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鈴木（隆）会員

ロータリーソング 「我等の生業」
◎本日の出席状況
出席：31 名（30 名）中

23 名

76.67％

欠席：藤代・伊東・長野・大原・守屋・松本・斉藤（守）（柴田）各会員
◎ 100％以上
９／ 12 ～第２分区第２回会長幹事会～山﨑・瀧会員
９／ 13：船橋みなと RC 創立 25 周年記念ゴルフ大会出席
～山﨑・大原・平山・草野・瀧・鈴木（隆）・相澤各会員

山﨑会長

会 長 挨 拶

昨日は船橋みなと RC 創立 25 周年記念ゴルフ大会が実施されました、ゴルフ参加の方が 120 名と盛況でし
た。「ロータリー希望の風基金」のチャリティは 10 万円となり目標額に届いたとのことです。船橋東 RC か
らは９名の参加がありました、参加をされました皆様お疲れ様でした。
ちなみに、成績は瀧幹事がベストグロス賞となりました。並みいる腕自慢の方が参加された中、69 才の瀧
会員の今後も活躍を期待します。
本日の卓話は三須会員です、日頃の服装や立ち振る舞いはロータリーアンの見本のようです。会員の皆様、
三須会員のヒストリーに期待してください。

幹 事 報 告

瀧幹事

１．本日「船橋東 RC 会員」ポールハリス・マルチプル・ベネファクター・米山功労・その他取得一覧表を
お配りしました。
９月８日現在の会員皆様の積立金残高が表示されております。
今回 10 月の米山特別寄付と 11 月の財団月間に因み特別寄付を行う為、赤字記載の会員さんにご協力を
頂きたいと思います。
各委員会よりお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。
尚、その他寄付ご希望の会員は事務局に申し出ください。
※ RI 財団に寄付した「クラブ認証概要レポート」 2017 年９月７日付をお配りいたしました。合わせてご
覧ください。
クラブ会員の今まで財団に寄付した累計金額・認証等が出ております。皆様、マイロータリーからもご
覧になれます
２．米山奨学生・カウンセラー米山梅吉館研修旅行のお知らせ
日

時：10 月 15 日（日）～ 16 日（月）１泊２日

場

所：米山梅吉記念館訪問と西伊豆の旅

会

費：カウンセラー：３万円
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３．次週９月 19 日（火）は第２分区情報研究会です。
時

間：受付：13：30

場

所：東魁楼本館

点鐘：14：00

懇親会 17：00 ～ 18：30

テーマ：「我がクラブの奉仕活動」
発表者：長野社会奉仕委員長

７月 15 日開催の「船橋市文化芸術支援活動」について

※９月 21 日（木）の例会を振り替です。お間違いのないようお願いします。
「第２分区第２回会長幹事会」報告
９／ 12：山﨑会長・瀧幹事出席
・クラブセントラルへ登録されていないクラブは登録をしてください。（船橋東 RC は登録済み）
・情報研究会への協力要請がありました。（パソコン・プロジェクターの借用要請がありました。）
・ロータリー希望の風委員会設置の報告
・植栽活動を計画しているクラブは地区で実践クラブを紹介する。
・分区の慶弔規定を作成する。
「九州北部豪雨災害に対する義援金報告」
地区より報告が参りました。
75 クラブと地区米山奨学会委員会より総額 2,789,125 円となりました。ご協力感謝いたします。
◎各委員会報告
親睦委員会
船橋みなと RC 創立 25 周年記念チャリティゴルフコンペ報告

