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2022－2023年度 ～ひとのために～ 

今自分ができることを今はじめよう 

苅田ロータリークラブ 

Ｗｅｅｋｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ 6 

 

 

本日のプログラム＜第２１５２回例会＞ 
 

 外来卓話 

Photo 簑島の日出 矢野会員撮影 



 

 

 

前回の例会後、渡邊直前会長より「会長の時間は早口では

なく、もっと皆様に分かるようにゆっくりと喋りなさい」とお

叱りを受けました。非常に有難い気づきを頂いたのですが、正

直大人になり、自身の欠点を指摘して頂く機会はあまりないと

思います。特に歳を取れば取る程そういう機会は少なくなり、

自分の成長を止めてしまうものです。渡邊直前会長に於きまし

ては、今後共ご指導ご鞭撻の程宜しくお願いしたいと思います。 

 

今月は会員増強・新クラブ結成推進月間となっております。当クラブも増強に伴い、今月

から職業奉仕委員会の指揮により、自分の職業について各会員により例会にてランダムに

お話を頂く運びとなりました。それに伴い私もこの会長の時間を使わせて頂き、自分の職業

についてお話をさせて頂きたいと思います。 

 

私の職業は清掃業です。かっこよく言えばビルメンテナンスとの言い方もあります。私の

職業に於いてのエピソードですが、正直悪いエピソードの方が印象的なのでその中の一つ

をお話しさせて頂きます。今から約１０年前のお話ですが、歯医者さんの業務用エアコンク

リーニング３台の依頼を受け、うちのスタッフが作業をしました。そのスタッフは以前から

作業工程の１部を独断で省く癖があり、私も日頃から常に指摘をしていました。エアコンを

洗浄前に分解し、洗浄後配線等を元に戻しますが、分解前に必ず配線の位置をマーカーし取

付の際に間違わないようにするのですが、そのマーカー作業を怠り、配線を違う場所に差し

たままエアコンをＯＮにしたため、ショートし３台とも故障してしまいました。当日、日曜

日で無理やり電気屋さんに来て頂きましたが、基盤を取り替えないと修復不可能というこ

とでメーカーへ問い合わせると、その基盤は大阪にあるとの事でした。そして翌朝、歯科医

の先生に事情を説明したところ、カンカンにご立腹されました。しかし運が良いことに壊れ

た３台のエアコンとは別に、家庭用エアコンが２台あり、おまけに当日は曇りの天気で気温

が低く、歯医者はなんとか営業できることとなりました。私はすぐさま新幹線で大阪へ基盤

を購入に行き、とんぼ返りでその日の夕方に到着し、無事修復し事なきを得ました。その後、

雨降って地固まるではありませんが、その歯医者さんには気に入られ、今も尚、エアコン清

掃以外もお仕事の依頼を受けさせて頂いてます。 

 

ロータリークラブの活動に於いても、たくさんの事業等に参加・参画する機会において、

トラブルや突発的な出来事もみんなで乗り越え、メンバー同士信頼関係を築き友情を育ま

せることが大切であると思います。そのためには皆様の力は元より、まずは参加して頂くこ

とが大事だと思います。 

 

 

 

第 2151回例会記録〈8月 4日〉会長の時間   会長 青木 政憲 



 

 

僕は苅田生まれの苅

田育ち、生粋の苅田人

です。小学校は南原小

学校。中学校は苅田中

学校。高校は築上西高

等学校に行きました。

中学校の頃はスラムダ

ンクというバスケット

ボール漫画の影響でバ

スケ部に入部していま

した。高校では家庭科部（特にやりたい部活がなか

ったので適当に）でした。 

 

祖父と祖母から将来は事業を継いで欲しいと言わ

れていたので、高校時代は事業を継ぐまでなにをし

ようか考えるのが苦痛でした。それはなりたい夢も

やりたい仕事も僕には全くなかったからです。高校

で家庭科部に入っていたし、料理に少し興味があっ

たので、とりあえず手に職を持とうと思い、親にお

願いして辻調理師専門学校に行き、調理師免許をと

ることができました。 

 

免許をとったからには調理師を目指そうと思い、

辻調理師専門学校のネームバリューのおかげで小倉

のリーガロイヤルホテルに新入社員として働くこと

になりました。社員合宿等を経て同期の新入社員と

の熱い友情が芽生え、さあこれから頑張るぞと気合

をいれ、社会人といて第一歩を踏み出したのです

が、だんだんと延びていく労働時間、休みの日も職

場にでてきて先輩たちの仕事を見て学べ的な圧。最

終的には朝５時半から夜１１時半まで働くのが普通

だよという圧に負け、当時２０歳の遊びたい盛りの

僕は毎日仕事漬けにさせられそうな職場に嫌気がさ

し、働いて４カ月ほどで脱走しました。 

 

