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月間テーマ（4月）

第1194回（本年度 第37回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のクラブ移動例会開催をユニバーサル園芸社様のご厚意によ
り、ご快諾頂き感謝申し上げます。

ご多忙のなか、例会から森坂社長様、阿部副社長様にご出席頂き、森
坂社長様には卓話として貴重なお話しをお聞かせ下さる事に心より
感謝申し上げます。

本日のプログラム

次回 4/19 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　大阪市商業地の地価動向
　村上 俊二 会員
■第3回 ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■第11回 5月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「花」
●卓話　リンゴの話
　西田 末彦 会員
■戦略計画委員会
　11：30～　寿3



2017-18年度第1193回（第36回例会）
幹事報告 (4/5)

幹事  辻 義光

■本日は（株）ユニバーサル園芸社様での移動例会
です。

卓話は（株）ユニバーサル園芸社代表取締役社長
森坂拓実様です。よろしくお願いいたします。

■4月12日（木）の卓話は村上会員です。村上会員よ
ろしくお願いいたします。

■4月19日（木）の卓話は西田会員です。西田会員よ
ろしくお願いいたします。

■4月26日（木）の卓話は岡本会員です。岡本会員よ
ろしくお願いいたします。

■本日、米山奨学生オリエンテーション＆懇親会が
あります。

　場所はヴィアーレ大阪2階クリスタルルーム

ユニバーサル園芸社様は、「人生二度なし」「ハング
リー精神」を二つの「創業の精神」とされ、1968年の
創業から現在に至るまで、経営の根幹とされてこられ
ました。

「経営理念」として、「社員へ」「お客様へ」「国家へ」
「世界へ」この四つのメッセージの思いを明確に示し
ておられます。先程、園内を散策しながら何名かの社
員の方に質問を交えてお話しさせて頂きましたが、
社員の方々にこれらの理念がしっかりと活かされて
いると感じた次第であります。

後程、森坂社長様から創業の精神や経営理念につ
いて貴重なお話しをお聞かせ頂くことになっており
ます。

最後にお世話下さいました早瀬職業奉仕委員長と委
員の皆様に感謝申し上げます。

①16：00～16：40　新カウンセラー対象オリエン
テーション

②16：45～17：30　合同オリエンテーション

③17：45～19：40　懇親会

　会長、米山奨学委員長、ご出席お願いいたします。

■本日、次年度新IM6組の次年度会長・幹事会があ
ります。

　１．日時：2018年4月5日（木）18：00

　２．場所：太閤園

■2018-19年度のための地区研修・協議会のご案内
です。

　１．日時：2018年4月7日（土）
　　  登録開始12：00／開会12：30／閉会17：30

　２．場所：大阪国際会議場10F　1003

　３．出席義務部門：①会長、②幹事、③SAA、④クラ
ブ奉仕、⑤職業奉仕、⑦社会奉
仕、⑧国際奉仕、⑨青少年奉仕、
⑩ロータリー財団、⑪米山奨学

●誕生日
小林 俊明 ［12日］
北村 　薫 ［14日］
戸田 佳孝 ［28日］

●事業所設立記念
吉田 　了 　丸住株式会社［昭和31年］
村上 俊二 株式会社サンキ［昭和43年］
金森 市造 金森歯科医院［昭和47年］
福田 忠博 株式会社天満橋鑑定事務所［昭和54年］
小林 俊明 小林俊明法律事務所［昭和58年］
木村 眞敏 木村眞敏法律事務所［昭和60年］
満村 和宏 堂島総合法律事務所［平成  5 年］

●結婚記念日
小林 俊明 ［  1 日］
安達 昌弘 ［  2 日］
栗山 博道 ［  8 日］
吉田 　了 ［  8 日］

Congratulations!4月のお祝い4月のお祝い



このような機会をいただき有難うございます。初めに
このガーデンセンターに来たことがある人おられま
すか？

→4名挙手。ありがとうございます。なかなかご縁も少
ない中で、早瀬さんとは30年を超える長いつきあい
で色々と面倒を見ていただいて感謝しております。元
気が良い中小企業という本に私を推薦いただきまし
た。株主でもなっていただき、またこういった当社を
ご紹介する機会もいただき感謝しております。

