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　2016ー 2017年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「人類に奉仕するロータリー」
	 	 R . I . 会 長	 ジョン・ジャーム
	 	 地区ガバナー	 上 　山　昭　治
クラブテーマ	 「関心をもって感動を分かち合おう」	
	 	 クラブ会長	 渡 　辺　丈　樹

６/21 本年度事業報告
６/28 最終夜間例会　会長幹事慰労会 ＆ 1500 回 記念例会

	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

	 41 名	 0 名	 5 名	 37 名	 3 名	 92.50％	 1496 回例会修正　欠席 2 名・出席率 95.12％

前回（6/7　1498 回例会）の記録

◆ゲスト 0名 
◆ビジター 1名 東京浅草ロータリークラブ　坂　真太郎	様

会長報告＜渡辺会長＞
　税金対策をする際、気を付けるべきことは次
の二点です。
１．税務署を甘く見るな。
　　税務署の情報収集能力は大したものです。

２．形式を整えるだけでは何にもならない。
本当のことは後日判明するものと考えるべ
きです。

　ドキドキしない、堂々とした節税に心掛け
ましょう。

幹事報告＜岩田幹事＞
・本日例会終了後に新旧合同理事役員会を
4F「駒形の間」で行います。
・本日をもって会員名簿の改定の〆切としま
すので、チェックがお済みでない方は早め

にお願いします。
・６月21日の例会で事業報告を行いますので、
各委員長の方、６月14日までに事業報告書
を幹事までご提出下さい。

年間100％出席
	 　古 谷 輝 彦	君　15回	　　小 林 雅 純	君　21回	

	 　矢 野 幸 士	君　17回

委員会報告
＜出席・親睦委員会　上原副委員長＞
・６月28日最終例会は、渡辺会長・岩田幹事
慰労夜間例会です。ご婦人を含め多数の会
員の皆様のご参加を期待いたします。

＜青少年奉仕・ローターアクト委員会　山尾委員長＞
・６月３日に開催のローターアクト地区年次大

会に藤掛地区青少年奉仕委員長と立野地区
委員と出席して参りました。タワーホール船堀
で255名の参加者で盛大な会となりました。

＜ゴルフ同好会　太田幹事＞
・７月27日（木）千葉カントリー川間コースで行
います。メールにて配信しています。参加お待
ちしています。



ニコニコボックス
＜渡辺会長、岩田幹事＞
・吉沼さん、磯本さん、丸岡さん、会員卓話
楽しみにしています。

＜宮崎、立野、山尾、浜中、太田、斎藤、丸岡、
上野、藤掛、河村、中村、小林（雅）、永井、
潮田、尾泉、伊石＞
・吉沼さん、オーラス卓話よろしくお願いい
たします‼

＜田村、宮崎、磯本、立野、浅野、岩戸、山尾、
太田、斎藤、尾泉、原田、上野、藤掛、河村、
浜中、中村、永井、潮田、長沼、伊石＞
・磯本さん、丸岡さん、イニシエーションス
ピーチよろしくお願いします。

