
 

  

平成２９年６月１２日（月）第1897回例会 
職場訪問 小林化工株式会社様  
＜時間・場所変更＞ 

12：00～ 例会 食事（高椋ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 301号室） 

13：10～ 小林化工株式会社ヘバスで移動・職場訪問 

平成２９年６月１９日（月）第1898回例会 
クラブ協議会 

平成２９年６月２６日（月）第1899回例会 
お疲れさん会   於：小松屋 

平成２９年５月２９日 発行 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ホテルせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

平成２９年５月２９日（月）第1896回例会 

19：00  開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ（奉仕の理想）斉唱 

会長の時間 

幹事報告・委員会報告 

島原南ロータリークラブ ３０周年式典参加報告 

島原南との歴史的背景 山下 会長 

姉妹クラブ締結の経緯 林田 千之 会員 

20：00  閉会点鐘 
 

平成２９年６月５日（月） 
  タイ・スタディツアーの為 休会 

本日の例会 次回例会

5/29(月) 17-18年度 地区財団資金推進委員 訪問 
金会長ｴﾚｸﾄ・林田千之次年度幹事 

      杉本次年度ロータリー基金理事 出席 

6/2（金） タイ・スタディツアー 
～7（水）   丸岡高校生６名・浦先生・山下会長 

杉本・東角・林田恒・水﨑・松井 参加 

＜次年度委員会＞ 
5/29(月) 13：30～ 職業奉仕委員会(松井委員長) 

東角建設2Ｆにて  

5/29(月) 14：30～ ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会(杉本委員長) 
               東角建設2Ｆにて 

5/30(火) 18：00～ 会員増強委員会(林田恒正委員長) 
小松屋にて  

6/2（金） 18：00～ クラブ広報委員会(下村委員長) 
小松屋にて  

6/8 (木) 19：00～ クラブ管理運営委員会(東角委員長)  
     小松屋にて 

 

お知らせ

今後の予定



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今日のお客様は株式会社クリーンリースの柿木祐介様です。クラブ史上初めての会員のご子息の卓話ではないか