私は茨木のロータリーに40代で1年だけ誘われて入
りました。

ただ京セラの稲盛さんの塾でストイックな内容を学
び、40代の未熟な自分はロータリーは早すぎたので
はと思いすぐに辞めました。

60になった時に誰か誘ってくれないかと思っており
ましたが、そのお誘いもなく創業から50年経ち70に
なってしまいました。。。

この会は立派な方が入会しお集まりいただいており
ますので、私は創業50周年記念と思いお話しさせて
いただこうと思います。

私はあまり自分の宣伝をするのは良くないと思いま
したが、最近は自分にはっぱをかけるために大きな
ホラを吹いて自分にプレッシャーをかけようとしてい
ます。この会も自分にプレッシャーをかける場にした
いと思います。

①大ぼらを吹きたい

当社は園芸会社ですが、関連する業種にお花屋、

中東地域の話

福田 忠博 会員

造園屋とありますが、日比谷花壇はお花屋では
250億を売っており、そのような会社は世界でもな
く世界一の花屋です。

富士山のように君臨をしていて、造園では住友林
業の子会社の住友林業緑化が250億やって君臨
しております。

現在では造園では池や石、松などを置くようなこと
はなく、造園の単価は落ちていっていますが、住友
林業緑化は成長していっていると思います。

園芸は造園と花屋の間に挟まれていますが、私は
絶対に250億、300億になる、絶対にやるんだとい
う思いが実現する道だと思います。

死ぬまでにやるということをこの場にかりて公言し
て頑張ってゆきたいと思います。

②上場

この業界で上場したことは、がんじがらめに縛られ
ることも多く、同業から意味があるのかと言われます。

証券会社から情報・採用に有利に働くと聞きまし
たが、そんな簡単ではありません。

私は上場が一番有効と思うのは、大きな劇場の舞
台で演じる機会を得られたことと思います。

演技が良ければ、拍手も受けて応援してくれる。演
技が悪ければ株価も受けられ見捨てられる。

今は株主は3,000名以上いますが、下手な演技な
らば売られて見捨てられてしまいますから、ホラを
吹いて頑張るしかありません。

私は「人生二度なし」という死生観がありますので、
ホラを吹き、自分にプレッシャーをかけて、この業
界で足跡を残してゆく人生を決意しました。

③エール・戦略

私はお渡しした資料にありますように、60歳から会
社を伸ばすことが出来ました。年齢が高い方はあ
まり参考にならないかもしれませんが、60でも高
齢ということはなく、決意で伸ばすことはできます。
その一つの参考にしていただければと思います。

当社の主力事業であるレンタルグリーンは都市中
心、ビルがたくさんある三大都市圏でないと商売
はしにくい業態です。その都市圏を視野に入れて

事業をしました。

そのため海外も視野に入れて、上海も0から進出し
て約10年近くになります。ただ商売を伸ばすのに0
からだと時間がかかるため、アメリカではM&A戦
略で事業を買っていっています。

日本ではなかなかM&Aは出来ませんが、アメリカ
ではM&Aをすること自体が抵抗もない文化となっ
ていますので、ぜひ伸ばしてゆきたいと思い進め

ております。

レンタルグリーン事業は、関連する商売として、胡
蝶蘭を送ったり、造園をしたり、造花をしたり、関連
する商売が出来ます。私はそれをコツコツ堅実に
してゆくことが、会社を成長することが出来たと
思っています。