チャリティゴルフ

３つのお祝い
会員誕生日

中村委員：７月の誕生祝
大家会員：８月の誕生祝
岡田会員：９月の誕生祝

日陰温子プロと
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本日の卓話
「私の履歴書」

三須

榮光会員

私は昭和 50 年１月７日に船橋市の地にて産声を上げました。二人兄弟の長男で下には４歳離れた妹がいま
す。幼少期、思春期共に千葉市にて過ごしました。高校は、木更津市にある拓殖大学紅陵高等学校に通って
おりました。なんと、この船橋東ロータリークラブのメンバー平山君、鯨井君は、私と同じ拓殖大学紅陵高
等学校の同級生です。入会したのと同時に学生時代がとても悪かった事もバレてしまうという隠しようのな
い事実がございます。たまたま、２日前に幕張で異業種交流会がありまして知人から勝浦の市議会議員さん
を紹介して頂きました。知人が「三須さんと同じ歳ぐらいで木更津の高校だったんだよ彼は」名刺交換をし
たら「えっ？紅陵の三須？俺、木更津中央高校で、三須君ウチのナンバー２の仲間ぶっ飛ばしたでしょ？」
私は、その彼を確かにぶっ飛ばしてコテンパンにした記憶がありました。そして２日後ぐらいに 60 名ぐらい
の木更津中央高校の生徒に囲まれました。私は思いました「殺される・・・良くて半殺しだ・・・」しかし
相手の高校の生徒から「なんなら１対１でやれよ」と言われ木更津中央高校の当人と話をしたところ「回り
が盛り上がっちゃっているだけで俺、もう１回三須君と喧嘩しても負けるし、この話は丸く収めよう」この
一件で拓大紅陵と木更津中央は仲良くなりました。私には、こんなお恥ずかしいヤンチャな時代もありまし
た。しかし、私達の高校時代は甲子園準優勝という誇れる事実もございます。誰もが経験できる訳では無い、
思い出に残る最高の学生時代を過ごさせていただきました。高校卒業後は、エスカレーター式で拓殖大学に
進むつもりが、学力の低下により拓殖大学には進めず、推薦を頂ける大学が国士舘や日体大・・・どう考え
ても女の子と遊べる大学生活ではないのが嫌で専門学校と就職という選択枠になってしまいました。まだ親
の脛を齧りたい私は、専門学校に進学しました。実家は、建設業を営んでおりましたので父親に「今、会社
が外注発注をしているのは何ですか？」と聞いたところ「測量」との事で国際理工専門学校へと入学し測量
士補、CAD 設計の資格を取り卒業しました。ちなみに父親から「免許は、あって困る物ではないから全部取
れ」と言われ 18 歳の時に大型と二種以外の免許は、すべて取得しました。
卒業後は木更津市にある会社に修業のため就職し、現在のかずさアカデミアパーク造成工事でブルトー
ザーやユンボに乗っていました。１年も経たずに父親から「帰ってこい」と言われ、実家へ帰ると実家の会社
は、ディズニーランドとディズニーシーの仕事で人が足りなかったらしく私を戻した訳であります。しかし
私と父親は、性格が合わずぶつかってばかり。当時は当時で頭の中では「社長」と思って敬語で話し、もち
ろん「社長」と呼び、分かっていながら反発するという若さと未熟さがありました。ある日、社長から「俺
がカラスは白だと言ったらウチの若い衆は白だと言う、お前だけなんだよ黒だと言って反発するのは、そん
な従業員はいらない」と言われ売り言葉に買い言葉「あぁ辞めてやるよこんな会社」と、三須建材株式会社
をわずか１年間でスピード退社となりました。
その後、似たような境遇の友人と１ヶ月に１回アメリカに行き個人で輸入雑貨を仕入れ、輸入業を行いま
した。安定した収入でこんなに儲かるのかとも思いました。しかし、そんな上手く行くはずもなく。卸して
いた会社がウチの商品を全て持って夜逃げ・・・。相棒に経理を任せきりで計画性も無く、売上金でごっそ
り仕入をし、通帳の残金もゼロに近い状態でした。そして「まだ、俺ら 22 歳だし何をしてもやっていける
よ」という話しになり解散しました。
母親から「安定した仕事をしてくれ」とお願いされたのもそんな時でした。私は幼少時からとても親し
かったお兄ちゃん的存在の大手互助会葬儀社（当時）副社長に相談しました。
「給料安いけどウチの会社に
来るか」と言って下さりとてもありがたいお言葉でしたが、私は興味があるモノでないと長続きはせず野心
家だったため、暫らく葬儀社の仕事を調べました。その当時、式場から火葬場までのマイクロバスが白ナン