と思います。後ほど卓話をお願いいたします。 

さて、今日はＪＣの広報誌についてお話しします。ＪＣの広報誌はシニアメンバーに郵送されてくるもので、今

月号では在沖縄アメリカ総領事との対談記事も掲載されており、その内容は、日本は本来、自立した自主防衛が理

想だが、現実的には日米安全保証条約を堅持し、米軍の駐留を認めざるを得ないことなど、かなり踏み込んだ会頭

の意見が述べられている一方で、日米地位協定を早期に見直すべきでありこれを国民に訴えるべき国民輿論喚起を

求めています。(会場ホワイトボードに「輿論」「世論」と記載) ここでいう「輿論（ヨロン）」とは正確な知識・

情報をもとにして議論と吟味を経て練り上げられるべきもので「輿論は天下の公論」として尊重すべきものとされ、

一方「世論（セロン）」はたぶんに情緒的な感覚、「世論は外道の言論・悪論」として受け流すべきものであり、明

治の知識人や新聞は、両者を的確に使い分けていたといいますが、ＪＣは日米地位協定を早期に見直す国民輿論の

形成を訴えています。 

また、この広報誌の中でＪＣが、タブー視された憲法についても積極的に改正を訴える論調の記事が堂々と会報

に載っており、ＪＣが日米同盟のみならず、国家の運営の基盤となる憲法についても議論していることに大変驚い

たので、今日はこの憲法に関するコラムの所をコピーして皆さんに配布させていただきました。一部、天皇の権力

とか日教組による影響など、誤解を生むような表現があるのは、若気の至りということで了承して読んでもらいた

いのですが、これを読んで驚いたのは、今の若い人は、日米地位協定や憲法に代表されるように、規則、規約につ

いて、非常に敏感であり、集団や組織をスムーズに効率的に行動させるには、規定や規則がきちんと構築されてい

るべきという考え方がベースにあるということです。 

ロータリーの規定も９５年ぶりに大幅な改訂がされ、各クラブに大幅に自主性・柔軟性が認められることとなり

ましたが、丸岡クラブの定款や細則は現在、恥ずかしながら古いままの状態です。実情とそぐわない規約や規定さ

れていない事項も数多く存在し大変困ったことも多い１年でした。私は、今年度中に定款・細則・事務規定の改正

ができればと考えておりましたが、協議が遅れましたので年度を超えたとしても、できるだけ早い時期に、改定を

まとめて頂きたいと思う次第です。 

 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①ロータリー章典  日本語訳版＆英語原本 

②RLI委員会による卓話のお伺い 

③国際ロータリーより会員数に関する重要なお知らせ 

7月1日会員数の計算方法が変更 

④2017-18年度 職業奉仕に関する意識調査実施・協力願い 

⑤2017-18年度 「国際奉仕セミナー」の案内 

2017 年7 月22 日（土） 京都商工会議所ビルにて 

⑥国際ロータリー日本事務局経理室から 

2017年6月のレートのお知らせ 

1ドル＝110円 （ご参考：2017年5月＝110円） 

⑦2016-17年度 地区補助金 追加交付額振込のお知らせ 

地区にて、今年度有事の際、臨時費として確保した地区補

助金を使用することなく年度を終了するにあたり、臨時費

を配分する。丸岡ＲＣ 追加分 ４６，８４９円 

⑧ＲＹＬＡ 修了書 

 

≪他クラブより≫ 

≪その他≫ 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 6/29 

福井西RC 金 6/30 

福井あじさいRC 金 6/30 

三国RC 金 6/30 

武生府中RC 木  6/1 

武生RC 火 6/20 6/27 

敦賀西RC 木 6/1  6/8 

 
ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木  6/22 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火  6/6 

 

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

 

≪他クラブより≫ 

①第157回 福井県下ロータリークラブ  

会長幹事会の御礼   大野ＲＣ 

≪その他≫ 

会員増強委員会からのお願い         水﨑会員増強・退会防止委員長 

今年度、三寺副委員長以下、皆様のお陰さまにて、多くの新入会員を迎えることができました。 

しかし、悲願であります４０周年時に会員４０名！には、あと少しの会員増強が必要です。 

今年度、まだあと１ヶ月ありますので、増強委員会のみならず、会員の皆様には、ぜひ、 

会員の勧誘につとめていただきたく、ご協力をよろしくお願致します。 

 



 

 

