モハマド・アズ・リンダ 様
◆ビジター ６名 東京浅草RC直前会長　齋藤興平 様、東京浅草RC直前幹事　鎌田俊光 様
  東京浅草RC　坂　真太郎 様、東京足立RC　北澤艶子 様
  東京リバーサイドRC　栗原正雄 様、東京上野RC　丸山　進 様

・東京浅草ロータリークラブの齋藤前会長・
鎌田前幹事より、今期に開催される、2月
17日のＩＭ及び4月14日の50周年記念につ
いてご報告がありましたが、当クラブとし
ても出来る限りのお手伝いをさせて戴く所
存です。

　ますますのご発展を祈念いたします。



幹事報告＜伊石幹事＞
・他クラブより例会日変更のお知らせが来て

おります。詳しくはクラブ事務所にてご確

認下さい。
・８月のロータリーレートは１ドル＝100円

となっております。

＜審議事項＞
１．７月度会計報告………………………承認
＜協議事項＞
１．ガバナー公式訪問クラブ協議会について
　　 ……………………………… 会長より説明

＜報告事項＞
１．各委員会より会員増強委員会……………
 会員増強名刺の作製、８月末頃完成予定
　　会員10枚／１人位配布
２．同好会として「服食同遊会」（発起人代

表　斎藤彰悟会員）が設立された。

2013年〜2014年度　第２回理事・役員会報告

ニコニコボックス
＜東京浅草RC　齋藤興平前会長、鎌田俊光前幹事＞
・一年間大変お世話になり、ありがとうござ

いました。
＜東京足立RC　北澤艶子様＞
・久方ぶりにメーキャップにお伺い致しまし

た。見晴らしも良く、気分爽快に成ります。
＜東京浅草RC　坂　真太郎様＞
・昨日開催の第34回台東薪能蝋燭能は、お陰

様で無事終了致しました。皆様に厚く御礼
申し上げます。

＜原田、宮村＞
・齋藤興平前会長・鎌田俊光前幹事、本日は

ようこそお出で下さいました。その節はお
世話になりました。

＜藤掛、伊石＞
・後上さん、本日のイニシエーションスピー

チ楽しみにしております。宜しくお願い致
します。

＜後上＞
・本日は拙いスピーチにお付き合いいただき

有難うございます。今後とも宜しくお願い
します。

＜小林（雅）、永井、海内、太田、斎藤、宮村、
尾泉、岩戸、天笠、山尾、植木、松崎＞

・イニシエーションスピーチ　後上清君、楽
しい話を期待しています。

＜大塚、加藤、井田＞
・お盆休みだ。日頃の疲れを取って鋭気を養

おう。

＜小林（博）＞
・来たる８月21日、商工会議所主催で大宴会

を開催します。青木富美雄さんを偲ぶ会を
兼ねて開催致します。６時半「ちんや」是
非ともご参加下さい。

＜松崎＞
・増強月間です。暑い日が続きますが、暑さ

に負けず増強に励もう。
＜海内、藤田、山尾、松崎＞
・瀬戸大也君、水泳世界選手権400㍍個人メ

ドレー、ウルトラ感動金メダルおめでとう。
＜古谷、永井＞
・天笠さん、お世話になりました。
＜岩田＞
・天笠さん、花火大会へのご招待ありがとう

ございました。スカイツリーと花火のコラ
ボに、米山奨学生のリンダさんも、私の娘
も、大喜びの夜でした。

＜斎藤、小池＞
・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うござ

いました。
＜松崎、植木、笹生＞
・永井さん、浅草中町会会長就任、お目出と

うございます。くれぐれも、お身体気をつ
けて、マイペースで務めて下さい。

＜伊石＞
・先日の大洗GCにおいてのゴルフ同好会コ

ンペにてハンデキャップに恵まれ、優勝し
てしまいました。今後も精進致します。ち
なみにドラコンも一ついただきました。



卓　話

　「イニシエーションスピーチ」

後　上　　清　会員

　大正９年に、私の曽祖父が某金物屋を買収し
たのが弊社の始まりです。
　当時、板金業を営んでいた曽祖父が、建築材
料である銅板等を購入していた先が立ち行かな
くなったので、次男である祖父に経営させたと
か聴いております。
　曽祖父は千束 3丁目で、おもな得意先に吉原
の遊郭があり、東京駅の屋根も施工するなど総
勢 47 名で経営し、自らは朝５時台の市電は割
引があるとかで日の出とともに働いてたと聴か
されていました。
　祖父の店も本家が使う材料も多く、それが売
上に繋がるわけで、客先が本家か若しくは暖簾
分けした弟子の所ということで、順調に商売が
出来ていたそうです。堅調に進んでいた商売で
したが、大正 12 年の９月１日に全て灰になり
ました。その後の昭和大恐慌を何とか乗り切り、
復興需要もあり経営は好調でした。
　得た利益で家作を購入し、ピーク時は 47 軒
に達したようです。入ってくる家賃で次の家作
を手配するなどしていたようです。戦争の足
音が大きくなりいよいよ開戦となって、父の兄
も兵隊に採られ、南支で戦病死し、３月 10 日
の東京大空襲では親戚７名が亡くなっておりま
す。全てが焼け、何も残らなかったようですが、
ここで祖父は頑張り、バラックから立ち直り、
落ち着いたら青森から貨車一杯分の材木を取り
寄せ、家を作ったようです。

