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《新入会員卓話》
「私の職業」
菊永伸生 会員

4月4日に入会しました新入会員の菊永伸生です。私
は昭和49年6月29日に佐世保で生まれました。幼稚園
の頃に運命の出会いがありまして、
村瀬高広次年度会
長と同じクラスになりそれからの付き合いで45年来
の信頼出来る友達です。光園小学校、花園中学校をへ
て高校は西海学園高等学校に進学しました。高校卒業
後は冷凍食品大手の食品会社に就職いたしまして社
会人としてのマナーを叩き込まれました。佐世保に帰
ってからは飲食店で働きまして、接客業等の職を勉強
し現在家業を継承しています。性格は内向的で温厚で
す。これからは緒方ガバナーノミニーからパッション
を吸収させて頂きまして、情熱的で温厚ですに変えて
いきます。家族構成は奥さんと娘3人と犬1匹です。長
女は関東の美大に進学していましてコロナ禍の中、頑
張っております。
仕出し弁当とん漫は創業が1973年、
来年50年目にな
る仕出し弁当屋です。私の父は海上自衛隊に所属して
いましたが、
当時休みの日に京都のトンカツの名店と
ん漫で修行をしていたそうです。もともと地元に帰り
起業するつもりでいたとの事でした。佐世保に戻り店
本日の例会
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名はそのまま洋食仕出しとん漫と命名したそうです。
最初の店舗は城山町の神吉商会のとなりで、そこから
祇園町の中通りに移転いたしました。ハウステンボス
バブルの頃に日宇町に工場を移しまして、そののち祇
園町に工場を建て直し現在にいたります。
事業内容は主に冠婚葬祭の仕出し料理の配達、
町内
会や神社の行事、お寺さんの法事また文化イベントや
体育イベント等のお昼のお弁当を作り配達しており
ます。毎日の業務としましては海上自衛隊や市の関係
省庁、米海軍佐世保基地などにお昼のお弁当の配達を
しております。お昼のお弁当は400円代から500円代の
価格帯になっております。配達場所によっては１つか
らでも配達しております。ご用命の際はどうぞよろし
くお願いします。
また、沖新町の佐世保高専で学生食堂しおります。
昨今のコロナ禍において、あらゆるサービス業が苦し
んでいます。我がとん漫も例外ではなく、大規模な事
業イベントが中止延期になりまして、強みであります
お弁当の大量配達の注文が無くなりました。学生食堂
の方も学校の休校にともない、休店をしまして売り上
げが激減し、先行き不透明ななか、キッチンカーや口
コミにて、お弁当の販売を行ってどうにか乗り越えて
おります。現在は経済活動が戻りつつあり、小規模で
すがイベント開催が始まっておりますので、これから
さらに気合を入れて頑張って参ります。どの業界も人
材不足が深刻化しています、当社では子育てがひと段
落した主婦の方や子育て中のママさん、他の業種で働
きながらのダブルワークの方が、安心して働ける環境
づくりに着手し主婦ならではの、きめ細やかなアイデ
アや昔ながらのおふくろの味を取り入れて幅広い年
齢層のお客様にご満足頂けるよう、
日々努力しており
ます。
次回例会

一年を回顧して（渡会祐二 会長）

コロナ禍の最初の一年間は、店舗営業をして無い私
共は商品の販売窓口が無く、非常に苦戦しました。営
業活動も飛び込み営業が嫌がられるのでなかなか出
来ないのが現実でした。
しかしながらコロナ禍におい
ても、さまざまな手法やアイデアで売り上げを伸ばす
会社は沢山あります。とん漫もこれまでの経験と実績
にとらわれない考え方をもち、弁当屋の強みである生
産力と安全性を考えた佐世保の老舗飲食店との融合
商品を作ったり、地元大手スーパーでのお得感のある
商品販売を増やしていきたいと考えております。更に
は簡単では無いですが自社ブランド、オリジナルアイ
テムも開発してSNSやさまざまな告知による販売展開
をしていきたいと思っております。
どうぞその時はア
ドバイスお力添えを宜しくお願いします。
今では前日に作り瞬間冷凍したお弁当が、翌日空輸
で全国に運ばれて、自然解凍でお客様に提供できると
んでもない時代になりました。我がとん漫には最先端
の設備や革新的な流通システムはございませんが、地
元に根付いた、まごころのこもったおふくろの味を武
器に、感謝の気持ちと情熱を燃やして戦っていきます。
そして北ロータリークラブで皆さまと一緒に、
笑い、讃えあい、励ましあいながら活動を楽しんで行
きたいと思っております。

《会長挨拶》
渡会祐二 会長

本日は、たくさんのメイキャップをいただきありが
とうございます。
また、ご逝去されたチャーターメンバーの平石晃一
会員の奥様が、本日、お礼のご挨拶に来ていただきま
した。後ほど、ご挨拶をいただきます。
5 月は、新入会員をはじめ、会員の皆様と個別にお
話しする機会が何度かありました。
クラブとの距離や
付き合い方、
いろいろなお考えやお気持ちをお聞きす
ることができ、大変ありがたいと思いました。今では
ロータリーで活動していることが当たり前になって
いますが、自分が入会したての頃を思い出し、クラブ
活動と事業活動のバランスについて色々と考えてい
た時期があったと思い返すこともできました。
皆様が
少しでも楽しめるクラブ作りができますよう、
任期は

