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 SAA    

本日の例会進行は田口 

廣 SAA副委員長です。 

 

 

 

 

 WELCOME   会長エレクト 四方 信次 

村本 隆雄 様 ㈱メモリアルむらもと 代表取締役 

大坂 直人 様 由仁ロータリークラブ パスト会長 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

先日は、沢山のメンバーの

皆さまと長沼のＩＭにお伺

いさせて頂きましたありがとう

ございます。 

今日は、青年会議所時代

から共に汗水流してきまし

た村本さまにお越し頂きました。 

なぜ、村本さまをお呼びさせて頂いたかと申しますと経営

の発送力とか人材育成のアイデアまた、海外にも飛び出

していくバイタリティのある方で是非経営のヒントを一つで

も伺ってほしいと思い今日は、卓話にお呼びさせて頂きま

した。どうか何か一つでもお持ち帰り頂ければと思います。 

また、本日 20 周年のスケジュールが出てきています。松

坂委員長には、ご苦労お掛けしていますがどうか最後ま

でご面倒お願いいたします。 

春になってきて暖かくなってきました、次年度体制も徐々

に動き出して来ていますので忙しくなってきますが健康に

は、気を付けてお過ごし頂ければと思います。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 26日（日）、第 7 グループ IMが開催されました。 

欠席された方のリーフレットはレターボックスに配布して

います。 

 本日、千歳ローターアクトクラブ定例貝（親睦ボウリ

ング）が行われます。参加される方は宜しくお願いし

ます。 

 米山梅吉記念館 館報と春季例祭のご案内が届い

ています。館報は回覧しています。 

 千歳市交通安全運動推進委員会 機関紙 

事務局に届いております。 

 

 各委員会連絡・報告   

友好クラブ締結 20 周年記念実行委員会 委員長 

松坂 敏之 

皆様のテーブルに出欠表がいっていると思います。早いも

のでもうすぐ 4 月です。友好クラブ締結 20 周年の長泉

RC との合同例会が 5月 20日に実施されます。今、回

覧しているのは 5 月 20 日に空港に出迎えに出られる

方、5 月 21 日小樽方面へ記念旅行を計画していまし

て、これに出席出来る方に○を付けていただく格好にな

っています。経費は 2 万 3 千円ぐらい、朝里川温泉武

蔵亭に一泊して余市などいろいろな所を回ります。小樽

に行く長泉 RC のメンバーは 16 名、記念例会には 20

名ほど出席する予定でございます。是非ご一緒して 20

周年の懇親を深めていければと思います。尚、5 月 20

日（土）は 17時 45分から始めます。例会は、メンバー

はマストでございますので必ず予定を入れておいていただ

きたいと思います。行程表はテーブルにありますので、もし

わからない事があれば私に聞いてください。より多くの方の

参加をお待ちしております。 

 

社会奉仕委員会 委員長 福島 力 

4 月 10 日（月）、毎年行われていますセーフティコール

例会出席状況（2017 年 3 月 24 日） 

会員数 43名 

会員出席者数 26名 

欠席者数（内：無断欠席）  17（1）名 

出席率 60.47 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  2名 

2 出席者数総計  28名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 3 月 21 日） 

確定出席率（MU 含む） 86.05 ％ 
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のご案内です。15時から16時、北ガス文化ホールに集

合です。もう一点あります。清掃奉仕活動でございます

が、4 月 25 日（火）に予定しております。場所は駅前

通りを予定しておりますので皆様のご活動宜しくお願いし

ます。最後に、毎年エコキャップを集めていただいておりま

すが、そちらも順次事務局の方へ持って来ていただけれ

ば有難いと思います。前々年度は 74 ㎏という数量がき

ていましたが、前年度は 35 ㎏と半分近くになっています

ので、是非クラブの皆様のご協力のもと 74㎏を超えたい

と思いますのでご協力の程宜しくお願いいたします。尚、

先ほど言いました北ガス文化ホールにご集合の際はクラ

ブジャンパーを着用の下ご集合ください。宜しくお願いしま

す。 

 