50年を振り返って、小さな業界ですがある程度成
果を残せた一番の理由としては、経営者の中で一
番私欲がなかったと思います。

成功している人は私欲が少ないと言います。上場
というのは私欲を捨てないといけないことも多い
ため、一つの成功のためのきっかけになるのでは
と思います。

私も年齢を重ねると私欲が増えますが、葛藤しな
がら今後も頑張ってゆきたいと思います。

④宣伝

ネットでお花を簡単に買うことが出来るシステムの
「ハナテラス」というのも当社もありますし、お花や
緑のご相談があれば何でもおっしゃってください。

最後にこの縁を生かして頑張ってゆきます。この度は
このような機会をいただき有難うございました。

卓話

早瀬 道園会員、 講師 ： ユニバーサル園芸社 代表取締役社長　森阪 拓実 様
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会員研修小委員会及び
親睦活動小委員会合同懇親会
2018年4月5日（土）18：30より、Kiitos（キートス）に
て会員研修小委員会及び親睦活動小委員会の合同
懇親会が開催されました。

カウンセラー  嶽下 勇治
国際ロータリー第2660地区
2018学年度米山奨学生オリエンテーション
2018年4月5日（木）ヴィアーレ大阪において、米山奨学生オリエンテーションが開催されました。

これにより正式に米山奨学生が誕生しました。お名前は台湾出身のショウさんです。これから1年間皆様と共に、
奨学生としてふさわしい学生に導き育てていきたいと思っています。

皆様方の温かいご支援とご協力をお願いいたします。

【確認、報告事項】

1. 出欠確認、配布資料の確認

2. 三クラブ合同懇親会打ち合わせ事項について
実施した事業内容を報告

3. 6月9日～11日台北福齢RC訪問時に国際奉仕員会
との合同懇親会について
・当日の出席者確認

・事業内容の説明

日　時：2018年4月5日（木）17：45～18：00
場　所：Kiitos（キートス）
出席者：木村（眞）・北村（譲）・金森・北村（薫）・辻（一）・梅原・
　　　　前田・丸山　 以上8名（敬称略）
議事進行：北村委員長
議事録作成：藤本副委員長
配布資料：
 1. 第13回 親睦活動小委員会レジュメ
 2. 第13回 親睦活動小委員会出欠表
 3. 第12回 親睦活動委員会議事録

第13回　2017-18年度
親睦活動小委員会議事録



次年度幹事  藤本 淳司

●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 2名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 86.20 %
3月14日の修正出席率 96.55 %

●メイクアップ
北村 　讓   3 月14日 太閤園3RC懇親会
満村 和宏   3 月14日 太閤園3RC懇親会
岡本 啓吾   3 月14日 太閤園3RC懇親会
戸田 佳孝   3 月14日 太閤園3RC懇親会
梅原 一樹   3 月14日 太閤園3RC懇親会
高島 凱夫   3 月14日 地域リーダー研修
  セミナー　シカゴ
栗山 博道   3 月17日 IM6組インターシティー
  ミーティング
村上 俊二   3 月17日 IM6組インターシティー
  ミーティング
坂本 　恵   3 月17日 IM6組インターシティー
  ミーティング

ニコニコBOX

辻（義）：本日は有難うございます。

木村：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

辻（一）：先日の3RC歌合戦応援有難うございました。
半分をニコニコします。

吉田：ニコニコ

高島：早瀬委員長はじめ職業奉仕委員会の皆様、有
難うございます。

金森：例会出席のための車の手配、有難うございます。

前田：本日はよろしくおねがいします。

村上：森坂社長の卓話楽しみです。ニコニコ

檜皮：ユニバーサル園芸社の皆様、本日の移動例会
大変お世話になります。

満村：ニコニコ

栗山：移動例会有難うございます。ニコニコ

戸田：ユニバーサル園芸社の皆様、手厚きお世話に
感謝いたします。

本日合計 : ￥42,000
累　計 : ￥1,560,000

5
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●本日のゲスト
ゲストスピーカー
 ユニバーサル園芸社 社長　森坂 拓実 様

2018-19年度　地区研修・協議会
2018年4月7日（土）、大阪国際会議場にて2018-19年度地区研修・協議会が本会議12：30～14：50、部門別
協議会15：00～17：30の予定で開催されました。お忙し中、皆様にはご出席頂き、誠にありがとうございました。

次年度に向けてのご協力をこれからも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。