外部卓話                       プログラム委員会 

『 事業承継に対する思いと将来の夢 』     (株)クリーンリース 柿木 佑介 様 

簡単に自己紹介をさせていただきます。1987年3月2日生まれ30歳になります。ちなみに星座はうお

座で血液型はA型になります。ちょっと人みしりな性格です。父はO型で、てんびん座、人なつっこい性

格で自分とは真逆の性格を持っています。生まれも育ちも丸岡になります。いままで一度も県外に出たこ

とはありません。長畝小学校から高校までサッカーを一生懸命してきました。小学校、中学校時代はここ

におられる西出智一さんに教わりました。非常に厳しく熱い方で、たくさんしごかれた思いがあります。

高校は金津高校に進学しました。 

小学校から高校までのサッカー生活で学んだことがふたつあります。１つ目は挨拶をする。これも西出さんから教わりまし

た。人みしりだったので、「お前とりあえず挨拶しろ。」と言われました。その言葉を素直に受け、行きかう人すべての方に挨

拶しました。それが次につながるぞと、何か返ってくるぞと、いろんな事にチャレンジする精神が身に付くぞと教えられまし

た。2 つ目は考えるという事を教わりました。サッカーは基本、サッカー場を走り回り体力的に非常にきついのですが、試合

が終わった後は、体よりも頭が疲れろと言われました。自転車を乗りながらでもこの信号がいつ赤になるか予測しながら動き

なさいと言われた事を鮮明に覚えています。こういった事が自分の人生に役立っているのかなと思います。その後、福井県立

大学経済学科経営学部に入学し、コミュニケーション力は身に付いたかなと思います。 

大学を卒業しまして、地元の証券会社の三津井証券株式会社に８年間勤務しました。入社５年目で、課長代理を任せてもら

いましたが、このスピードでの昇格は初めてと言われ、とてもうれしく自信になった事を覚えています。いろんな分野に対し

て、今まであまり貢献できていなかった僕が、この時ばかりは自信を持って会社に貢献出来たぞと、自分の人生少しは変わっ

たのかなと、そういった印象を受けたのを覚えています。ここまでが簡単な自己紹介になります。 

4 月 1 日から父親が経営している株式会社クリーンリースに勤務することになりました。今回、事業承継に対する思いを話

させていただくわけですが、事業承継に対してあまり気乗りしない部分があり、父親と一緒に仕事をしたくないという事が正

直ありました。これは息子ながらの反抗心が一番にくるのかなと。昔から父親との仲がよかったわけではなくて、あまり話さ

ない、父親も仕事で忙しくて家にいない、話をされても反抗心から聞かなかった記憶がございます。また、マット業というの

に対して、本当に毛嫌いがありました。マットという商品が、僕の勝手なイメージですが３Ｋにあたるのではないかと。子供

のころから仕事に対するイメージがかっこいい、きらびやかなものをしたいなという事があって、まわりからいろいろ言われ

てもすべてはね返していたような形でした。そういう気持ちがあったので、真逆であるホワイトカラーの代表職である金融、

証券業というところに入社した次第であります。 

結婚して、息子が二人生まれてある気持ちが芽生えてきました。父親の気持ちというものがわかってきて、息子に贅沢はさ

せてあげられなくても不自由なく大きくなっていってほしいという気持ちが出てきまして、父親も、苦労しながら育ててくれ

ていたのかなと思うようになりました。事業承継の気持ちに背中を押してくれたのが、上屋敷先輩になります。上屋敷先輩と

はもう長いつきあいになりますが、僕と父親の間を、飲みに行く場であったりとか、ちょっと話をする場であったりとかを、

気を使っていただいて設けてくれて、とりもっていただきました。上屋敷先輩からいろいろ父親の気持ちを間接的に聞いてき

て、だんだん継ぐという方向に傾いていったと思います。尊敬で 

きる先輩が横にいて、非常に僕の人生の宝です。 

事業承継することで、父親が20数年間やってきたその事業と積

み上げてきた思いを否定させないようにしたいなと思ったので、

一緒に仕事をして一緒に会社を大きくしたいという思いになり入

社したという経緯になっています。 

実際に仕事を始めてまだ2か月ほどで、思ったことが３点あり 

ます。1点目が、前職が金融の職種だったので、今の会社と比べるとシステムとか組織がしっかりしていました。そういう視点

からいくとまだまだ今の会社を改善するには、余地があると思います。2点目が、形のない物からある物へ、営業順序の違いと

いうものが出てきています。つまり金融業の営業は新規のお客をつくる方法としまして、一軒一軒回って自分を知ってもらっ

てファンになってもらう過程を経て、株式とか目に見えない物を買ってもらうという流れになっています。その形のない物が

形のある物に変わってきました。マットとか扱っていますので、その物の良さ、便利さを知ってもらって、その後僕のファン

になってもらって長いおつきあいをしてもらうという事がメインになりますので、順序が違ってきたという部分を実感してい

ます。今まで 8 年間やってきた手法と異なるので、おもしろみ、やりがいを感じていて、この両輪の営業を知ったので、今後

の強みになるのではないかと思っています。前職の三津井証券ですが、よく三井証券と間違われ、間に津軽海峡の津が入る方

ですというと、あ～あといった反応が返ってきますが、そういったコミュニケーションといったものをずっと経験してきて、

野村証券や大和証券といった大きな看板はなかったけれど、人となりを前面に出して、ジョークも交えながら話してきた営業

力が今後本当に生かせるのではないかなと思います。3点目に昔のマットに対するイメージが変わりました。当時３Ｋというイ

メージでしたが今は非常に考え方が変わって、確かにつらい仕事かなとは思いますが、みんなが率先してしたい仕事の分野で

ないのかなと思うので、そこを開拓、掘下げていく事が出来る仕事は非常におもしろいなと思っています。今後将来の夢に向

かって、まず僕は営業をがんばっていきたいなと思っています。 

最後に目先の夢は、①前職で培った営業力、提案力を会社にフィードバックし、落とし込んでいく②組織体系の見直し、再

構築し情報が行き易い職場を目指す。③今以上に社員が働きやすい環境づくり の３点です。 

 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３７名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
クラブ広報委員会 委員長―奥村雅徳 会報委員会 委員長―倉田教信 副委員長―道木宏昌 

委員―青池 進 前川 徹 瀬野友伸 笹埜 博 

 

 

 

委員会報告                        ５月２２日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １３名 

