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会長挨拶

１．次週４月３日㈪は18：30～パレスグランデールにお
きまして、イブニングＲＣとの合同例会になり、４月４日
㈫の例会変更となります。
２．第2167回例会会報、幹事報告に４月11日㈫の例会開
始時間が13：00～となっておりますが、正しくは13：
30～ですので訂正いたします。
３．次週の例会より移動例会が３週続きます。次回のホテル
キャッスルでの例会は４月25日㈫となりますのでご注意
願います。なお、４月25日㈫の例会は定款細則変更に係
る例会となりますのでよろしくお願いいたします。

４．本日、皆様のBOXに会員名簿を入れさせていただきま
した。

５．本日の例会終了後、理事会を開催しますので理事の皆様
はよろしくお願いいたします。

幹 事 報 告 浅野　裕幸 幹事 委員会報告
ニコニコBOX　佐藤　　学 君
大久保章宏君 先日、私の娘の結婚式がありまして、クラブからも大勢

の方に出席いただきました。誠にありがとうございました。
寺﨑　利彦君 大久保君の娘さんの結婚式に出席させていただきました。おめでとうございました。
遠藤　幸司君 本日卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
谷池　正弘君 先日ゴルフコンペに参加させていただきました。ありがとうございました。
武田　和夫君 山形南RCへ入会して今年の３月で在籍年数が43年になります。
武田　秀則君 大久保君の娘さんの結婚式に出席させていただきました。おめでとうございました。
伊藤　　誠君 今年度の会員名簿完成いたしました。ありがとうございました。
佐藤　　学君 今回の人事異動で、荘内銀行米沢中央支店へ転勤になります。

３年８ヶ月お世話になりました。これまでありがとうございました。
奥村　健二君 私の妻の誕生日にお花をいただきました。ありがとうございました。

熊谷　昌和 君

あなたの健康法を教えてください。

本日の一言本日の一言本日の一言

質問

「水泳が私の健康法です。月に２、３回
　第一小学校の地下にある市民プールに
　行っています。約30分間平泳ぎ・
　クロールなど全種目で泳いでいます。
　ストレス解消にも最高です。」

　皆さんこんにちは。本日は３月28
日何の日か知っていますか。328、
そう三津屋の日です。328はウチの
ホームページのアドレスですから宜
しくお願い致します。そろそろ百年
企業になりますので、その節はこの
日を記念日にでもしようと思ってい
ます。
　さて、暦は桜が咲き、来週にはツ
バメが飛ぶ季節になり春の訪れを感
じるようになりましたが、ここ山形

はまだまだのようで、桜の開花予報も４月13日頃に、最
初の予報より遅くなったようです。やっと下着も１枚脱い
だのですが、どこかスースーするようです。日なたにいる
と大丈夫ですが、日かげや風が吹くとまだ寒さを感じま
す。皆様も体調を崩さない様にこの時期、年度末、年度始
めと出掛ける機会が増えますので、気を付けて下さいま
せ。
　日曜日の相撲見ましたか。稀勢の里には、いろいろ教え
て貰った気がします。コツコツ、努力をして最後まで諦め
てはいけないという事を改めて教えて頂きました。本当に
凄かったですね。

例会場：ホテルキャッスル 司会進行（SAA）：谷口　義洋 君
点　鐘：PM12：30　寺﨑　利彦 会長 ロータリーソング：「山形南RCの歌」

◇４月の記念日◇

会員誕生日　佐藤　直人 君・齋藤　伸治 君・寺﨑　利彦 君
　　　　　　川合　賢助 君・佐々木吉嗣 君・遠藤　幸司 君
　　　　　　谷池　正弘 君・神﨑　祐子 君・金子　靖二 君
結婚記念日　長沢　一好 君・佐々木吉嗣 君・齋藤　源七 君
　　　　　　金田　亮一 君・熊谷　昌和 君
奥様誕生日　稲村　佳宏 君・間木野仁美 君・佐藤　直人 君
　　　　　　金森　正耕 君
企業創立記念日　中村　　篤 君・佐々木吉嗣 君・鈴木　利明 君
　　　　　　齋藤　伸治 君・菊川　　明 君・遠藤　幸司 君
　　　　　　神﨑　祐子 君・工藤　　毅 君・長沢　一好 君
　　　　　　齋藤　源七 君・寺﨑　利彦 君



