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村田

昌之さん

家内の誕生日お祝いをありがとうございました。

山本

進三さん

山﨑さん、新会員卓話よろしくお願いします。楽しみにしてます。

角谷

芳伸さん

山﨑さん卓話よろしくお願いします。

瀧川

嘉彦さん

山﨑さん卓話よろしくお願いします。

上中

崇司さん

山﨑君、卓話楽しみにしています。

赤井

雅哉さん

山﨑さん卓話がんばってください。

赤井

雅哉さん

目出たい事がありましたので。

乾

敦雄さん

山﨑さん卓話楽しみです。

佐藤

義記さん

山﨑君卓話がんばってください。

木下

智仁さん

山﨑さん、今日の卓話楽しみにしています。

古屋

光英さん

妻に花をいただきましてありがとうございました。

加納

研次さん

山﨑さん本日卓話よろしくお願いいたします。

ロータリーは機会の扉を開く

5月第2日曜日の母の日は日本でもお馴染みですが、今日は、どうも馴染みが薄い父の日につい
父の日は今週末の日曜日で、毎年6月の第3日曜日と定められています。

孝義さん

山﨑さん卓話がんばってください。

北浦

康臣さん

山﨑さん本日は卓話宜しくお願いします。

関戸

正浩さん

角野様、安江様、枡岡様、本日の歓迎会出席できなくてすみません。

刀祢

真大さん

はじめくん、お花ありがとう。

肇さん

細川

「父の日」は、「母の日」と同じくアメリカで生まれました。1909年、母が亡くなりながらも
男手一つで6人の子供を育てあげてくれた亡き父親を讃え、末っ子である娘のソノラさんが教会の牧師にお願い
して、父の誕生月であった6月に礼拝をしてもらったことがきっかけです。翌年、ソノラさんが「母の日のよう
に父に感謝する日を」と牧師協会に嘆願して、最初の祝典が行われました。その後、1972年になって、アメリ
カで正式に国民の祝日に制定されたということです。
父親を尊敬し、称え祝う日。母の日はカーネーションに対して、父の日はバラを贈りますが、父の日のプレゼ

本日は卓話宜しくお願い致します。

竜二さん

山﨑さま本日卓話よろしくお願いします。

ントとして、日本でアンケート調査を行ったところ、1位（約3割）は「お酒」
、2位は「何でもいい」
、3位は「グ

かわいいヒマワリありがとうございます。

ルメ・食べ物」という結果になったそうです。私個人的には、プレゼントも嬉しいですが、子どもと一緒に楽し

山﨑さんかわいいお花をありがとう。

く食事ができればそれで幸せかなと思います。
本年度のお昼の例会は今日が最終となります。どうぞよろしくお願いいたします。

（皆出席表彰）
中山

恒夫さん

25年皆出席

樫畑

友洋さん

₁ 年皆出席

加納

研次さん

₁ 年皆出席

亀田

直紀さん

皆出席になりました。1週はかりですが1年間ありがとうございました。

幹 事 報 告

本日の例会 6月24日(木)18:30〜 ダイワロイネットホテル和歌山4Ｆ

■お誕生日お祝い
山本 進三さん 6月5日
中井

利枝さん

7月1日(木)

6月17日(木)

加納

■ロータリーソング
「和歌山市市歌」
「四つのテスト」

会員数 45名（内出席規定適用免除会員8名）

研次

出席委員長

6月17日
（本日）

メーキャップ

30名/39名

研次 ソング委員長

（敬称略）

76.9%

内畑

瑛造

皆さん、出席してください。

藤村

孝義

玉置

会員増強委員会

❸ 好意と友情を深めるか

雅哉 副委員長

本日午後6時30分より、6月に入会いただきました3名の方の歓迎会を開催いたします。当初会場
が3F（サンクシェール）としておりましたが、4F へと変更させて頂きましたのでよろしくお願いいたし

社会奉仕委員会 奥村 申二 委員長
本年度社会奉仕委員会は、新型コロナウィ
ルス感染症対策に関する事業としてコロナ禍
の大変な状況下でも積極的に子どもへの支
援をされている和歌山市こども食堂連絡協議
毒用アルコール・除菌スプレー）を贈呈いたします。

例会日 木曜日 12時30分

博康

赤井

会に活動の一助としていただくべく支援品（米・お菓子・消

例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6三番丁ビル5Ｆ TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
嘉彦

委 員 会 報 告

肇さん

国際ロータリー第2640地区 和歌山東ロータリークラブ 創立／1959年2月23日
会報・広報・
Ｉ
Ｔ委員会／瀧川

◦こばと学園だより… ………………………………………………………………………………… 回覧

ます。

6月21日
（月）和歌山北 R.C.

