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内部卓話『私の履歴書』 

福澤稔会員 

 

高校を卒業後、様々な職業を経験し

私が 29 歳の時、妻と知り合い昭和 64

年 10 月職場結婚したので、今年で結婚

26 年目になります。結婚してから 3 ヶ

月後に妻の父から、旧青葉印刷の営業

をやらないかと誘われ平成元年に渋々

入社しました。最初は印刷のことは右

も左も全然判らず、妻の父に怒鳴られ

ながらも歯を食い縛り頑張りました。

平成 2 年に全日本印刷工業組合連合会

の印刷営業士の資格を取得し、平成 7

年に管理印刷営業士の資格を取得しま

した。 

人生を変える劇的な出会いは､平成 6

年 5 月に弘前青年会議所に入会したこ

とです。入会 2 年目で広報委員長、翌

年は総務委員長をやらせて戴き、最後
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は監事をました。計５年間お世話にな

り、平成 10 年 12 月無事に卒業しまし

た。 

平成 10 年 10 月 5 日に旧青葉印刷の

創業者である、妻の父が 70 歳で亡くな

りました。その当時は非常に悲しい思

いをしました。 

その後、平成 11 年 4 月に弘前商工会

議所青年部に入会致しました。その間、

YEG ビジョン策定委員長、総務委員長

を務めその後 10 年間在籍させて戴き、

平成 21 年 3 月に無事卒業致しました。

同じ年の平成 11 年 4 月に弘前商工会議

所議員を亡き父の代わりに務め、それ

から 6 年間広報委員並びに情報不動産

部会副部会長を務めさせて戴きました。

その間、6 年間は親会と青年部との 2

足のわらじを履くことになりました。

約 15 年の間に、どれほど鍛冶町にお金

を落としたかは皆様のご想像にお任せ

します。 

旧青葉印刷は事情により平成 17 年

10 月で廃業となりましたが、17 年間と

いう長きに渡り大変お世話になりまし

た。その後、有限会社アサヒ印刷に 5

年弱お世話になり、2 年半前に創業し

現在に至っております。 

  

青年会議所運動は人づくりであり、

まちづくりであります。出身地が弘前

市ではないというハンディキャップが

あり、それを克服する勇気を与えてく

れたのは、弘前青年会議所にほかあり

ません。妻の亡き父に｢これからは、お

前たちの時代がきっと来る。人脈を創

ればなんとかなる。｣ということを諭さ

れ、弘前青年会議所に入会しました。

今さらながら、妻の亡き父には心から

感謝しております。                                      

巨大アップルパイギネスに挑戦する会

は、弘前青年会議所の OB メンバーが

中心となり、平成 14 年にその有志によ

り設立しました。籍を置かせて戴ける

のも当時､自分もその有志の一人だから

です。これからも、弘前アップルロー

タリークラブの一員として、役員･会員

の皆様と少しは議論し、お互い高め合

い明るく楽しいロータリークラブを目

指して行きたいと思います。巨大アッ

プルパイギネスに挑戦する会も、アッ

プル繋がりで両方の会員として、会の

名に恥じないように頑張ります。最後

に人様の役に立つ仕事が出来る人間で、

謙虚さを忘れず会社の経営とロータリ

ー活動に邁進します。 

会長挨拶 齊藤貴博副会長 

みなさま、お疲れ様でした。福澤さん

の内部卓話ありがとうございました。

先ほど印刷の業界に入って苦労された

ということでしたが、私も高校を卒業

して６年間印刷業に従事しておりまし

た。特にこの印刷業は専門職の色が強

くて、覚えるのに苦労されたかと思い

ます。また、最後奥様に言葉をかける

ということで、自分の気持ちではわか

ってはいますが、自分は果たして言葉

をかけたことがあるかなと思います。

先日、私の女房も体調を崩しまして、

２３日寝込んでいたんですが、まぁ自
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分の服がわからなかったり、洗濯機を

どうやって使っていいのかわからなか

ったり、炊飯器は娘に聞いてやっとご

飯を炊けたということがあり、ちょっ

と反省しなければいけないなと思いま

した。自分では掃除とかやってるつも

りなんですが、足りないのかなと感じ

ました。ということで、私の反省で締

めせていただきます。 

ニコニコ報告 

福澤稔会員 

今日の例会は私の内部卓話です。人前

で話すことはあまり得意ではありませ

んが、一所懸命がんばります。宜しく

お願いします。みなさま健康に留意し

て年末を乗り切りましょう。 

 

坂本大輔会員 

師走ですね。会員の皆様、風邪をひか

ないようにしてください。 

 

三浦順子会員 

怒涛の忘年会シリーズ真っ最中です。

１４連チャンの忘年会と出張。気力で

がんばります。 

 

吉澤葉子会員 

11 月 27 日晴れておばあちゃんになり

ました。可愛くてメロメロです。今日

は福澤さんの卓話楽しみにしてきまし

た。 

 

関場慶博会員 

2013 年も月別カレンダーが残り 1 枚と

なりました。それぞれにお忙しいとは

思いますが、例会で皆さんのお顔を拝

見したいです。 

 

山本周平会員 

皆様お久しぶりでございます。皆さん

の顔を見てなんかホッとします。来週

も宜しくお願いします。福澤さん卓話

とても分かりやすかったです。すばら

しいキャリアはロータリーのためだっ

たのですね！今後とも宜しくお願いし

ます。 

 

澁谷明広会員 

昨日は黒石ロータリーのそば打ち例会

に出席してきました。打ち立てのそば

はとてもおいしかったです。 

 

宇野純子会員 

今日は福澤さんの卓話楽しみに来まし

た。ワンちゃんの子どもも大きくなっ

てかわいくてたまらない。まだ行き先

が決まってないので良い人が見つかる

といいナー 
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木村由美会員 

師走ですね。角田さんのお顔久々に見

れてうれしいかぎりです～！２０１４

年に向けて一日一日大切に過ごしてい

きたいと思います。 

出席報告 

第 61 回例会            

出席者数 12 名          

出席率 41％           

修正出席率 55％ 

 

【メークアップ】          

１２月１日 

黒石 RC 

宇野会員、木村会員、澁谷会員、渡邊

会員 

 

 

 

 

 

                               

■例会予定                

12 月 9 日（月）内部卓話 澁谷明広会員 

＊同日 例会終了後定時総会を行います。 

12 月 16 日（月）E 例会（社会奉仕委員会） 

12 月 23 日（月）クリスマス例会 

12 月 30 日（月）休会 

10 月 21 日（月）E 例会（担当：米山委員

会） 

10 月 28 日（月）内部卓話：吉田淑子会員 

■地区内外行事                                 

12 月 14 日（土） 地区 R 財団セミナー 

 