＜伊石、大塚＞
・蔵前神社例大祭、この度無事斎行致しまし
た。関係者の皆様のご協力に深く感謝申し
上げます。

＜河村＞
・先日は“千”にお越し下さいまして誠にありが
とうございました。企画して頂いた太田様に

感謝申し上げます。次回都鳥で暑気払いの
会を企画しておりますので、皆様ぜひご参加
下さいませ。

＜立野＞
・先月19日に２度目の婚姻届を提出しました。
責任を感じつつ、精進致します。

＜古谷＞
・本日、当ホテルにて創業40周年記念パーテ
ィーを行います。多くの皆様に支えられ40
周年を迎える事が出来ました。

＜天笠＞
・古谷さん、会社40年祝会おめでとうござい
ます。よく40年生き残りましたね。百年に
向けて頑張って下さい。

＜宮崎、宮村、後上＞
・東北復興支援継続を‼
＜上原＞
・六月や結婚記念日誕生日
＜内田、河村＞
・お誕生日のお祝いをして戴き、有難うござ
いました。

会員卓話・イニシエーションスピーチ

吉　沼　隆　秀　会員

　鳥越のお祭りと言えば御本社神輿です。いわゆる千貫神輿と言われる大きなお神輿です
が、私たち氏子が誇る本社神輿は単に大きいだけではなく、美しく、人々を引きつける魅
力ある神輿と思っております。また、氏子各町の狭い路地を通りますので、担ぎ棒は神輿
の大きさにしては短く、太いものとなっており、一人にかかる重量は相当なものがあり
ます。祭礼当日、日曜の朝 6時半より発輿式が執り行われ、6時 50 分に宮出しをします。
その後、22 ケ町を一日掛かりで渡御し、19 時半より宮入道中となります。宮入道中の際は、
本社神輿に提灯を付け渡御します。火の入った大きなお神輿がゆらゆらと進んで行く様か
らお化け神輿の異名もございます。この宮入道中からを鳥越の夜まつりと称され、大変幻
想的な雰囲気の中を名残惜しむかのように本社神輿が宮入して行きます。



　私が所属します睦会ですが、正式には、鳥越神社氏子十八ケ町睦会と申します。現在、
鳥越神社の氏子町会数は飛び地の志ん猿町会（駒形 1丁目の一部）を合わせ 23 ケ町です
が、睦会発足当時は、小島町など一つの町会でしたので、18 ケ町でした。これが発足 100
年を過ぎた現在でも、当時のままの名称を引き継いでおります。私たち睦会は、肩抜きと
呼ばれる揃いのお召を正装としております。本社神輿の出る日曜日には全員が必ず着用し
ます。その際は、麻の紐をたすき掛けにし、足さばきがし易いように裾を少したくし上げ
ます。常に怒号が飛び交う荒々しい祭りではありますが、その中で肩抜きというお召を作
業着にし、ご祭礼を安全に滞りなく斎行するところに、粋と誇りを感じずにはいられませ
ん。

磯　本　　　專　会員

■昭和 48 年 9 月生まれ、43 歳。バツイチで、家族は妻と男の子 2人です。
■大学卒業後、信販会社に就職し、松本支店に転勤。クレジット加盟店への営業職。
　1年半後、来週から三重支店（四日市）へ転勤ということで、急きょ異動。
　当時の支店長は、現在の私の歳と同じくらいだったと記憶するが、その仕事内容から
　「20 年後の自分はこの仕事でいいのか？」疑問に思い、転職を決意。
■衣食住に興味があった中で、不動産を手掛けようと思い立ち、大手不動産仲介会社に転
職。横浜支店へ勤務。不動産の営業職は、お客様から売却依頼があると、自身でチラシ
を作成して印刷し、夜な夜なポスティングするスタイル。帰宅も深夜になることがほと
んどで、体力的な限界を感じる。そんな中、50 歳前後の先輩社員たちや支店長の仕事
ぶりをみていて、またしても 20 年後の自分を思い描けないという思いに駆られ、転職
を決意。

■平成 13 年前後、飲食業界は相当に活況であり、レインズインターナショナルの「牛角」
を筆頭に、出店ラッシュであった。そんな中、衣食住のうち、食に狙いを定め、それま
でに得た金融・不動産の知識や考え方を活かせる職種をということで、JASDAQ上場
の居酒屋チェーンの立地開発職へ転職。ここで、物件開発から出店、FC開発、店舗の
売却等のノウハウを身につけることとなった。

■平成 18 年前後、その会社の業績も芳しくなく、現場からの意見具申を自分なりに上げ
ていたが、経営陣が聞いてくれる雰囲気もなく、そんな中前職の社長から声がかかり、
転職を決意。小さいながら 3～ 4店舗の居酒屋を運営する会社でした。ここで、この居
酒屋業態の店舗展開と、FC開発を任され、2年半ほどで 20 店舗ほどの店舗数に。

■しかし、直営店の人材教育のスピードが出店のペースについていかず、不振店も出始め、
あわや倒産か！？というところで居酒屋事業を売却し、得意分野である物件の開発力を
活かして、飲食店の業務委託・転貸事業を始めた。

■これが、3年で 170 店ほどに成長し事なきを得たものの、諸事情が重なってまたしても



丸　岡　久　芳　会員

本日はイニシエーションスピーチの時間をいただきまして有難うございます。
許される時間内にできる限り、私を知って頂くよう、包み隠さずに正直お話させて頂きます。
話が脱線しないよう、いくつか項目を分けながら進行させて頂きます。

それでは先ず、ロータリークラブ入会にあたってのお話です。
潮田様、吉沼様、ロータリークラブにご推薦して頂きありがとうございました。
また、昨年 12 月に皆様の認証のもと、入会させて頂きました事に感謝申し上げます。
ありがとうございます。

