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　　会長　片岡浩昌　　幹事　前山佳裕

 2021年１１月１６日(火)

　2021~2022年度 第４７年度 第１２回  通算第2217回例会

　【会長報告】片岡浩昌会長 　

◆ 前山幹事にロータリー米山記念奨学会から「第１回米山

功労者」感謝状が届いておりますので贈呈いたします。

　【幹事報告】前山佳裕幹事

◆ 前々回例会終了後、１１月理事会を行ないました。

　① 11月・１２月・１月のプログラム（案）の件　・・・・　承認

（別紙プログラム予定表配布）

※ 12月21日(火)クリスマス会は今年度も「会員のみ」とします。

※ 丸亀ＲＣより1月6日(木)合同新年例会の案内がありました。

　　案内文が届き次第、ご連絡します。

② 2022-2023年度役員･理事について（納田次期会長より報告）・・承認

③ 丸亀東ロータリークラブ　慶弔贈与規定について　・・・　承認

④ その他

＊原 次期ガバナー補佐 → 11月27日(土)第1回ガバナー補佐研修会

＊岡 次期Ｒ財団委員長 → 12月18日(土)ロータリー財団補助金管理セミナー

＊岡 さん → 2月12日(土)香川第Ⅰ・第Ⅱ分区ＩＭ パネリスト

＊10/26夜間例；ステーキハウス千萬＊クラブより157,570円 を出しました。

＊12/10岡山後楽園ＲＣとの親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ；親睦予算より3万円出します。