残り 1 カ月ではありますが、会長として最後まで努力
しようと思います。
本日、お手元にお渡ししましたガバナー月信に「佐
世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ」
の記事
が記載されております。
ぜひ、目を通されてください。
さて、今日は、恒例の法律のお話です。会社の株式の
話をしようと思います。
会員の多くの皆様が会社の全株主や大株主になって
おられるだろうと思います。また、保有する株式を、
次代へ承継したり、新たに別の会社を承継するなどの
機会があるかもしれません。
その株式の承継に当たって、気を付けてほしいポイ
ントがあります。まずは、しっかりと法律に従った手
続で承継を行うことが重要です。時折、会社の支配権
争いの相談を受けることがあります。たとえば、Ａさ
法律の定める会社
んが株式を承継したというけれど、
の譲渡承認がなされていなかったというようなケー
スです。せっかく安定経営できるよう株式を譲渡して
いたのに、それが無効となってしまうと要らぬ紛争が
生じてしまいます。株式を承継する際には、会社のル
ールを確認し、あとでトラブルにならないよう、しっ
かりと手続きを守ってください。第三者から承継する
場合は、取引として行われるためしっかりとチェック
されることが多いのですが、親族間の承継の場合に信
頼から手続きを欠いている場合がしばしばあります。
また、誰に何割の株式を承継するかというのも大切で
す。会社によっては、これまでの歴史から 50：50 の
株の割合で株式を持ち合っているというケースがあ
ります。お互いに信頼関係をもって協力・経営できて
いるときはいいですが、
いったん対立が生じてしまう
と、割合が等しいために、会社の重要事項の決定が一
切できなくなるおそれがあります。安定した支配・経
営のためには、3 分の 2 以上の株を確保することが必
要です。なお、定款の内容によっては、これより高い
割合が必要となる場合もあります。この話は、複数人
で新たに会社を設立しようという場合もあてはまり
ます。
会社支配の問題が紛争になると多大な時間を要す
る場合も少なくありません。中には４～５年にわたっ
て裁判を行った経験もあります。つい油断しがちな分
野ですので、皆様どうぞお気を付けください。場合に
よっては、専門家に相談するなどしてしっかりと対応
することを考えましょう。
本日は、菊永会員による新入会員卓話です。青年部
のときからずっと一緒に活動してきた菊永会員がど
のような卓話をされるのか大変楽しみにしておりま
す。どうぞよろしくお願い致します。

《幹事報告》
公門新治 幹事
１.例会変更
・佐世保東ＲＣ
6 月 16 日（木）12：30→6 月 14 日（火）
18：30～ファーストイン早岐
（新旧委員交代式のため）
6 月 9 日（木）休会（定款第 7 条第 1 節（d）(1)
・佐世保東南ＲＣ
6 月 22 日（水）12：30→13：00～
九十九島動植物森きらら
（創立記念植樹セレモニー）
6 月 29 日（水）19：00～ しぐれ茶屋
（新旧交代式）
２.来 信
・ロータリーの友事務所
新型コロナウイルス感染症に関する友事務所
対応の件（お知らせ）
・国際ロータリー
①2022 年 7 月クラブ請求書の作成にあたっての
お願い
②2023 年ロータリー国際大会（オーストラリ
ア・メルボルン）最大割引でご登録を
※2022 年 6 月 4 日～8 日に登録でプロモーショ
ン最大割引で 425 米ドル適用
・ガバナー事務所
①「クラブ活性化セミナー2022 アジェンダ
（緒方ＧＮ宛）
②第50回ロータリー研究会報告書（ＤＶＤ）
（緒方ＧＮ宛）
③新旧ガバナー補佐交代式について（お願い）
（緒方ＧＮ宛）
6月15日（水）18：00～ ホテルニュー長崎
13Ｆ「桃林」 ※乾杯のご発声のお願い
④ガバナー月信6月号
⑤地区大会記念誌
・ガバナーエレクト事務所
地区名簿校正のお願い 校正期限 6 月 15 日まで
・ハウステンボス佐世保ＲＣ
2021～2022年度 第8回佐世保市内8RC
会長・幹事会 議事録、写真
３.伝達事項
①6/8（水）～6/9（木）福岡東令和あけぼのロー
タリー衛星クラブ、福岡東ロータリークラブへ佐

世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ会
員と佐世保北ＲＣ会員で訪問いたします。
②6/13（月）次回例会は第5回クラブ協議会（年間
報告）公門新治幹事です。
《今月の結婚祝い》
S.55.6.18 永田武義・芙美子 夫妻
H.19.6.11 山口貴史・恵 夫妻
《今月の誕生祝い》
S.52.6. 6 三谷秀和 君 S.47.6.22 戸畑教幸 君
S.37.6.12 田中博徳 君 S.49.6.29 菊永伸生 君