　焼けた家作は全て無くなりほとんど無一文か
らのスタートでかなり厳しかったと想像されま
す。陸軍士官学校の生徒のとき終戦を迎えた父
は早稲田大学建築科で勉強し、家業をついで２
代目社長に就任しました。昭和 27 年に株式会
社後上商店を設立いたしました。
　昭和 28 年に、ある方からステンレスを紹介
していただき、最初は委託販売の形である程度
売れたら銀座で営業会議と称して毎度毎度宴会
をしていたようです。当時の話ですが３枚売れ
ると小僧さんの給与は出たとかで、おいしい商
売だったようです。その年に父は母と結婚し 12
月に私が生まれました。神田の病院で生まれま
したが逆子だったので産声は上げなかったと
か。背中を叩かれて初めて泣いたようです。今
では想像がつかないかもしれませんが色白で目
がパッチリとした子供でしたので、祖父が大変
かわいがり散歩と称して吉原に連れて行き、い
ろいろな方に抱っこされていたようですが全く
記憶がございません、残念です。
　その祖父から三代目としての教育がされ、も
の心つくかつかないうちから札勘定をさせら
れました。とても綺麗好きで几帳面であった祖
父に全く似るところなく育ちました。祖父は清
元をやっていたようですが私は全く音楽の才能
がなく音程はとんでもなくリズム感もめちゃく
ちゃでしたし今もそうです。
　入った中学は優等賞の制度があったのですが



トップクラスで入学したのに音楽と美術が足を
引っ張り他の科目の高得点を無駄にしていまし
た。足だけは速く唯一学年で一番でした。中学
１年から高校３年まで常にリレーの選手で必ず
入賞してましたが最後の学年の時バトンを落と
し四位になってしまい悔しい思いをしました。
男子校６年間は異性の目もなくのびのびと過ご
せました。当時の高校は系属でも付属でもなく
一般受験でパスしないと大学に進学できないの
で、高校３年の時は本人的にはかなり真剣に受
験勉強したつもりでしたが、周りは全く認めて
くれませんでした。第一志望は駄目だったもの
の何とか第二志望には合格し、結果的に第三志
望に入学することとなりました。理由は出席が
自由だったからです。
　当時の大学は歩いていると石が飛んできて、
校舎の前には赤い色の水溜りがあるなど命の危
険を感じる状況でした。学費値上げ反対闘争と
か、セクト争いによる殺人事件など、学生運動
終焉期だったでしょうが、学問する状態では全
くありませんでした。その中で勉強していて、
裁判官、弁護士になった同級生がいます。我が
社の顧問弁護士は中学からの同級生ですが、未
だに君は何学部だったと聞いてきます。彼とは
報酬は必ず払うが何も事件がないのでたまには
奢れと交渉してます。大学入学３日目で或ゲー
ムを覚え４年間懲りずにほとんど毎日していま
した。かなり勝たせていただきました。授業に
ほとんど出ず何とかぎりぎりで４年間で卒業で
きたのは奇跡だと思います。
　後上に入社し、父の代わりに業界での大会に
参加しいきなり優勝したので、打ち込んだもの
は身についたと思います。最近９連勝したので
すが、体力が続かず引退状態です。そちらは良
いのですが、反動でゴルフ、カラオケは全くの
ド下手です。
　仕事は入社以来 38年間ほとんど無遅刻無欠勤
で務めております。前の日の酒がかなり残って
の出勤は年中でほどぼとにしろといわれてます。
　40 才で社長に就任しました。銀行関係だけ

は父が見るが後は全ておまえがやれということ
で、全て任され父は何の口出しもしませんでし
た。売れなくなった在庫を思い切って全て廃棄
したときも、報告したらそうかと言われました。
銀行も一行取引だったので数行取引に変え、弁
護士、税理士、社労士、司法書士の先生方も全
て私の同年代の方にしました。
　保険関係も古くからのしがらみもありました
が、浜中さんにお願いいたしました。
創業 93 年であと７年で 100 年になるのですが、
これからが厳しいと思います。
　私の老いと息子への事業継承、社員の高齢化、
自社ビルの老朽化等々乗り越えなければならな
い課題が数々ありますが、何とか皆様方のお力
をお借りし、乗り切りたいと思います。
　顧客のニーズと時代の要求に応える品揃え、
小さな会社ならではのトップの即決による改
革、徹底した商品知識を始めとした社員教育、
経費の削減、低金利での資金調達、仕入先との
密なるパイプづくりなど、これから皆様のお知
恵を拝借いたしたいと思います。また私の知識
がお役に立てるなら是非ご協力いたしたいと存
じます。
　昨日まで売れてたものが全く売れなくなる時
代です。アンテナを高く張り、常に情報収集し、
その情報を精査し　次の商売に役立てたいと思
います。
　京都の 170 年近く続いている金平糖屋さんに
お邪魔し感じたのは、若いお嬢さん店員の接客
がすばらしいこと、清潔な店内、品揃えが多く
常に新製品を開発しており、顧客名簿をしっか
り作成しており、季節商品とかの前金による予
約販売など、かなりしっかり経営なさっている
ようでした。真似できるものは取り入れたいと
思います。
　今年の２月に入会させていただき、歓迎会　
オリエンテーションを開催していただき有難う
ございました。五ヶ月経ちましたが、まだ赤ん
坊の状態です。早く幼稚園に入るべく今後のご
指導宜しくお願いいたします。

＜今週担当　山尾　尚司＞