＊1/13香川県ＲＣ親睦ゴルフ大会；親睦予算より3万円出します。

＊「第9回丸亀東ロータリークラブ杯少年剣道大会」

　　2022年4月10日(日)予定でサンビレッジ土器川使用の申請を出しました。

＊山北八幡神社；秋山光考様に入会勧誘に行く件。（辰巳さん、伊賀さん）

　【プログラム】★ 会員卓話（鈴木 一弘 新会員）

 〔中央開発 株式会社　代表取締役〕

＜会社案内＞

当社 中央開発 株式会社 の歴史を説明させていただきます。

大正9年当時の原敬内閣が食糧増産を目的に国と三井、三菱、

安田財閥が出資し、今話題の渋沢栄一氏が設立して頂いた

のが当社です。

今年で創立101年　当初は中央開墾 株式会社という社名でした。

　≪四つのテスト≫　言行はこれに照らしてから

１. 真実かどうか ２． みんなに公平か

３. 好意と友情を深めるか ４． みんなのためになるかどうか

　　WEEKLY　REPORT

  丸亀東ロータリークラブServe to Change Lives

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』



当時は本社が東京日本橋にあり千葉県印旛沼の水田、静岡県の養魚水田、北海道の放牧地

など9,000万坪を開墾。丸亀市は約25万坪の塩田を構築し塩業を始めました。

当初は赤穂藩の技師から指導を受けた塩業が、基幹事業になり昭和８年に社名を開墾塩業

株式会社に変更しました。

昭和47年に国が塩業の農耕的塩田製塩法に見切りをつけ国際競争力のある大規模なイオン

交換膜製塩に転換するとともに塩専売制度を改革したことにより日本専売公社に塩業廃止

届を提出し事業を停止しました。

昭和48年社名を現在の中央開発 株式会社に変更しました。

塩田跡地のままでは新規事業が限定されるため海砂を吸い上げ5ｍの地上げを行いました。

塩田埋立後は倉庫業及び運送業を模索していましたが、昭和48年のオイルショックを受け

頓挫する。 

詫間CCさん、高松PGCさんを参考に昭和51年ゴルフコース、練習場を開業しました。

昭和60年からはF級（－25度）8,000トン冷蔵倉庫事業、平成14年からはパブリックプラ

ザ丸亀（マルナカも含め）約2万坪の商業施設を運営しております。

＜自己紹介＞

出身は善通寺市金蔵寺町 当時の丸亀商業高校に入学（野球部）　

就職活動では解禁日(9月1日)に当時の丸亀信用金庫に内定を頂いたのにお断りし（ネクタ

イをして堅苦しい仕事は合わないと思い）12月になっても卒業生で私だけ就職先が決まっ

ていませんでした。

当時 面識もないスポーツマンクラブの田中専務に誘って頂きましたが、12月20日中央開

発 株式会社に求人があり私は１度もゴルフをしたこともないのに、ただゴルフが出来る

のではないかというだけで面接を受けました。

面接では君の頭の能力を期待しているのではなく、身体能力（野球部）に期待している。

昼休み、勤務後、休日に練習し早くHC18くらいになってほしい。出来ればシングルとい

うHC9になってもらいたいと。　入社後は毎日500球の練習に励みました。

手前みそですけど入社3か月後に筆おろしとしてこんぴらレイクサイドで45.45.90で回り

入社1年後には近隣のコースでアンダーで回り始め、ある企業の社長様に「君に月30万円

1年で360万円、3年で1,000万円託すから（当時基本給8万円）会社を退社し、プロゴルフ

ァーを目指せと導いて頂きました。増田光彦プロに相談したところ、プロテストは通るだ

ろうけど始めるのが遅いと。　当時は小中学生からゴルフをする方は少なかったですが、

大学卒の倉本、羽川、湯原には10年遅れているのでやめといたほうが良いと言われ、また

高校時に３球団プロ野球スカウトが興味を持っていただきました。

体の線が細く毎日3食どんぶり飯を3杯食べるように勧められましたが、太ることが出来ず

体が資本のプロスポーツ選手になるには厳しいと、ゴルフも同じで努力しようとしても、

努力出来ない体力では難しいのではないかと客観的に判断しました。

　≪ロータリーの目的≫

　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理想を奨励し、これを育むことにある。

　具体的には、次の各項を奨励することにある。

第1． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

第2． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

する機会として ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

第3． ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕

の理念を実践すること。

第4． 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和

を推進すること。



20歳時PGS（日本パブリックゴルフ協会）の競技に出て全国大会（千葉県）に初めて出場

しました。

私はメンバーコースに所属していなかったのでJGA（日本ゴルフ協会）の競技には出られ

なかったのですが鈴木を試合に出してやろうと阿河正昭様、田中純様の計らいで高松CCで

行われていたトップアマゴルフに38回出場、志度CCで行われていた瀬戸内海オープンゴル

フトーナメント（後援競技でしたが、尾崎兄弟建夫、直道、中島常幸、倉本昌司、杉原輝雄

等出場）にもアマチュア予選を通過して3度出場、西暦2000年平成12年からはゴルフが国

体競技になり、PGSハンディでもJGA競技に参加できるようになり香川アマ、四国アマ、日

本アマ（兵庫県、小野GC）にはメンバーコースに所属していない者が初めて出場することが

出来ました。

入社の経緯、入社後44年になりますが2度程会社を辞めようと真剣に悩んだことも人との縁

により、今の私があります。

１．社内で死んでいても、社外の方とのお付き合いを大事にし、丸パの鈴木とかわいがって

　　くれる方と会社を辞めれば続けられなくなると思い

２．会社でどんなに苦しいことがあっても嫁や子供が元気であればどんなことでも家族の健

　　康に勝るものはないと思い

　踏みとどまりました。

高校の時ある先生が結婚と就職は運だと話してくれました。

結婚は今惚れた晴れたと言っていても離婚することがある。

就職も今いい会社に入れたと喜んでいても倒産したりすることもある。

結婚も仕事も相手がいることなので50％は力及ばずのところがある。

残り50％は本人の努力が必要と諭して頂きました。

私は地元が元気でないと私の会社も良くならない。顔も知らない人から安かろうと購入せず

少々高くても地元の顔見知りの人から購入しようと、地産地消を心掛けている。

目の前の損得だけで判断するのではなく正しいか正しくないかで判断したい、浪花節ではな

いですが目先の利益より義理、人情を大切にしたい。

中央開発 株式会社の存続、社員の雇用、健康を守り、地元に貢献する事を目標に  日々精進

してまいりたい。

最後に偏屈で融通が利かない鈴木ですが約束をしたことを不義理することは決してありませ

んので、今後ともよろしくお願いいたします。

今後とも中央開発 株式会社をよろしくお願いいたします。

本日はご清聴。どうもありがとうございました。

　≪四つのテスト≫　言行はこれに照らしてから

１. 真実かどうか ２． みんなに公平か

３. 好意と友情を深めるか ４． みんなのためになるかどうか



　【本日のニコニコ】

😊 本日、会員卓話を無事終えて 　

　　新入会員歓迎会。ありがとうございました。 ：鈴木 一弘 さん

😊 鈴木一弘さんの卓話を拝聴して

　　職場例会＜おばんざい笑家＞を無事終えて ：片岡 浩昌  会長

😊 鈴木一弘さんの卓話を拝聴して

　　職場例会＜おばんざい笑家＞を無事終えて ：前山 佳裕  幹事

😊 職場例会＜おばんざい笑家＞を無事終えて

和田さん。ありがとうございました ：高木 敏仁 職業奉仕委員長

😊 家内の誕生日にお花を頂いて

😊 鈴木一弘さんの卓話を拝聴して

😊 お先に失礼して ：神原 太一 さん

　【来訪ロータリーアン】【メークアップ】　なし

　【出席報告】

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ２名 ３８名 ３１名 ７名 81.58%

　

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ２名 ３８名 ２８名 １０名 73.68%

　【１１月３０日(火)例会】 会 員 卓 話 （ ロータリー財団委員会 ）岡 千枝 委員長

　【１２月　７日(火)例会】 年 次 総 会 （ 会長・次期会長 ）

　≪ロータリーの目的≫

　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理想を奨励し、これを育むことにある。

　具体的には、次の各項を奨励することにある。

第1． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

第2． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

する機会として ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

第3． ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕

の理念を実践すること。

第4． 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和

を推進すること。

例会場 　オークラホテル丸亀　☎0877-23-2222

TEL；0877-21-6611　FAX；0877-21-6655

URL；http://www.marugame-east-rc.com

　例会日　 毎週火曜日　PM12:30~PM1:30 E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

第２２１７回例会 ＜11月16日(火)現在＞

：篠井 文衛 さん＜Ｗbig＞

　丸亀東ロータリークラブ
〒763-0011　香川県丸亀市富士見町3丁目3番50号　

　事務所　 オークラホテル丸亀430号室

第２２１５回例会 ＜11月2日(火)例会分＞


