
『冠婚葬祭業の現状と今後』
　新会員　西村　一芳さん
　　㈱西九州新生活センター
　　代表取締役社長

１．会社概要の説明
◦㈱西九州新生活センター
　設立：昭和23年9月10日→現在67期
　事業概要：冠婚葬祭互助会
　	飛鳥会館・アイトワ・みやこ衣裳及び互助
会事業を佐世保市内、伊万里にて展開
　	葬儀5店舗、婚礼2店舗、衣装2店舗、法事
会館、互助会（内容説明）

◦㈱アスカフューチャークリエイト
　設立：平成13年5月1日→現在13期
　	事業概要：居酒屋（北前そば高田屋）、印刷
業、生花、フォトスタジオ（小さな結婚式・
リトルマリー・常盤町）

２．経営理念及び方針
◦経営理念＝今日の誓い
　一．	お客様第一主義を規範とし、我社の総

力をお客様へ向けます。
　一．	お客様あってこそ、我社の発展があり

ます。お客様へ心を込めた感謝と奉仕
で貢献します。

　一．	お客様からの要求を120％の良心で満た
し、100％の信頼と満足を頂きます。

　一．	お客様から頂いた、昨日までの信頼を
今日の最低の満足として、なお一層努
力します。
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◦経営方針確認書
　経営方針確認書を毎年作成全社員に配布。
　	一年の行動指針を細かく入れた確認書を配
布。
　	経営理念や方針、その他目標達成に向けた
社長の想いや決まり事を記載。

◦戦略図
　	各部署の管理職を中心に目標達成に向けた
行動目標や役割分担予算等の行動目標を記
載。社員中心に作成し役員が承認後決定・
実施。未実施にはペナルティー。

３．冠婚葬祭業の現状と今後
▼婚礼
　HPやスマホ、SNS等の普及により、昔は東
京でやっていた事が10年後に九州に来ていた
が、今は数年、早くて数ヵ月で九州に来てい
る。
　また、今後は更に人中心の真心の施行はも
ちろん、集客においてはネット対策が鍵にな
る。特に婚礼はHPを5、6ヵ所見てからその中
の3社ほどを見学する。
　20年前＝媒酌人90%以上
　主導権→両親　
　離婚率10%

　現在＝媒酌人10%以下
　主導権→新郎新婦→特に新婦
　離婚率40%

◦婚姻組数（13年度・リクルートゼクシィ調べ）
　1,863組（旧佐世保市）
　　→婚礼組数　婚礼実施率	51%（952組）
　　　5年以内の離婚率は30%



◦	既存の婚礼取り込み及び結婚式をしない層へ
の対応（毎年900組）。フォトプランや少人数
の結婚式をリトルマリー（常盤町）にて対応。

◦	今後は婚礼全体組数は少しずつ減っていく
が、社員教育・会場・料理・HPの充実はも
ちろん、価格もリーズナブルにし、皆さん
が楽しんでいただける感動ウェディングの
提案及び列席者も参加できるイベント型ウ
ェディングの確立によりシェアを確保。（サプ
ライズやフラッシュモブ）

▼葬儀
　	現状＝超高齢化社会による死亡対数の増加
は見込めるものの、会葬者減や家族葬、直葬
のニーズによる少人数化・低価格化が課題。
◦	互助会の獲得はもちろん、事前相談の強化
や地域における感謝祭（各斎場）の開催など
でアピール。
　＊待ちの営業から攻めの営業。

◦	その他（広報課の活動として）
　	終活セミナー、葬儀セミナー、弁護士によ
る法律セミナー（相続等）

◦	各老人会、自治体、企業訪問を実施。

▼今後
◦	更なるサービス業への移行
◦	新たなマーケティングの確立
　	HPよりの受注体制の充実及び事前相談の
強化。
◦	小規模斎場の地域展開→会葬者の高齢化に
より近くの斎場の確立及び展開