坂井 治 会員 

昨年の 4 月に開催された IM ですが、その時に講師とし

て来られた原田義之さんのご講演を皆さん覚えていらっ

しゃいますよね。その時に先生の書かれた本が販売され

ましたけれどもその後続編の「続・輝く瞳に会いに行こう」

が発行されました。皆さんのボックスにこのリーフレットを入

れてありますが、今回発行されました続編の方には第 6

部の奉仕に熱い日本列島という事で、日本国内各地

区での活動の様子が書かれています。冒頭北海道編の

一番最初の部分で昨年の IM の時の様子が出て参りま

す。その中で私と田口実行委員長の名前しか出てこな

いのですが、当日の事を思い出されるような内容になって

いますので是非お買い求めいただいて、また感動を新た

にしていただければと思います。前回の例会で何人かの

方に個別にお願いして買っていただきましたけれども、今

日は特に会長、幹事、会長エレクト等にお願いして買っ

ていただこうかなと思います。この本を 1 冊買っていただく

と印税でタイ アカ族の子供達の 3 食分の給食代が出

るそうであります。そんなことも含めまして、ご飯を支援し

てやろうかなと考えて買っていただくのもいいのかなと思い

ますのでどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 ビジターごあいさつ   

由仁ロータリークラブ パスト会長 大坂 直人 様 

久しぶりに千歳セントラル

ロータリークラブを訪問さ

せていただきました。相変

わらずのお顔を拝見して

大変嬉しく思っております。

先日の IM、実は私の息

子の結婚式が韓国であっ

たものですから参加することが出来ませんでした。韓国に

行くという事で、インターネット上で敬愛する先輩ロータリ

アンから「当然お土産はキムチだね」という事を言われまし

て、致し方なく本日この例会に出て坂井会員に手渡し

無事終了したという次第でございます。本日は宜しくお

願いいたします。 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 委員 臼田 暢 

由仁RC大坂様をはじめ多くの皆様からニコニコ BOXを

頂戴しました。有難うございました(^^)/ 

由仁 RC 大坂直人様、岩下 誠会員、坂井 治会員、

関根 悟会員、髙木昌人会員、田口 廣会員 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会 

「卓話 感動創造の理念経営 

講師 ㈱メモリアルむらもと 代表取締役 村本 隆雄 様」 

担当/出席・ニコニコ箱委員会 

（進行担当：幹事 菅原 百合子） 

本日の卓話講師のご紹介をさせていただきます。 

 

【講師経歴】 

○ 生年月日  昭和 47年 7月 14日 

○ 職  歴    

平成 22年 5月  

㈱メモリアルむらもと 代表取締役社長 就任 

  平成 22年５月   

㈱エムアンドエム管理サービス 代表取締役副社長 就任 

  平成 24年３月 

㈱Anyone 設立 代表取締役社長 就任 

平成 24年 12月 

ダビアス北海道㈱ 設立 取締役 就任 

 

講師 ㈱メモリアルむらもと 代表取締役 村本 隆雄 様 

只今ご紹介いただきました恵庭生まれ恵庭育ちの村本

本日のニコニコ BOX 合計額 11,000円 

今年度 累計額 634,000円 
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隆雄と申します。今日はご縁あって関根会長にお声がけ