■2021-2022年度初例会

加納

前回の例会

■卓話「私と花の出会い～花の持つパワー～」
当クラブ会員 山﨑

■2020-2021年度最終夜間例会

次回の例会

直紀 幹事

……………………………………………………………………………………………………… 回覧

本日の累計…70,000円（計12名12件）〔お誕生日お祝い…360,000円 奥様花お礼…132,000円 皆出席表彰…60,000円 その他…1,335,000円 累計…1,887,000円〕

■ピアノ演奏
輝く未来 (Alan Menken)
そばにいて (Alan Menken)

亀田

◦ロータリーの友事務所より「ロータリー日本100年誌」出版のお知らせが届いております。

山﨑くん、お花ありがとう。

出席報告

友洋 会長

て少しお話ししたいと思います。私自身、父の日がいつなのか、いまだ覚えていなかったのですが、

藤村

友洋さん

樫畑

E-mail：info@werc.jp

皆様、こんにちは。

和歌山市こども食堂連絡協議会の皆さま、本日はようこそおこし頂きました。

樫畑

URL：http://www.werc.jp

会 長 報 告

奥村 申二さん

山﨑

和歌山東ロータリークラブ
2020‑2021年度 国際ロータリーのテーマ
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岡会長、馬場副会長
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わかやま新報 6月18日版に掲載されました。

❹ みんなのためになるかどうか

❶ 真実かどうか

❸ 好意と友情を深めるか
それなら自分で花屋開業出来ないかなって思い、それを機に昼間の会社を辞め花屋で本格的に修行することに決め

皆出席表彰
中山

恒夫さん 25年皆出席

樫畑

友洋さん １ 年皆出席

亀田

直紀さん １ 年皆出席

加納

研次さん １ 年皆出席

お め でとうござ い ます

ました。24歳の頃でした。
会社を辞める時、自分を追い詰める為もあり、朝礼の時今までのお礼を言う機会があり皆の前で、私は26歳にな
るまでに花屋開業しますので開業の際には皆さんお花買いに来てくださいって言い退社しました。
そうは言うものの、先立つ軍資金も全くなく何の確証もない中で、先ずは開業資金を貯めなくてはと思い、昼間は
花屋で夜中は中央市場でマグロの解体の手伝いの仕事をやり、その1年間は毎日16時間労働していました。それで1
年間で200万の貯蓄しました。その当時、付き合っていました彼女（今の家内）も同時期に別の花屋さんでアルバイ
トしてまして、二人で開業しようとの話にもなりつつありましたので、1997年10月7日（26歳になる二か月前）に
私の地元の和歌浦にて開業の運びになりました。開業するにあたり店舗の保証金や配達の車や什器などの準備で予算
が思いのほか、自己資金だけでは足りず嫁さんから自分の資金の倍くらいを出資してもらい（今でもそのことで言わ
れ続けてますので頭は上がりません）残りは国金からの融資（国金の融資も何の担保のない中で500万申請したなかで、
200万しか借りれませんでした）で何とかかんとか開店することが、出来ました。

新会員歓迎会
日時 2021年6月17日
（木）18:30〜
場所 ダイワロイネットホテル和歌山4F

角野寛典さん、
枡岡一樹さん、
安江義彦さんの
安江義彦さんの
歓迎会が開催されました。

開店した月は、親類関係や友人などの御祝がてらの来店でなんとか、家賃や光熱費、仕入れ代金など、払えましたが、
そんなに世の中甘くなく、11月は赤字、12月は年末需要（クリスマス、正月花）で何とか黒字、年明けの1月、2月
は完全な赤字、家内と二人だったのですが、その当時は家内とは結婚前で従業員扱いでしたので、給料制で多分今か
ら思うと、時給100円位しか渡せていませんでした（完全に労働違反でした）
。2月末の時点では家賃、仕入れ等の支
払いをしたら、私の財布の中身は500円しか残りませんでした。さすがにその時はこのままではやっていけないと思
い店の閉店も覚悟致しました。
でも、一念発起して始めた店を閉めることは簡単ですが、このまま簡単に諦めてしまう事はアカンと思い、自分が
提供する花は間違いないと確信していましたので、後、半年頑張ってダメなら辞めようと思い朝から晩まで死に物狂
いで働きました。
それから、徐々に口コミや紹介で少しずつ赤字だった業績も上がりなんとかやっていける見通しが立ってきました。