携帯の電源を切り、友達を誘って３日間現実逃避

し遊んでました（とても楽しかったです）。４日目に

なりさすがに罪悪感を感じ、携帯の電源を入れると

親、職場の先輩等から山のような着信・メールが来

ており、無茶苦茶心配と迷惑をかけていたのがわか

り、親に相談したところ、父親が一緒に謝ってやる

から謝罪に行くぞと背中を押してくれました。謝罪

の時、僕のために父親が土下座をしました。土下座

をさせてしまった自分への情けなさ、罪悪感、色々

なものがこみ上げてきました。職場の先輩方は僕が

現実逃避をしている間、時間を削って僕を探してく

れていたそうです。その先輩方にも謝罪したのです

が、ゴミクズを見るような目で見られたのを今でも

忘れません。 

 

ただ、父親が僕にしてくれた行為と先輩方からの

厳しい目のおかげで、僕の心に社会人としての考え

方が変わりました。できるだけ人に迷惑をかけない

生き方をしようと決断した日になりました。 

 

社会人一年目を４カ月ほどで挫折し、父親のおか

げで退職することができましたが、次の仕事が決ま

っていなかったので友人の紹介で軽天屋という内装

職で働くことになりました。体を動かすのが好きだ

ったのと、仕事内容が面白かったので職人として極

めてやろうと心に誓ったのですが、結果約３年ほど

でこの仕事もやめることになりました。当時の建築

現場ではアスベスト（発がん性物質）が普通に使わ

れており、アスベストの粉末を体中に浴びながら仕

事をしていました。 

 

あんまり深くは考えてなく仕事をしていたのです

が、ちょうどアスベストが人体に悪影響を与えると

のニュースが話題になり、仕事を続けてガンになっ

て苦しんで死ぬのと、仕事を辞めて命を大事にする

事を天秤にかけ、自分の命のほうが大事だったので

仕事をやめました。 

 

そして次の仕事を探すのに役に立ったのが調理師

免許でした。免許のおかげで老人介護施設の料理人

として働くことになり、そこで今の妻とも出会うこ

とができました。 

 

それからも様々な事がありました。妻と結婚する

ため亡きお義父さんとの約束。宅建免許をとり、コ

ネを使って入社した第一交通産業の分譲マンション

販売営業での修行。２年半ほど頑張りましたが営業

力がポンコツすぎてやめることになりました。次に

就職した佐川急便夜勤配送職は４年ほど働きまし

た。 

 

そのタイミングで父親から仕事を手伝ってくれと

言われ、佐川急便を退職し、事業を継ぐことになり

ました。それから商工会議所青年部等色々な会へ入

会し、経営者の方と繋がり、自己研鑚しながら交流

し、自企業の発展のためにがんばっております。こ

んな僕ですがどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

新人卓話   藤川哲晃会員 
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ニコニコ BOX                 親睦委員長 井手口 貞治 

  
青木 政憲 藤川さんも長江さんもありがとうございました。もっと聞きたかったです。 

坂岡 英俊 藤川さん新人卓話ありがとうございました。長江さんありがとうございました。 

屏  正隆 藤川さん、卓話ありがとうございます。長江さん職業奉仕委員会スピーチのトップバッター 

高城 直紀 早退します。すみません。 

井手口貞治 ニコニコします。 

杉坂 正徳 誕生日祝いありがとうございました。間もなく５８歳になります。 

桧槙  敬 ニコニコします。       

壁屋 好惠 藤川会員、バラエティーに富んだ卓話ありがとうございました。 

片岡 孝市 素晴らしい卓話でした。 

                              

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 内容 場所 

8/25 会員卓話 ブルーポートホテル 

9/1 外来卓話 〃 

9/8 観月会 〃 

9/15 外来卓話 〃 

苅田ＲＣ予定表 

 

 

近隣クラブの例会変更 

 

 行 橋 Ｒ Ｃ   

8月 23日（火） → クラブ協議会 12:30～15:10 

8月 30日（火） → ガバナー公式訪問 

行橋みやこＲＣ  
8月 24日(水) → 野村ガバナー補佐クラブ協議会  

         12：30～14：30  

8月 31日(水) →30日（火) 西島ガバナー公式訪問 

                 (行橋ロータリークラブ合同) 

田 川 Ｒ Ｃ   

8月 24日(水)→オープンロータリー 

       ザ・ブリティッシュヒルズ新館 19時～ 

9月 14日(水)→13日(火)芸術文化体験事業 

        青少年文化ホール大会議室 12時～ 

        公演：田川文化センター 14時～ 

豊 前 西 Ｒ Ｃ   
 

豊 前 Ｒ Ｃ   

8月 19日（木）→早朝例会（インターアクトクラブ 

合同例会）於：青豊高校 

 

 

８月のお誕生日と委嘱状 

 

 2022-2023 年度クラブ運営支援委員として 2700 地区

より委嘱状が届いています。杉坂会員、一年間よろし

くお願いいたします。(写真下) 

 

8 月のお誕生日は杉坂会員です。晩酌にこの切子のグラスでお酒を楽

しんでください。おめでとうございます。(写真上) 