いただき、このように例会で皆さんの前でお話させていた

だく機会をいただきましたことを改めて感謝申し上げます。

関根会長、髙木さんなど JC 時代からいろいろ教えてい

ただいた先輩もいらっしゃって大変やりづらい所もあります

が、仕事の内容について多少紹介が出来ればと思って

おります。 

私は社長就任が 2010年でした。今 2017年なので 7

年目に入っています。その前は私の叔父、恵庭ロータリー

クラブでお世話になっている村本満男が社長でその前が

父、村本隆二でした。父は昭和 25年生まれで65歳、

叔父が 62 歳、父は JC 卒業したぐらいの早い頃から自

分は 55 歳で会社を辞めると言い出しました。まさかと思

ってみていましたが、実際に 1 年前倒しの 54 歳で辞め

てしまいました。今でも覚えています。いきなり社長室によ

ばれこの春で辞めると言われました。その後、叔父が社

長のバトンを引き継ぎましたが、叔父も感化されたのか

俺も 55 歳で辞めると言い出しました。本当に 55 歳で

辞めてしまいました。引退すると普通は会長になって会

社に来たりしますが、全く来ないです。不安なので相談

事がある時は話を聞いてくれますが、後は会社には来ま

せんでした。今、父も叔父も二夫婦で趣味が旅行なも

のですから、キャンピングカー2 台で先週から九州に行き

まして、桜前線の北上と一緒にゴールデンウイーク前ぐら

いに戻ってくるはずです。こんな旅行を何年も続けていま

してこの時期はいないのが毎年の流れです。 

会社の成り立ちは葬儀屋です。葬儀屋から始まりまして

現在では飲食事業、介護事業、その他多少いろいろや

っていますが、グループ全体では社員数が約 220 名、そ

の内正社員が 80 名、スタッフと毎日お客様に向き合っ

ている会社です。個人的な所では妻と子供が 3 人いま

す。今春、高校 3 年生の次女が恵庭ロータリークラブさ

んにお世話になりオーストラリアのシドニーに交換留学で

行かせていただいています。2 月に家族と叔父も父も一

緒に行って会ってきました。人見知りが激しい次女でした

が、いろいろな所に 1 人で行って渡り合っていくうちに随

分とたくましくなって、英語も全然話せなかったのですがあ

る程度コミュニケーションを図れるようになっていてこの秋9

月に戻ってくるのを楽しみにしているところです。 

当社の経営理念は、「感動を想像する」となっています。

とにかく私を含めて社員全員で共通語として使っているの

が「感動を想像する」。感動創造とは何だろうという事を

自分達なりに解釈しています。まず感動というのは、誰で

あっても想定を超えるインパクトを与えるあるいは受ける、

そこで人間は感動すると思います。この地球上の動植物

の中で恐らく喜怒哀楽を持っていてそれを表現できるの

は人間だけかもしれないと思っていまして、感動するレベ

ルまでインパクトを受けると、受けた人間は何かしら行動

に移る。例えば凄いいい体験を人に伝える事や逆に怒り

を覚えた時には反発する。それが感動のレベルだと思うの

で満足という領域では駄目だと思ってやっております。 

本業が葬儀葬祭業ですけれども、会社 1950 年 7 月

22 日に有限会社恵庭葬祭社として設立をしています。

会社を立ち上げる前から法人化はしていませんが、商売

をずっとやっていまして、随分と昔は札幌市の創成川の

付近、すすきのラフィラさんのはす向かい辺りで呉服屋を

やっていました。当時は手広くやっていまして結構なレベ

ルで仕事をしていたそうです。しかし、えらく博打打ちで全

てを無くしてこの恵庭に転がり込んできた、そこから始まり

だそうです。 

── 会社概要や経営理念について、葬儀を通じた

様々なエピソードの紹介と共に熱く語っていただきました。 

 

 記念品贈呈  

関根会長より講師 村本様へ感謝を込めて記念品の贈

呈です。尚、本日の卓話の模様は、羽生会員のご協力

により生活情報紙「ちゃんと」に掲載予定です。 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回例会は 4 月 4 日（火）、通常夜間例会「クラブ協

議会/次年度方針 会長エレクト 四方信次」。担当は

会長エレクト。開会点鐘 18時 30分、定例会場。 
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 NEWS & TOPICS  

第 7グループ IM開催 

3月 26日（日）、RI第 2510地区第 7 グループ IM

が長沼町で開催されました。テーマは「若者の育成とロー

タリー」。元米山奨学生の李英愛さんとパストガバナー羽

部大仁氏の講演に続いて懇親会が行われました。当ク

ラブからは 20 名が参加しました。次年度 IM は由仁で

開催されます。 

 

 

 SCHEDULE  

 

 

4
月 

母子の健康月間 ■地区研修・協議会 ■清掃奉仕活動 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度方針 会長エ
レクト 四方信次」 [担当/会長エレクト 四方信次] 

9 日 RI 第 2510 地区研修・協議会（札幌パークホテル） 

10 日 
春の交通安全運動セーフティコール 
集合/PM3:00 北ガス文化ホール駐車場 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/友好クラブ委員会(委員長 松坂敏之)] 

18 日 

千歳 RC 合同ゴルフコンペ 会場:シャムロックカントリー
俱楽部 [担当/ゴルフ同好会 会長 彦坂忠人] 

移動親睦夜間例会 「合同例会 in THE 
BELLCLASSIC Lien」 千歳 RC、千歳 RAC 3 クラブ
合同例会(千歳セントラル RC 主催) 
[担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 

25 日 

移動例会「清掃奉仕活動 」 
[担当/社会奉仕委員会(委員長 福島 力)] 

第 18 回理事会 PM1:00 事務局 

29 日 千歳 RAC 定例会「国際フードパーティー」 

5
月 

青少年奉仕月間 ■長泉 RC 友好締結記念日（1997.5.13） 
■長泉 RC 友好締結 20 周年記念例会 ■長沼国際交流フェ
スティバル ■春の交通安全運動「セーフティコール」 

2 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

9 日 
通常夜間例会 「未定」[担当/クラブ研修・新会員研
修・細則検討委員会(委員長 彦坂忠人)] 

13 日 第 25 回長沼国際交流フェスティバル（長沼 RC） 

16 日 
通常例会「未定」 
[担当/青少年奉仕・ローターアクト委員会(委員長 高塚信和)] 

20 日 
親睦夜間例会 「友好クラブ締結 20 周年記念合同
例会」 
[担当/友好クラブ締結 20 周年記念実行委員会（委員長 松坂敏之)] 

23 日 例会日を 5 月 20 日(土)に変更 

30 日 

第 19 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「未定」 
[担当/国際奉仕・空港募金箱委員会(委員長 土居栄治)] 

6
月 

ロータリー親睦活動月間 ■RI 国際大会 ■最終例会 

2 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/次年度の活動概要」
[担当/次年度理事会(進行担当/副幹事 笹谷俊尚)] 

10-15 日 RI 国際大会(米国・アトランタ) 

13 日 
通常例会「今年度の活動報告①」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 
※各担当委員長からの活動報告の発表 

20 日 
通常例会「今年度の活動報告②」 
[担当/理事会(進行担当/幹事 菅原百合子)] 

27 日 

第 20 回理事会 PM5:30 事務局 

親睦夜間例会 「2016-2017 年度 最終例会」 
※会員家族出席例会 
 [担当/親睦活動委員会（委員長 大下和志)] 


