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「ふるさとを見直し、活かそう」

インスピレーションになろう
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第2248回例会
例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 金子 靖二会長
皆さんこんにちは。本日は、会員卓話です。今
回は私の希望で、新入会員の佐々木啓充君に
お願いしました。皆様ご承知のとおり彼は、故
（佐々木吉嗣）君の後継者で、昨年私と武田秀
則君がスポンサーとなり入会しました。故人と
の交流は永く深いものでした、かれこれ40年
間、県議選事務所諸団体で、バック類の客（夫婦
で）
として等々。懐かしさのあまり、親父の思い
出話を中心に自社のPRをと依頼しました。
さて、先週の例会は「山形イブニングRC合
同例会」でした。担当クラブのイブニングRC会員の皆様は、親クラブ
への想いがこもる素晴らしい催しでした。次年度は当クラブが担当です。

会 長挨拶

幹事報告

佐藤

直人 副幹事

1. イブニングRC合同例会の時にもご連絡いたしましたが、４月13日
㈯は各地区より参加の地区研修協議会が行われます。９日の例会変
更として、当クラブはお手伝いを含め参加致しますので、ご案内の
通り、山形テルサホール午前９時集合でお願い致します。
またお疲れ様会を18時30分よりセントラルビル24階紅花楼にて
行いますので、ご参加よろしくお願い致します。
2. ４月16日は会員卓話例会となります。鈴木正則君よろしくお願い致します。
3. ４月23日の職場訪問と観桜会例会のご案内をさせていただいてお
ります。４月８日まで、FAXにてご返事をお願い致します。
4. 今月のロータリーレートは 110ドルです。

委員会報告
○親睦活動委員会 髙梨徹也君
４月の誕生日の方は、佐藤直人君、齋藤
伸治君、寺﨑利彦君、佐々木啓充君、川
合賢助君、遠藤幸司君、神﨑祐子君、金子靖二君の８名の方です。
おめでとうございます。
○武田寿美男地区研修・協議会実行委員長
13日は大久保ガバナーエレクト年度の地区研修・協議会が行わ
れます。実行委員の皆さんの他、多数の会員の方々の応援が必要
です。ご協力よろしくお願いいたします。

出席委員長

宮館

順治君

本日の
一言 「元号が
に変わります。
こころ新たに５月１日を迎えましょう。
」

令和

直樹

ガバナー補佐 ： 伊藤
委員長 ： 山下

丹野

善将

吉明

宏

佐々木啓充

2019  ４／２（火）天気（曇り）

司会進行（SAA）
：鈴木 正則 君
ロータリーソング：「国歌」
「四つのテスト」
青山エレクトは、力強く「おもてなし」の大切さを実感出来るイベント
約束してくれました。話は変わりますが、昨日は新元号の発表で今朝の
新聞、テレビはその記事一色でした。とても吸収しきれませんでしたが、
少しでも話題になればと二つほどご披露いたします。
「其の一」三重県津市のご夫婦、姓が家令（かれい）名は和俊、和
子のご両名、知人から多数お祝いのメッセージが届いているそうです。
「其の二」年号（令和）を西暦に簡単に置き換える方法→018（レイワ）
＋令和の年号→（例）018＋令和２年（2020年）と言う訳です。
最後に、日本経済新聞に「ALS、白血病薬で治療」の記事が載ってい
ました。我クラブがALS協会への支援を続けている関係上、治験の経
過を見守りたいと思います。長くなりましたが、本日の挨拶とさせて頂
きます。
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浅野 裕幸 君
13日地区協が開催されます。ご協力よろしくお願いします。
誕生祝ありがとうございました。
74年３月末入会から45年になります。100％出席できました。
誕生祝ありがとうございました。
誕生祝ありがとうございました。また、本日卓
話宜しくお願いします。
誕生祝ありがとうございました。
３月６日代表取締役に就任しました。
次年度委員会構成配らせていただきました。
よろしくお願いします。
誕生祝ありがとうございました。娘が小学校
卒業しました。
13日地区協、幹事として指揮を執ります。
よろしくお願いします。副社長に就任しまし
た。引き続きよろしくお願いいたします。
佐々木君、卓話宜しくお願いいたします。

４月度理事会報告
〈報告事項〉
・４月13日（土）地区研修協議会の直会を紅花楼にて地区と折半にて
行います。当日会費はいただきません。
・４月23日（火）でん六工場職場訪問及び観桜会の会費を取らず、予
算内で行います。
〈協議事項〉
・５月14日・15日の出羽三山中津RC合同例会について
会費 宿泊８千円、日帰り４千円とする
・21日の座禅例会は写経を行う。
・新入会員の承認 片岡佳彦君 第一生命保険（株）山形支店長