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

×ÅÅËÌÙ ÒÅÐÏÒÔ

バーなのに気付き、陸運局にて調べたところ違法なのを知りました。私は大型免許を取得していたので後は
二種免許を取り、資格としては運行管理者と整備士一級を友人から借りることができました。そして中古の
マイクロバスを購入し、会社設立までの準備が整ったところでその大手互助会葬儀社の会長から GO サイン
を貰おうとしましたが、寸前で会長より「歳が若い生意気だ」「まずは、葬儀を学んでから会社を立ち上げな
さい」と言われマイクロバスの会社は断念し、大手葬儀社へ入社となりました。
右も左も分からない、葬儀の「そ」の字も知らない、毎日が勉強で覚えることだらけで上司には「この馬
鹿野郎」「あっち行ってろ」「お前は頭使わないで体だけ動かせ」当時は、手が出て足が出て「目で見て覚え
ろ」の時代でした。しかし体育会系の学校を出ていた私は、別にこのノリは嫌いでは無く一生懸命に頑張る
ことが出来ました。お蔭で入社して１年でチーフ、２年で主任と１店舗の店長を任され、３年で係長、４年
で課長補佐、５年で課長となりました。食べる暇なく頑張りすぎる自分は、１日おにぎりを１個程度食べれ
ば済む身体になり、夜はお酒のみ睡眠時間は平均３時間ぐらい酷い時で１年間の休みは 12 回と気付けば体重
68.5kg。もちろん身体にも異変が出てきました。帯状疱疹・前立腺肥大、最初は分からなく病院に行く暇も
なく具合が悪すぎるので家族や部下たちから「病院へ行って下さい」と言われやっと病院へ行きました。お
医者さんからは「衰弱している」
「老人の病気だよ」頑張った結果がこれでした。そして気付きと学びがあっ
たのです。若くして管理職でも身体が資本でありしかも、もう既にこの会社にはマイクロバスの会社もある
と・・・。29 歳の時にはお葬式のスペシャリストであり 30 歳で独立しようと決意しました。
そして 30 歳の自分の誕生日に有限会社 Celebration Life（現在の株式会社セレブ）を立ち上げました。こ
の英語の社名は、アメリカにある葬儀社からもらった名前で日本語に直訳すると「祝福してくれる命」アメ
リカでの宗教はキリスト教が多く、お別れで悲しいけど、教えの中で「復活」があるからお祝いもする「彼
は又、戻ってくるよ、だから悲しまないでお祝いをしよう」この内容がとても素敵で気に入りました。しか
し会社創立時は、お客様からも友人からも「三須さんの会社何だっけ？」
「三須さんの会社ほら、英語のな
んだっけ？」「セレブリティークラブだっけ？」社名を覚えてくれませんでした。そこで、有限会社から株
式会社にかえる時に「セレブ」で切ってしまおうという事で現在の株式会社セレブになりました。「セレブ」
の方がパンチもあるし、覚えてくれるし結果、社名を変更して良かったと思います。又、自分で言うのもな
んですが、人脈は広く仲間がたくさんいました。軌道に乗ってからは、法人会や JC・商工会議所・YEG と
入会し更に人脈が増えて信頼も得ました。皆が三須＝葬儀、三須に葬儀を依頼すれば間違いない、三須に任
せれば葬儀は大丈夫というイメージがありまして、現在はご依頼があれば関東広域でご葬儀をさせていただ
いております。又、
「感動する最高の上」の葬儀を行える様に日本全国で葬儀社のコンサルタントも行ってお
ります。本当に沢山の皆様に支えられながら現在に至ります。
最後になりますが、今では「カラスは白です。」とキッパリは言いませんが、白に見える時もあるというの
と状況によっては一時的に「白です。」と言えます。

・ みなと RC 創立 25 周年記念チャリティーゴルフ参加の会員の皆様ご苦労様でした。ベスグロ 75 とは素晴
らしい、瀧会員おめでとうございます。

遠田

毅

・ 本年９月 23 日誕生日で 71 歳になります。年は取りたくないがやむをえない。体に気をつけて後 10 年以上
は生きるぞ！“ロータリーもやりますよ！
・ 妻久子の誕生祝を頂いてありがとうございます。