卓話「私と花の出会い ～花の持つパワー～」���� 当クラブ会員 山﨑 肇さん
皆さんこんにちは、本日は貴重な時間をいただき誠にありがとうございます。
私は現在、和歌浦とアロチに2店舗の花屋を経営しております。
花屋業を始めて今年で早や24年になります。今日は私の半生とお花の持つパワーについて短時間

それから和歌浦店を OPEN してから10年後に支店のアロチ店を持つことが出来ました。
今から思うと24年前に諦めずに自分を信じて諦めずにやってきたのがよかったと思います。当たり前の事ですが
人間諦めたらその時点で何もかも終わりという事がしみじみ分かりました。
昨今のこのコロナ禍の中この業界も現在未曽有の窮地に晒せれています。然しその当時の諦めない精神でこれからも、
うちの店のスローガンである「花を通じて一つ一つの出会いを大切にしたい」を念頭に置いて精進して頑張って参ります。

ですが、お話させて頂きたいと思います。
私は高校を卒業してから、家庭の事情により進学の道を諦め就職の道へ進むことになり、某大手
飲料メーカーに就職しました。
その当時はバブル期の好景気でしたので、給料も良く、高卒で入社した年の年末のボーナスも支給100万くらいは貰っ
ていました。
そうゆう状況もあり、その当時は一生この会社でずっと居てるものだと思っていました。然しながらその好景気も
長くは続かずバブル崩壊を機に会社の売り上げも減り、給料もどんどん下がっていきました。
18歳で入社して二十歳になったころには、貰っていた給料も約半分に（そもそも入社当時が貰いすぎてた）なりました。

今日は、もう一つ花の持つパワーについてご紹介いたします。
赤い花
赤は、やる気や行動力を注入してくれるパワーの色。
チューリップやバラ、カーネーションなど、手に入り
やすい花が多いのも魅力だ。

白い花
かすみ草やカラーなどの白い花には、心を落ち着か
せてくれる鎮静効果が。思いきりリラックスしたいと
きには、これらの力を借りてみてはどうだろう。

週休一日の休みも週休二日になり、今まで週一の休みでの生活が基本だったので暇な時間が増え毎日パチンコには
まり込み、貰った給料も貰ったその日に使い果たしてしまうような生活を送っていました。
こんな生活ばかりしていてはアカンと思いつつも何をして良いのか分からずに過ごしていました。
そんな矢先、高校の先輩と一緒に飲みに行く機会があり、この現状を相談したところちょうど今、知り合いの店で
バイト探してるから、空いてる時間にバイトにでも行ったらって事になり、今から面接いこらって話になって（なか
なか行動力ある先輩でして）。そのバイト先が、アロチの中心部にあった花屋さんでした。
その花屋さんは場所柄、飲み屋さん相手の花屋さんで、その当時アロチでは花屋さんも少なかったので、大変忙し
く、配達の人出が足らないので、即採用となりました。
最初は週一の会社が休みの土曜日だけ入る事になり、全く花に何の興味も無いなか、只お小遣い稼ぎ程度で働いて
いたのですが、平日も忙しいときに入って欲しいとなり、昼間の仕事が終わり次第そのまま花屋へ行き、夜中まで働
くという感じになっていきました。
花屋さんで働いていると、お花を買いに来る人も配達で渡す人も貰う側の方も凄く喜んでくれる顔を見ているうち
に、どんどん花の持つ魅力に対する感情も変化して行きました。

ピンクの花
癒しと幸福感を与えてくれるので、ちょっと疲れて
いるときにぜひ飾ってみよう。バラやスイートピー、
コスモス、トルコキキョウなど、さまざまな種類があ
るので、好みに応じて取り入れてみて。

青い花
青い花にも、ストレスを取り除きピースフルな精神
状態にしてくれるパワーがあるという。アジサイやヤ
グルマギク、アメリカンブルーなど。

黄色い花
ヒマワリに代表される黄色い花には、コミュニケー
ション能力をアップしてくれる効能がある。ストレス
を緩和する力もあるので、オフィスに一輪飾ってみる
といいかもしれない。

そんな、毎日を過ごす中、会社の方もどんどん業績が悪化していき、このままこの会社にいても将来が不安に思う
事が多くなってました。

❷ みんなに公平か

以上の様に花には色々なパワーがあります。これを機にお花のあるライフスタイルを過ごしてみませんか⁉

❹ みんなのためになるかどうか