会員卓話会員卓話

遠　藤　幸　司 君

　皆さんこんにちは、遠藤幸司です。南ロータリーに入会しまして早や
半年ちょっとになります。私は昭和40年４月18日生まれの「巳年」も
うすぐ52歳になります。東京の北千住で５人姉妹の長男として生まれま
した。
　私が物心ついた頃にはイトーヨウカ堂におでんのネタを売るお店を出
店していました。今ではスーパーやデパートでお惣菜を売るお店が多く
ありますが、当時は殆ど見られず、そのような店の出はじめだったそう
です。
　朝早くから仕入れに行き、ネタを作り夜遅くまで働く両親の姿が今で
も目に浮かびます。そんな両親ですが、母は私が小学校２年生、父は小
学校３年生の時、二人共病で他界しました。私達姉妹は養護施設に預け
られることになります。私はそこで高校を卒業するまで過ごします。その
養護施設は、房総半島の先端で海が目の前にあり１年を通じて温暖な土
地柄で雪はおろか霜さえ降りることのないところです。施設というとなん
か暗いイメージがあると思いますが、その施設はとても良くアットホーム
で私も伸び伸び育てられ、しつけ、学問、人としての在り方等教えられ
ました。そして大人、子供問わず色々な人と出会う事ができました。今
の私の人間形成の素になったと言っても過言ではありません。
　高校は県下の文武両道の高校に進学し大学を目指すことになります。
高校は自主性・自立性を重んじる校風で枠にとらわれず高校の３年間を
過ごしました。ちなみにＸジャパンのヨシキとトシ、参議院議員の青木愛
が同級生にいます。部活も盛んで、私は野球と古式泳法をやっていまし
た。野球部は後輩が甲子園に出場し１勝しています。野球は中学校でも
やっていたので入学前から練習に参加する程意欲もあったのですが、訳
あって１年半で退部し、当時の担任からの勧めで古式泳法部に入りまし
た。皆さん古式泳法ってご存知ですか？昔の武芸の一つで、水中での格
闘や鎧を着たまま泳いだりする日本古来の泳法です。長時間泳ぐ事も基
本で、一度東京湾横断と称して25km泳がされたこともあります。プー
ルの25kmと違い実際は潮に流され40km・６時間くらい泳ぎ続けまし
た。
　話は変わりますが、私は一見、コワモテに見えますが、子供が好きで
したので、小学校の先生を目指して大学を受験しました。ですが、自分
で思うほど頭が良くなくて１度目はあえなく不合格になりました。施設に
は高校までしか居られないので、東京に出て浪人しなければなりません。
19歳の私はアルバイトをしながらのひとり暮らしが始まりました。最初
は、知人の紹介で中学校の特殊学級の介添職員を１年間やることになり
ます。特殊学級とは、生まれながら障害を持った子供たちも普通の中学
校で学ばせようとする教室です。介添職員とは、先生の補助的な仕事を
担いながら生徒の援助をする立場で学校行事の運動会や修学旅行等、
すべて関わることになりました。その介添の仕事を通じて、ますます子
供たちに接し教えることに関心が深まり、明治学院の大学生中心でやっ
ていた塾、今でいいますと「フリースクール」の様な塾で、ボランティ
アとして参加するようになりました。そして、又、いろいろな考えを持つ
人たちと出会う事になります。介添職員の仕事は１年間でしたが、いろ
いろな経験をして「人間のつながり」「思いやり」「あたたかさ」を知り
ました。しかしこの仕事も１年間の契約でしたので終わりが来ます。そん
な時ボランティアで知り合った大学生からアルバイトの紹介を受けまし
た。それが今の私の仕事「電気工事」をやる会社でした。ただいきなり
電気工事ができるわけもなく、最初は高速道路の規制の旗振り、町の街
路灯の清掃作業・ペンキ塗り・街路灯の基礎の穴掘りを来る日も来る日
もやっていました。
　アパートで一人暮らしをしていたので毎日働かなければ生活していけ
ません。人間も弱いもので、日々の生活に追われているうちに勉強もお
ろそかになっていきます。案の定その年の受験も失敗しました。ちょう
どこの頃、アルバイトの方も本来の電気工事の仕事をさせてもらえるよ
うになり仕事が楽しくなり始めていました。これを機に小学校の先生をあ
きらめて電気屋になろうと決めたのです。会社の社長にお願いして親方
につき１年間修業させてもらいました。そして22歳の時独立させてもら
い、一人立ちしました。ここから私の電気屋人生の始まりです。世間は
良く言うバブルの真っ只中です。仕事はいくらでもありました。若さもあっ