▼家族葬について
　	予算が無いから、低価格だから、家族葬で
はない。
　	大小に拘らず遺族それぞれの故人に対する
思いや送り方。
　＊	通過儀礼とは、人を思う気持ちや人に対
しての感謝を形にする日本人が本来持っ
ていた精神性です。

▼最後に
◦	企業は人です。今後とも人づくりを再優先
しお客様から「感動した」「あなたに任せ
て良かった」と言われるような冠婚葬祭の
施行を通じて地域に貢献して行きます。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ビジター
　佐世保南RC　山口　富嘉さん

	 副会長　平尾　幸一
　一昨日の10月20日、安福鴻之
助パスト会長が「ソムリエ・ド
ヌール（名誉ソムリエ）」に就任
されたことを祝う会が、れお・
リオンドールで開催され、安福
パスト会長秘蔵のワインを多数
いただくことができました。出席者は、佐世
保ワイン会のメンバーと、佐世保RCのワイン
クラブの催しに参加されたことがある会員が
中心でありました。
　副会長をお引き受けした時から、例会での
挨拶について、いろいろと考えてきました
が、最近、ふと気づいたことがあります。そ
れは、日本国国歌の「君が代」です。私は、
佐世保RCに入会する前は、君が代を歌う機会
はほとんどありませんでした。せいぜい、子
供の卒業式に出席できた時に斉唱するくらい
でした。当クラブの会員の皆様の職場では、1
年の間に1回は斉唱されることがおありでしょ
うか。皆さんの顰蹙を買うかもしれません
が、私の職場では君が代を歌うことはまずあ
りません。佐世保RCに入会して毎月の第1例
会で君が代を歌うようになって、いろいろな
意味で身が引き締まるような気持ちが致しま
す。私にとって、佐世保RCに入会して良かっ
たことの一つです。
　君が代の歌詞の中に「さざれ石（細石）」と
いう言葉が出て参ります。学術名は「石灰質
角礫岩」ということで、いろいろな種類の小
石の隙間が炭酸カルシウムや水酸化鉄によっ
て埋められて、コンクリートで固められたよ
うな外観をしているものもあります。君が代
の歌詞の中では、小さな石が巌となり、さら
にその上に苔が生えるまでの長い年月を表す
比喩として用いられています。
　日本国はもちろん、佐世保RCも末永く繁栄
していくように、これからも気持ちを込め
て、君が代を斉唱していきたいと考えており
ます。
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会 長 報 告

例 会 記 録



　現在、RAC例会のご案内は委員会関係者のみ
にご通知しておりますが、メークアップの必要な
方は、是非ご出席をお待ち申しあげております。
　又、昨日はRACにも入っている米山奨学生の
CHIさんを、北松浦RCの例会にお連れしまし
た。米山奨学生の出前卓話をする為です。佐世
保RCで卓話した時より数段上手になっており、
北松浦RCの方々が大変楽しそうに聴いておられ
ました。

	 親睦活動委員会　前田　文智
○結婚記念月のお祝い
　井上　斉爾・三穂　さん	ご夫妻（1日）
　坂元　　崇・泰江　さん	ご夫妻（1日）
　大神　吉史・ひろみさん	ご夫妻（1日）
　古賀　　巖・良子　さん	ご夫妻（6日）
　佐保　　榮・三枝子さん	ご夫妻（10日）
　西村　一芳・洋子　さん	ご夫妻（10日）
　山口　剛史・恵美　さん	ご夫妻（11日）
　田中丸善弥・美加　さん	ご夫妻（17日）
　有薗　良太・香津美さん	ご夫妻（21日）
　前田　文智・三佳子さん	ご夫妻（21日）
　佐々木秀也・美智子さん	ご夫妻（23日）

	 ソングリーダー　髙田　俊夫
	 井手　孝邦
「里の秋」合唱
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	 幹事　納所　佳民
１．第2740地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　地区社会奉仕委員長	 坂井　智照さん
　社会奉仕セミナー開催について（ご案内）
　　日時／2014年12月7日㈰　13:00受付
　　会場／東彼杵町総合会館
　　出席者／	クラブ会長、クラブ幹事、クラブ