会員卓話

佐々木

啓

充

君

はじめに、皆様には生前、父が大変お世話になりまして、誠にありがとう
ございました。
少し前になりますが父の葬儀の際には皆様には一方ならぬご厚情を賜り
ました。また励ましの温かいお言葉もたくさんいただき、我々残された家
族も大変勇気づけて頂きました。誠にありがとうございました。
また、金子会長と武田秀則さんには何度もお店に足を運んで頂き山形南
ロータリークラブへお誘いいただきました。父に引き続き皆様とのご縁を
繋いで頂き誠にありがとうございます。
生年月日は昭和52年1977年４月11日生まれの41歳です。会社は㈱日
進、通称カバンのにっしんでございます。私は現在、妻と息子と３人で青
田に住んでおりまして、毎朝、子供を会社の近くの木の実保育園に預けて
妻と一緒に桜町の会社に通っております。
今思うと父はとても教育熱心な父でした。小学校の頃は夜、会合などに
出てお酒を飲んで帰って来ると、勉強を教えてやると言って教えてくれる
のですが、ただでさえ怖いのにお酒も入っているので、こんなこともわか
らないのか！と怒鳴られ、とても嫌だった記憶があります。そんな父も夏
休みなどは毎年旅行につれて行ってくれたり、学校のアルバム委員などを
して学校行事の写真を撮ってくれたりと子煩悩な父だったと思います。
高校は日大山形に進学いたしました。高校時代はファッションと音楽に
興味がありました。ケーブルテレビを実家にひいて見始めた頃で音楽チャ
ンネルや東京のカルチャーを紹介した番組などを見ては憧れを抱いていた
記憶があります。そして、大学も日大に進学いたしました。憧れの東京で
す。大学は遊んでくる所だという父の言葉をうのみにして、授業もそこそ
こに憧れだったお店を毎週どころか３日４日おきくらいに見て回りまし
た。当時は今より洋服屋さんも多く、古着屋さんなんかもたくさんありま
した。原宿の駅から歩いて表参道、青山、そして代官山まで行ってさらに
渋谷まで歩いて見て回るというコースでした。父は大学時代に演劇部に所
属して大道具のリーダーなどを一生懸命やっていたそうです。実は父は将
来そういった道に進みたかったと言う話を母より聞いたこともあります。
父の言っていた大学は遊んでくる所だとという言葉の真意は勉強以外にも
何か打ち込むものを見つけて、人との関わりの中で社会勉強してこいとい
う意味だったと思うのですが、私はいいように解釈して自分の好きなお店
巡りをしておりました。しかし、この時期に色々な東京のショップを見て
回れたということは実は今、お店をやるうえで、とても肥やしになってい
ると思っております。また大学時代から両親が東京に仕入れに来ると呼び
出されて一緒にメーカーを回っていたこともよい下地となって現在に繋
がっていると思います。そして仕入れが終わると両親と３人で食事に行き
ました。父は食べることが何よりも大好きだったので、自分で毎回おいし
い店を探して、予約して連れて行ってくれました。この頃は私もまだお酒
を少し飲めましたので、息子と一緒に飲む酒はうまい！と楽しそうにして
いた父が今となっては懐かしいです。
ヨドバシ時代は仕事は拘束時間も長く大変でしたが、良い先輩や同僚に
も恵まれ楽しく仕事が出来ました。勤務地は新宿の西口にある本店でし
た。音楽も好きだったためオーディオコーナー担当を希望していたのでそ
こに配属になりました。時代はMDプレイヤーからアイポッドなどのシリ
コンオーディオプレイヤーに移り変わるあたりでした。また5.1チャンネ
ルホームシアター自宅で映画館のような臨場感を体験しようという！とい
うような事が盛んに言われていた頃でもありました。私はオーディオ部門
の中でもちょっと変わったコーナーの担当を希望して、最初は電子楽器や
音楽制作用の器材やDJ器材などの担当になり、その後に単品オーディオ
コーナーというアンプやスピーカーを組み合わせて自分好みのシステムに
する趣味性の高いコーナーの担当になったりしました。当時は閉店が10時
でしたので急いで締め作業をして終電までのつかの間の時間で先輩やメー
カーの人達と飲みに行ったのはいい思い出です。
山形に戻ってすぐに父に一緒に行こうと言われ山形市倫理法人会に参加
しました。今、思うと父は私を導くために色々と道筋を考えてくれていた
のだと思います。私も出席すると父が喜ぶので毎週参加しておりました。
会社に入ってすぐの頃は叔父について外商でお客様のところを回ていたの
ですが、今までメインで回っていた幼稚園や保育園、官庁関係に入れなく
なってきた時代でした。そんな時、突然、知人の社長さんから今度ダイ
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エーが山交ビルから撤退するので自分も東京に戻るので、取引メーカーと
従業員を引き継いで山交ビルに出店しませんか？というお誘いがありまし
た。トントン拍子に話は進んでいき翌年の３月の山交ビルリニューアル
オープンに合わせて１階に出店することとなりました。それからは父と一
緒に内装や配置を考えたり、スタッフを募集して面接したり、商品を仕入