北  下田 林田恒正 山下 倉本 水﨑 柿木 杉本 

竹内 松井 道木   笹埜 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １２名 

北  下田 林田恒正 山下 倉本 水﨑 杉本 

竹内 松井 道木   笹埜 竹澤 

◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 5月22日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000円 983,000円 2,003,000円 

ロータリー財団 16,000円 588,400円 

米山記念奨学会 15,000円 547,000円 

 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 
出席免除者 

欠席 
例会出席率 

5/22 ３７ ２４ ７ ３ ３ 70.59% 

【メーキャップ】 5/22～5/26 事務局受付分  

5/25 武生府中RC 倉田 5/29分 

例会日 会員数 出 席 ﾒｰｷｬｯﾌ゚  欠席者 
出席免除者 

欠席 
修正出席率 

5/15 ３７ ２５ ２ ７ ３ 79.41% 

 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １５名 

★お客様★ ゲストスピーカー 柿木佑介様 

山下会長 柿木さん 本日は卓話ありがとうございます。

島原南ＲＣに訪問されたメンバーの方々、 

ご苦労様でした。 

杉本幹事 柿木様 卓話よろしくお願します。 

下田   柿木佑介さん 卓話ご苦労様です。 

昨日、南越前町河野の右近家住宅へ行って来ま 

した。 

林田恒正 本日は、私の７８歳の誕生日。健康に留意しな 

がらロータリーの奉仕活動に専念します。 

下村   柿木佑介様 卓話ご苦労様です。 

倉本   クリーンリース柿木佑介様 本日は、 

卓話ありがとうございます。 

水﨑   柿木佑介様 卓話ありがとうございます。 

前回の西出さんのお話を聞けなかったのが、 

残念です。会報を読んで、立派な仕事をしてい 

る様子がわかりました。 

柿木  今日は、長男が卓話しますので、私も非常に緊張しています。 

皆様温かい目で見てやってください。 

竹内  柿木佑介様 本日の卓話よろしくお願いします。 

三寺  柿木君 がんばれ～ 楽しみにしています。 

松井  柿木様 外部卓話よろしくお願いします。 

道木  柿木様 卓話ご苦労様です。 

上屋敷 西出会員 卓話お願いします！！ 

竹澤  柿木さん 卓話よろしくお願いします。 

10 年後 20 年後 30 年後を見据えた将来の夢は、①クリーンリースという会社をまず福井で誰もが知っているような会社にした

い②誇れる会社にしたい。これは利益といったものだけではなく、地元への貢献であるとか、人に選ばれる会社、クリーンリー

スに行っていて羨ましいなと言われるくらいの企業を目指してやっていきたいです。また個人としましては、息子二人に対して

誇れて自慢できる会社にしていきたいと思います。お父さんはこういう仕事をしているぞ、こういう所でこういう商品が使われ

ているのだぞと、そういった事を後々、息子がわかってくれればと思いながら、それに突き進んでいきたいなと思います。 

＜質疑応答＞ 

（三寺会員）小さいころから長男として自覚があったのか、いつくらいから継いでいきたいという気持ちに変わったのか、また

きっかけを教えてください。⇒長男だったので、継がなければならないのかなという意識はありました。明確な気持ちはつい 2

年前まではなかった。本当に父親と一緒にやりたくなかった。でも子供ができて、父親の気持ちもわかり、また、父親にもちょ

っとおじいちゃんのような目が見られてうれしいなと思って、ちょっとでも手助けしたいとの気持ちが出てきました。 

（金会員）事前にお父さんと内容を話しましたか。⇒していません。（金会員）親子、上司と社員、後の経営者、とてもディス

カッションが重要である。しかしながらどうしてもぶつかり合ってしまう。私自身、４月から娘と一緒に仕事しているが、原則、

自分が折れるようにしています。 

（西出会員）自分も父親が社長でかなりぶつかりあう。一緒に食事をとるのも抵抗がありますが、どうやって仲良くなっていき

ましたか。⇒今でも正直ご飯は食べづらいです。ぶつかり合った時は必ず自分がおれるようにしてきました。我慢の一言です。 

＜会員感想＞ 

自分ももう 49 歳、息子が今年大学卒業。弊社もそろそろ事業承継を考えなければならない時期になってきました。親の立場、

子の立場、言葉足らずであったり、言い過ぎたり、でも、お互い一番信頼できる存在でもある。（文責 道木 宏昌） 

 