岡田

敏男

斉藤

英明

・ 三須会員の「私の履歴書」楽しく拝聴しました。トントン拍子の陰にはブラック・ハードワークあり、体
調管理十分ご注意され頑張ってください。

遠田

毅
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・ 当クラブのゴルフメンバーの活躍素晴らしいですね。この調子なら当クラブの将来は安泰ですね。よろし
く頼みます。

藤井

仁毅

・ 船橋みなと RC 創立 25 周年記念チャリティーコンペに参加されました皆様お疲れ様でした。瀧幹事ベスグ
ロすごいですね～

山﨑

新一

・ 三須会員へ「私の履歴書」の卓話ありがとうございました。清々しい姿に、美声は高校時代のワンパクは
想像できませんね。
・ 三須さん、講話最高でした。
・ 三須さん楽しい卓話ありがとうございました。これからの船橋東 RC をよろしくお願いします。

山﨑

新一

瀧

照正

大家 浩明

・ 三須さん「私の履歴書」楽しく聞かせてもらいました。若いときは皆頑張りすぎはありますよ。私も頑張
りました。

岡田

・ 三須会員、楽しい卓話ありがとうございました。人柄がしのばれ素晴らしい人生ですね。

敏男

織戸

豊

・ 三須榮光会員、私の履歴書、ありがとうございました。

山口

習明

・ 三須会員、楽しい「私の履歴書」ありがとうございました。

鈴木

隆男

・ 今回は所用があって早退します。申し訳ありません。三須会員の話、途中までしか聞けずほんとうに残念
です。

山本

宏子

・ 草野さん、船橋みなと RC 創立 25 周年記念コンペに景品をいただいたということで、ゴルフシューズあり
がとうございました。瀧さん素晴らしいですね。

相澤

友夫

・ 先ずは、結婚記念日のプレゼントありがとうございました。又、卓話も緊張してカミカミで恥ずかしかっ
たです。

三須

榮光

・ みなと RC チャリティーコンペで瀧会員ベスグロ、さすがですね。足元にも及びません。おめでとう！
・ 三須さん、とても楽しい卓話ありがとうございました。高校時代の武勇伝、最高でした。

草野

宏隆

水庫

直子

・ 三須さん、
「履歴書」楽しく聞かせていただきました。葬儀関連の価値観が激しく変化する時代に突入して
きました。お互い頑張りましょう！
・ 三須さん、卓話素晴らしかったです！楽しく履歴書おききしました。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX
次回予定

９月 14 日

32,000 円

累計

相澤

友夫

三浦

時子

285,000 円

９月 19 日（火） 第 1937 回例会
第２分区情報研究会

場所：東魁楼本店

９・10 月のプログラム
９月19日（火） 第２分区情報研究会
28日（木） ガバナー補佐訪問
10月５日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ
理事会
12日（木）
19日（木）
23日（月） 地区大会記念ゴルフ大会
26日（木）
週報今週の担当

山

本

14 時点鐘

17 時から 18 時 30 分懇親会
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ǽǽǽǽهᚔᤍɹʳʠᴥهᚔᤍɾʵʟϘഒюᴦ
෩௷ஓǽॖɹʳʠᴥॖ͢ࡾףឰ͢ᮁᴦ
ǽǽǽǽᓗ൞ԧɹʳʠᴥᓗ൞ɺʳʽʓʥʐʵᴦ
ǽǽǽǽԱᛴɹʳʠᴥ౨ࠎᴦ
ǽǽǽǽూ̱ڌూɹʳʠᴥʷʍʐ͢ᮁᴦ
జ௷ஓǽॖ˹܄ɹʳʠᴥॖ͢ࡾףឰ͢ᮁᴦ
ᦂ௷ஓǽᓗ൞ᛴɹʳʠᴥȽɌ˧ᴦ
ǽǽǽǽԛᕹԧɹʳʠᴥɴ˂ɹʳԛᕹʥʐʵᴦ
ǽǽǽǽтԛ͍ɹʳʠᴥуٛ᥆ࢍʡʳʀю ʴʃʒʳʽʐˁʛʍʇ ʘʝ˂ʉᴦ
ǽǽǽǽ๕ާɹʳʠᴥూ̱ʣɮᓋ๒ʥʐʵɹʳʠʴʈ˂ʒᴦ
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