てメチャメチャ働きました。当時は働けば働いただけお金になりました。
19歳からの一人暮らしは貧乏生活でした。その反動で毎日お酒を飲み
歩き失敗も数知れずでした。ここは見た目の通りです。警察にしょっちゅ
う職務質問される有様です。
　でも見た目だけでしたので、そこまででした。話は前後しますが以前
から知り合っていた、後の妻にもお酒の面で迷惑かけました。
　ここで「人間は変わらなければいけない」と思いお酒はきっぱりやめ
ました、と言いたいところですが人間は弱いものです。止められません。
飲み方を少しだけ変えました。そして妻と一緒に住むようになりました。
　バブルも落ち着き始めたころ、それでも仕事は忙しく昼に夜に働きま
した。「もう疲れた」「田舎でゆっくり過ごしたい」と妻に話すようになり
丁度その頃、妻の実家山形に遊びに来た時、義理の姉たちに「山形で
暮らせば」と言われました。その後山形に来ることが多くなり、そのた
びに土地を見に行くことが多くなりました。「白鷹町は雪は少し多いけど
国道がきれて山形まで40分くらいで通えるのでいいのでは？」と言われ
見に行きました。その頃、夏前で雪もなく自然豊かな場所だったので「畑
でも耕してここで暮らすか」と妻に話し土地を買い家を建てることにしま
した。30歳のころです。それと同時に籍も入れて、それまで「草場幸司」
でしたが自分の実家はなかったので、妻の籍で「遠藤幸司」と名乗るこ
とになりました。
　しばらくは東京で生活しており、何度か白鷹に通い家を見に来ました
が、雪が少ない年だったのか、雪は気になりませんでした。ただ年が経
つにつれて雪が多く感じられ「こんなはずではない」と思ってましたが、
隣近所の方の話では「雪は普通に多い、まだまだ降る」と言われびっく
りしました。その挙句、人生で初めて屋根の雪下ろしを経験しました。
夕方、帰宅すると雪かきを１時間もやらないと駐車場にも家に入れない
ほどでした。
　ここから私の山形での仕事の話です。1996年４月22日、こちらに
いらっしゃる長沢ガバナー補佐の㈱東照電気に入社します。最初は現場
担当で工事全般を受け持ち、後に管理部として現場管理を担うことにな
ります。都会のバブルが遅れて東北の方に来た頃で、とても忙しく働か
せてもらいましたが、一度退社しています。
　実は白鷹の雪に負けて「もうだめだ」と思い東京に戻ったことがある
のです。それから再度勤めさせていただき、つごう５年間にわたり勤め
ました。㈱東照電気さんに勤めて「見積・電力申請・現場管理・予算
の管理」等多くを学ぶことができ、山形での電気工事に関する基礎はこ
の会社で学ばせてもらい大変感謝しています。
　会社を退社し2001年４月より「クサバ電気工事」として山形で独立
させてもらいました。独立に当たり、妻や知人から「どこから仕事もらうの」
と言われました。私の信念は「独立に当たり、自分の勤めていた会社の
顧客に営業をかけない」と決めていたのと、「自分の携わった現場は、
早く・美しく・間違がなく正確」という絶対の自信があったので、係っ
たお客様からは必ず声が掛かる。この２つを持って仕事に当たろうと決
めていました。
　ただ営業先もあまりなく、知り合いもいない山形ですので、苦しい生
活を強いられました。それでも信念を曲げず、地道に良い仕事を続けて
入ればいつかよくなる事を信じて働きました。
　時々、事務をしていた妻ともお金のことで口論になったりしました。そ
の度「大丈夫、よくなるから」と説得していました。その甲斐あって、
少しずつ新しいお客様も出来始め良くなってきました。山形に事務所を
構え、それと共に会社を有限会社にしました。雪深い白鷹から通うのも
大変だったので、白鷹の家を売り山形に家を建てました。少し余裕が出
た頃、東京の顧客から請負った仕事が不渡りになり、多額の借金を抱え
てしまいました。内心「ダメか」と思いましたが、新しいお客様もでき
ていましたので何とか乗り越えて今に至っています。そして現在は「株
式会社クサバ電気」としてやっています。
　会社の理念は、先にあげた私の信念に加え、「お客様第一」「素早い
対応」「丁寧な仕事」の３点を掲げ、社員に対しては「自分の仕事に責
任を持つ」「思っていることははっきり言う」「人を思いやる気持ちを持つ」
「挨拶をしっかりする」の精神を持って日々努力するよう言い聞かせてい
ます。現在社員８名平均年齢20台後半でバリバリ働いてもらっています。
社員はなぜかイケメンで身長も180cm近くの男ばかり集まり、周囲か
らは「社長の趣味で雇ってるのか？」と言われるほどです。でも、私に
はそんな趣味はありません。たまたまイケメンばかりが揃っているだけ
です。社員８名の大半は電気工事未経験で入社してきました。ゼロから
仕事を覚えて一人前に成長し、今、会社の戦力として支えてくれてます。
これから会社を担ってくれる社員に対し、私の役目は私の信念と会社の
理念を受け継いでいってもらえるよう指導していくことだと思っていま
す。今、これまでの歩みを振りかってみますと、いろいろな人と出会い、
自分をささえ成長させてくれたことに感謝の気持ちがあるばかりです。
これからも、人とのつながりを大切に進んでいきたいと思います。
　本日は長々と卓話を聞いていただきありがとうございました。まだま
だ若輩者ですが、これからもよろしくお願いいたします。

本日出席・前回修正出席
会員総数

本　　日
前回修正

出席義務会員数 出席会員数 出 席 率

他クラブで
メークアップ
された会員

５４名
５４名

３８名
５０名 100％５０名

※本日の結果は２週間後に報告
※修正は２週間前の結果報告
出席会員数÷算出会員数＝出席率
算出会員数とは?
　出席義務会員＋メイク免除会員の出席者
出席会員数とは?
　出席義務会員の出席者＋メイク免除会員の出席者＋メイク会員

（米山奨学会）武田　和夫
（河　　北）大久保章宏
（天　　童）寺﨑　利彦　 武田　和夫
（山 形 北）熊谷　昌和　 佐藤　　学　 山下　　宏　 神﨑　祐子
（山形イブニング）木村　政則　 山下　　宏
（山 形 西）宮舘　順治　 木村　政則　 熊谷　昌和　 山下　　宏
　　　　　　神﨑　祐子