社会奉仕理事（委員長）

２．第2740地区	ロータリー財団委員長
	 　山田　　晃さん
　	地区ロータリー財団セミナー（10月12日）ご出席
のお礼

３．地区大会実行委員長	 緒方　　聖さん
　⑴青少年プログラム功労者ご推薦のお願い
　　	永年青少年プログラムにご尽力いただいて
おります次の方々をご推薦

　　①	国際青少年交換プログラム　永年ホスト
ファミリー（目安として5回以上）

　　②米山記念奨学生カウンセラー
　　③財団奨学生カウンセラー

　⑵	懇親会会場へのご移動は会場の駐車場が手
狭の為、文化会館とのシャトルバスをご利
用ください。

4．第2740地区ガバナー事務所
　ホームページ更新のお知らせが届いております。

５．佐世保西RC	 会長　㟢田　誠伸さん
　　実行委員長	 山口　管律さん
　創立45周年記念例会ご臨席のお礼

６．地区ローターアクト代表	 吉井　将平さん
　　地区広報	 川添　大樹さん
　ローターアクトニュース9月号が届いております。

ローターアクト委員会	 委員長　増本　一也
長崎国際大学ローターアクトクラブ
例会のご案内
　日時／平成26年10月23日㈭
　　　　18:30点鐘
　会場／	ホテルオークラJRハウス

テンボス

幹 事 報 告

委員会報告

慶　　　祝

歌の時間



	 親睦活動委員会　古賀　　巖

井手　孝邦さん
　お久しぶりです。約1年と5ヵ月の休会でし
た。入院中はクラブよりお見舞いをいただき
ありがとうございました。
　病名は急性骨髄性白血病、昨年の8月に臍帯
血移植をしまして一命を取り留めました。ま
だ味覚障害があって、食事はままなりません
が、例会にもぼちぼち出席しようと思いま
す。今後ともよろしくお願いします。

松本　英介さん
　井手孝邦さんの復帰をお祝いしてニコニコ
します。

平尾　幸一さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、松本　英介さん
米倉洋一郎さん、前田　文智さん
古賀　　巖さん、長富　正博さん
芹野　隆英さん、松尾　　貴さん
吉田　英樹さん、池田　真秀さん
黒木　政純さん、古賀　久貴さん
増本　一也さん、木村　公康さん
河原　忠徳さん、富永　雅弘さん
圡井　弘志さん、梅村　良輔さん
小川信次郎さん、石井　正剛さん
　西村一芳会員の卓話に期待してニコニコし
ます。

井上　斉爾さん、古賀　　巖さん
西村　一芳さん、田中丸善弥さん
有薗　良太さん、前田　文智さん
佐々木秀也さん、大神　吉史さん
　	結婚記念日のお祝いありがとうございました。

大神　吉史さん
　	誕生日祝いをいただきありがとうございま
した。先々週欠席しましたので。
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（今週の担当　池本　仁史）
（カメラ担当　岡村　一郎）

＊11月  例会予定＊

11月５日	 新会員　松原　　健さん
	 　㈱テレビ長崎	　佐世保支社長

11月12日	 名誉会員　米海軍佐世保基地司令官
	 　Mattew	D.Ovios	様

11月19日	 新会員　小川信次郎さん
	 　西部ガス㈱　佐世保支店長

11月26日	 佐世保RC	ロータリー財団委員会
	 資金推進・財団・米山副委員長
	 　溝口　尚則さん

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月 5 日㈬　17:15〜
　　　11月19日㈬　17:15〜
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月13日㈭　18:30〜
　　　11月27日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されます
と、メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

ニコニコボックス ニコニコボックス	 本日合計	　37,000 円

	 累　　計	 381,000 円

◇

委　員　池本　仁史 ・ 川口　博樹
　　　　岡村　一郎 ・ 山口　剛史