れに行ったりと大忙しでしたが、七日町のジャスコや北町のヤマザワに出
店した経験のある父のアドバイスで全てがスムーズに進んでいきました。
商品構成が違うのでにっしん本店と店名も変えた方が良いとなり、店名は
「サンセルマン」と名付けました。意味はフランス語で心からのおもてな
しという意味です。またショップの内装は何だこれはというインパクトが
あるものがあった方がいいという父のアイディアでスポット照明をそのま
ま天井から吊るすのではなく、カタカナのロの字型の枠を作って吊るし、
それにスポット照明を付けました。さらに枠の色もショッキングピンクで
内側をシルバーにした方がいいとか、舞台の大道具をやっていただけに人
が考え付かない様なアイディアを次々と出してくれました。父と一緒に一
から新店を作ったという経験は私の宝物です。
新店も無事にオープンし順調に来ていたのですが2010年頃です。父が
腹痛を訴え病院へ行き診てもらったところ膀胱癌が見つかりました。妹か
ら父が膀胱癌みたいだと知らされたのですが、はじめは信じられませんで
した。そこから父と病気との長い戦いが始まりました。父は2010年から
2011年の間に５回も手術を受けましたがもう摘出するしかないとなり、
2012年の９月に膀胱を全摘出する手術を受けました。膀胱癌は本人が一
番つらいのはもちろんですが、家族も大変でした。何日かおきにお腹に着
けた人口膀胱のパウチを交換しなければいけません。父は太っていたこと
もあり家族の協力がなければ交換することが出来ませんでした。これは妹
が上手でもっぱら妹が父のお風呂上りに張り替えていました。この頃は妹
もまだ嫁に行っておりませんでしたので、嫁に行かないで一生張り替えて
くれなどとよく冗談を言っていました。
そんな中2015年38歳の時にご縁があり私もようやく結婚することとな
りました。今日いらっしゃる方々の中にも私の結婚式にご出席いただいて
いる方がたくさんいらっしゃいます。その節はありがとうございました。
そして２年後の2017年の５月に長男が誕生いたしました。私が40歳の時
です。
父も初孫の誕生を大変喜んでくれました。しかしその頃です。父の腎臓
からつながった尿管の先に癌が再発し2017年の９月に腎臓と尿管を摘出
する手術をする事となりました。手術は成功したはずなのに、みるみる病
状が悪化していき12月10日に家族、親戚一同に見守られながら、帰らぬ
人となりました。73歳でした。11月頃に分かったのですが結局癌は背骨
にも転移していて、もう手の施しようがない状態でした。半年という短い
期間でしたが初孫を見せる事ができた事が最後の親孝行でした。
父からもっと教えてもらいたい事がたくさんあったのに早すぎる別れで
した。しかし、先ほども申し上げましたが、父は色々な道筋を残してくれ
ていたのだと思います。このロータリークラブもその一つです。皆様の輪
の中に入らせていただいてご指導いただきながら少しでも社会のお役に立
てるように、また少しでも父に近づけるように精進していきたいと思いま
す。
最後に会社の紹介を致します。株式会社としての設立は昭和33年で今年
で61年になります。それ以前から佐々木商店として行商などをしていたそ
うです。現在店舗は２店舗。桜町のにっしん本店と山交ビル１階の支店サ
ンセルマンになります。にっしん本店の方は国産バッグブランドのイビサ
を中心に個性的なデザインの国内メーカーのバッグを集めております。ま
た近年はアパレルも好評で本店は特にゆったりサイズのお客様に喜ばれて
おります。バッグだけにとどまらず、お洋服、靴、小物、お菓子まで扱っ
た楽しいお店となっております。婦人物がメインの品揃えなのですが紳士
物ではビジネスバッグやポーターの吉田カバンなども扱っております。ま
た毎年５月にあるビックウィングの展示会ではスーツのオーダーなども
承っております。今年も５月23日〜25日まで開催いたしますのでご興味
のございます方はぜひご用命ください。山交ビル支店のサンセルマンも今
年でお陰様で14年目になります。こちらは本店に比べるとリーズナブルで
カジュアルな商品構成になっております。ぜひ山交ビルにお越しの際はお
気軽にお立ち寄りください。１階の三越さんの隣にございます。
本日は不慣れでお聞き苦しい箇所が多々あったと思いますが最後までお聞
きいただきまして誠にありがとうございました。昨晩、ある会合で金子会
長とお会いいたしまして、会長からは存分にお父さんの事を話して、存分
にお店のPRをしてくださいとお言葉をいただきました。またプログラム委
員長の木村さんからはわざわざお店に来ていただいて卓話の依頼をいただ
きました。今回こういった機会を与えてくださったおかげで改めて父との
思い出も振り返る事が出来ました。誠にありがとうございました。今後と
もどうぞ父と同様山形南ロータリークラブの輪の中に入れていただき、ご
指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうご
ざいました。

※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