《来訪ロータリアン》
佐世保 RC
大神吉史 君、松本祐明 君、
佐世保南 RC
原岡謙行 君
佐世保中央 RC 四元清安 君
佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ
田中一善 君、隈元佑輔 君、八木順平 君

《ニコニコボックス》
荒木利恵子 親睦活動委員

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事
本日は、佐世保RCより、大神吉史様、松本祐明様、
佐世保南RCより、原岡謙行様のご来訪誠にありがとう
ございます。また、本日は佐世保北フレンドシップロ
ータリー衛星クラブより、3名の方がメークアップに
来てくれました。八木順平副議長、田中一善副S.A.A.、
隈元佑輔親睦活動委員長、ご来訪ありがとうございま
す。会員一同歓迎します！！さて、6月今年度最終月
になりました。ゴール目前ですが、残り1か月よろし
くお願いします。本日の例会は新入会員卓話、菊永伸
生君です。楽しみにしていますので、頑張ってくださ
い！拝聴させていただきます。
佐世保 RC 大神吉史君
皆様こんにちは。初めてメークアップさせていただき
ました。佐世保 RC の大神吉史と申します。
中々メークアップができない中、今年度も終わりに近

づきましたので、渡会会長の素敵な行動を讃えたいと
思います。今年度は衛星クラブを立ち上げられ会員も
増員されているとお聞きしております。今後とも佐世
保を盛り上げていただきたいと思います。
今日はよろしくお願い申し上げます。
佐世保 RC 松本祐明君
本日は 3 年ぶりにメークアップにうかがいました。お
世話になります。よろしくお願い致します。
佐世保南 RC 原岡謙行君
菊永さん、本日は卓話頑張ってください。直に拝聴で
きませんが成功を祈っております。
佐世保北ロータリーフレンドシップ衛星クラブ
田島 慎君 八木順平君 田中一善君
菊永会員、佐世保北ロータリークラブへのご入会おめ
でとうございます。本日の卓話が菊永会員の新入会員
卓話だと聞き、駆けつけました。卓話の準備大変だっ
たでしょうがこれからがスタートです。これから親睦
活動委員会で親睦活動に専念して3年後には委員長、
そして5年後には幹事、そしてさらに10年後には会長
を拝命できるように頑張ってください。衛星クラブ皆、
陰ながら応援しております。最後に佐世保北ロータリ
ークラブの皆様、メークアップの際には衛星クラブで
よろしくお願いいたします。第2・第4月曜日19時30
分より、場所は緒方ガバナーノミニー事務所となって
おります。本日はお世話になります。
追伸
菊ちゃん、今日は新入会員卓話聞きに行けず残念です
が、今度皆で飲みに行きましょう。田島より
佐世保北ロータリーフレンドシップ衛星クラブ
隈元佑輔君
本日は初のメークアップであります。緊張しておりま
すが勉強させていただきます。菊永先輩の卓話しっか
りと耳を大にして聞かせていただきます。
田中博徳君
本日は誕生日のお祝いありがとうございました。1月
には年祝いをしていただき、6月12日で満60歳を迎え
ます。今月末で会社を定年退職しますのでロータリー
クラブも今年度末までとなりますが、よろしくお願い
します。
菊永伸生君
本日卓話を担当させていただきます。緊張しておりま
すが、無事終わりましたあかつきには拍手をしていた
だければ、とても嬉しいです。よろしくお願いいたし
ます。
IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

福田俊郎君 富田耕司君 藤井良介君 古賀新二君
宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 村瀬高広君
松田信哉君 松永祐司君 近藤竜一君 小西研一君
茶村亜子君 村上英毅君 内海一洋君 中村祐二君
青井哲夫君 福田直美君 山口貴史君 松尾祐輔君
二ノ宮 健君 野口好太郎君 荒木利恵子君
本日は佐世保ロータリークラブより大神吉史様・松本
祐明様、佐世保南ロータリークラブより原岡謙行様の
ご来訪ありがとうごいます。
また、佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ
より、八木順平副議長・田中一善副 S.A.A.・隈元佑
輔親睦活動委員長のご来訪ありがとうございます。本
日の新入会員卓話は菊永伸生会員です。楽しみに拝聴
させていただきます。

平石晃一会員の奥様 平石久子様
御逝去なされた平石晃一会員の奥様がお礼にご来訪
なされました。

感謝
この度の 故平石晃一葬儀の際はたくさんの心温
まるご弔意と過分なご香志を頂戴し誠にありがとう
ございました お陰様で過日細やか乍ら忌明法要を
営みました
生前故人に賜わりました多年のご厚誼に感謝し心
から御礼申し上げます
佐世保北ロータリークラブの皆様お世話になりま
した。
チャーターメンバーとして温かく大事にしていた
だき感謝でいっぱいです ここに心ばかりのお品をそ
えてお礼申し上げます
皆様のご健康と御多幸をお祈り申し上げます。
令和四年六月六日 平石久子

本日の合計

委員 / 松田亜由美

戸畑教幸

36,000 円
内海一洋

（記事担当

累計 1,170,000 円
内海一洋）