入会までの馴れ初めですが、
入会１年ほど前から吉沼さんにお声を掛けられ、その後に潮田さんも加わり接待攻勢をし
て頂きました。
当初から、とにかく申込書にサインし提出して！と、ロータリークラブでは無く、変な宗
教の勧誘か、マルチ商法の勧誘かと思うほどでした。
あまりに飲まされすぎ、申込書を紛失して帰宅する事を何回か繰り返すという失態は、ご
勘弁くださいませ。
その節は本当にご馳走様でございました。

ロータリークラブへ入会前の私は、ロータリーは私には縁遠い存在であり、崇高なイメー
ジが強く、とても敷居が高く感じ、入会をかなり躊躇していたのですが、そんな愚図愚図
している私にトドメを刺したのが矢野さんです。
浅草神社の氏子としては、NOと言えず、完全に外堀を固められた私は、とにかく不安で
一杯のまま体験例会に参加させて頂きました。
　ところが、体験例会に参加してみたところ、以前住ませて頂いていた事のあるマンショ
ンの大家さんの後上様や、父の同窓生の笹生様、いつもお世話になっている宮崎さんがい
らっしゃったりと、非常に親近感を感じる事が出来ました。
また会員の皆様が非常に暖かく迎えて頂けたことが、入会への最終的な決心となりました。

危機的な状態となった。ここで、健全だった業務委託事業を当時の経営陣がMBOする
ことを決意し、FIJを設立。シンガポールで資金を調達して、事業を買い取った。同時に、
現地法人を立ち上げ、飲食事業を始めました。

■これが、今の私どもの成り立ちです。



＜今週担当　潮田幸一＞

それでは続きまして、簡単に経歴をお話しさせて頂きます。
1969 年（昭和 44 年）５月 13 日に浅草寺病院で生まれました。
この年はアポロ 11 号が人類初の月面着陸をした年となります。
兄弟はおらず一人っ子です。
富士幼稚園／富士小学校／今戸中学／都立港北高校を卒業後、
1年のバイト生活を経て、19 歳から 21 歳までアメリカのアダルトスクール、日本で言う
ところの専門学校でを卒業。
怠惰な学生生活でしたが、１つだけ良かったと思っている事があります。
それは、留学中に初めて自分と向き合う事が出来たことです。
自分は何なんだろう。人間とは何なんだろう。今の私はダメだ！と痛感し、それまでは無
かったのですが、多くの本を読みました。そして色々と考えました。
それが学生生活での大きな財産かと思っております。
帰国後、ハンバーガーチェーンのベッカーズに就職し、店舗で2年／本社購買仕入部で1年、
合計 3年ほど外食産業に携わりました。
その後、バブルが弾けた時期に株式会社マルオカへ転職し現在に至ります。
6年ほど前に代表となりましたが、まだまだ未熟で鋭意修行中です。

続きまして家族の話をさせて頂きます。
母は中学 2年の時に亡くなり、父も一昨年亡くなりました。
結婚は 26 歳の時に、幼稚園からの幼馴染と一緒になりました。
子供は二人おりまして、20 歳の娘と 16 歳の息子がおります。
私ごとになりますが、娘が発達障害で小学校より特殊学級に通い、墨田区にある養護学校
卒業後、現在は白鴎中学近くにある台東区の作業所で明るく元気に働いています。
また、この娘のお蔭で多くの大切な事を、日々学ぶ事が出来ている事に感謝しております。
そんな繋がりで、私も妻も色々とボランティアに参加をしておりますが、先日、上野ロー
タリークラブ様にメイキャップへ行った際、「こども食堂」に支援をする計画をされてい
ました。私もこちらの活動を支援しているので、非常に嬉しく感謝の気持ちでイッパイと
なりました。

最後に、ロータリーの本質、奉仕。
その奉仕を一人の小さな力ではなく、ロータリーの皆さんと力を寄り合わせ、大小に関わ
らず、奉仕の実践をする歯車の一つになれるよう、浅草中央ロータリークラブの一員とし
て日々精進させて頂きます。

また、今期は親睦員会として、太田様をはじめ皆様に、右も左も分からない私にご指導頂
き、大変お世話になりました。ありがとうございます。
来季は SAAとして、髙木様をはじめとする皆様にご迷惑をお掛けいたしますが、どうか
よろしくお願いいたします。

つたない内容でございましたが、イニシエーションスピーチとさせて頂きます。
ありがとうございます。




