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国際ロータリー第2790地区第12分区

＜社会奉仕委員会＞

社会奉仕基金発表

渕上

啓太委員長

松戸北ロータリークラブ

本日の社会奉仕基金は、3,784円でした。
ご協力ありがとうございました。

＜出席・親睦委員会
◆高崎

卓哉会員

2017－2018年度

諸事御祝発表＞

正司

進委員長

（昭和41年11月13日生まれ）

おめでとうございます。

＜ニコニコ委員会＞ 本日のニコニコ発表

吉田

俊一副委員長

11月22日（いいふうふの日）にパートナーと第２の人生に入りました。
やっと人並みの生活が出来そうです。これからも宜しく。
（浅野 久会員）

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

第2181回 例会 2017年11月29日

社会奉仕基金

3,784円 《会報編集委員》沖昌彦・長島 正巳・髙橋修・野澤新之助

■ 国際ロータリー会長 イアン H.S. ライズリー

■ 例 会 日 - 毎週水曜日12：30より（第1例会18：30）

■第2790地区ガバナー

寺嶋 哲生

■ 例 会 場 - 流山市前ヶ崎717「柏日本閣」

■第12分区ガバナー補佐

安蒜俊雄

■ 事 務 所 - 松戸市八ヶ崎1-11-13

■松戸北ロータリークラブ会長

平田

洋一

■TEL/FAX- 047-711-5950 / 047-711-5910

■松戸北ロータリークラブ幹事 大川

高明

■Web/Mail- www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp
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＜第２１８1回：例会プログラム＞
12:30 点鐘
ロータリーソング斉唱
12:30 お客様紹介
12:35 会食
13:00 例会再開
会長挨拶
幹事報告

平田洋一会長
【♪奉仕の理想】
髙橋一彦会長エレクト

平田洋一会長
大川高明幹事

13:05 ロータリー情報研究会に参加して（順不同）
大川高明会員・大川隆永会員・関 征啓会員・沖
野澤新之助会員・鈴木悦朗会員
13:20 【委員会報告】
■社会奉仕委員会
■出席・親睦委員会
■ニコニコ委員会
13:30

点鐘

社会奉仕基金発表
諸事御祝発表
本日のニコニコ発表

渕上
正司
吉田
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（前ページより）
東京にもいろいろなクラブがありますが、私が地区委員をさせていただいた時にセミナーに参加い
たしました。
セミナーに参加したときの隣の席がミズノスポーツの社長でした。大きな会社の社長さんと一緒に
なって1つのことをやるという事はなかなか無いのかなと思います。
また、最初に松戸クラブにメイクアップをしたときにお迎えしていただいた方が圡屋さんでした。
低姿勢で立派な方だなと思っていたら、パストガバナーで活躍している人でした。外に出ていくと
自分を磨くチャンスが開けているのではないかと思いますので、ぜひ地区委員をやっていただきた
いと思います。（鈴木 悦朗会員）

昌彦会員

啓太委員長
進委員長
俊一副委員長

平田洋一会長

＜会長挨拶：平田洋一会長＞
みなさんこんにちは、今週末にはもう師走です。１２月にはいると「あ！！」とい
う間に今年も終わってしまいます。慌しくなりますね！！
忘年会が続く方も多いと思います。みなさんくれぐれも飲みすぎ食べすぎには気を
つけてください。
１月の職業奉仕月間は会員の仕事について若手より発表頂くことになっております
が、プログラム委員長より先駆けで今日の例会で私の会社について発表の依頼があ
りました。
つきましては私の会社及び職業奉仕について本日お話したいと思います。
東洋エニシア株式会社の経営理念と行動指針を紹介させて頂きます。
経営理念
「縁を架け橋として喜び・幸せ・信頼を送る」
一、「喜び」を贈る為に、お客様の笑顔と満足を企画提案します
一、「幸せ」を贈る為に、目標に向かって会社全体で取組む姿勢を大切にします
一、「信頼」を贈る為に、時代のニーズに挑戦し続け、社会に必要とされる企業を目指します
行動指針
当社は、経営理念の実現の為に行動指針を実践いたします
一、商品・サービス・企画など全てに対して真心を伝える事のできるプロに徹します
一、利益を生む為には、「全ての事が情報収集から始まる」という意識改革及び実現力を高めます
一。贈答文化を勉強し人と人の繋がりを大切にします
一、行動指針が、社員全員に伝達され、理解されるように工夫いたします。
これが、わが社の経営理念と行動指針ですが社員への落としこみの難しさを実感しています
私の会社は元々メーカーでも、職人でもないので一つの事をやり続けていても技術がないので限界
があります。という事はドメインを広げ続けることが要求されます。
そのドメインを広げるに当り、「いつ、なにを、」の課題が第１ハードルと成り、見つかったとし
ても今度は従業員に落とし込む事が第２ハードルとなります。
ギフト販売からのスタートでドメインの拡大の難しさを感じながら現在は、天然水を富士山と京都
から採水してメーカーとしての事業を展開しています。
その他に不動産事業は取手と松戸でコンテナボックス事業をしておりましたが、現在では松戸でワ
ンルームマンションと賃貸事務所の事業をしております。

１０月２０日（金）、情報研修会に参加して
初めに「ロータリアンであることを誇りに思うか」の問いに手を上げにくいことも
あってか誰も手をあげませんでした。次に「ロータリーは好きですか？」の問いに
は多くの会員が手をあげました。
私も好きですかの問いに手をあげました。ロータリーに入って4年３か月になりま
す。研修リーダーのもと勉強会に参加してロータリーの歴史、定款・細則、多くの
諸先輩の講演内容等を学び表面的ですがロータリーが少しわかった気がします。
研修会のグループディスカッションで私はいつも言っていることですが「ロータ
リーに入って良かったことは多くの人と知り合い、楽しく、充実した日々を過ごせているからで
す。」と答えました。
石井会員と崎谷会員からロータリーに誘われていなかったら、定年後寂しい日々だったと思いま
す。
ロータリーの例会は「ロータリーの例会は人生道場であり、お互いに切磋琢磨して自己研鑽を励む
貴重な修練場」と米山梅吉翁が言っていますが、このことも少しわかるような気がしています。
最近は町内会や町の神社のお手伝い等も行っており、町会でも多くの人と交流も加わって忙しいで
すが楽しんでいます。
最後に情報研修会は地区の行事で興味がなく参加していない方も多いかと思いますが、ロータリー
を見直すにはいい機会だと私は思います。
これからもロータリーの例会や行事にできるだけ参加し皆さんと過ごせればと思います。
（大川 高明会員）

ロータリアンとして誇りを持つために必要な事
①奉仕活動に参加すること。
・海外に対する国際奉仕活動を通じて現地の方から感謝のお言葉を頂戴すると自分
がロータリアンであることを実感し誇りを持つことが出来る。また、自分の所属
するクラブに対して誇りを持つことが出来る。
・東日本大震災の際に東漸寺に被災者を受け入れたところ、全国のロータリアンよ
り多大なる支援を頂いたことがある。ロータリーの持つ力を知り改めて誇りを持
つことが出来た。
②与えられた役職を受ける。
・地区委員を引き受けると素晴らしい方と会える。
③ロータリーについて知る事が必要である。
・ＲＬＩに参加しロータリーを知る。
・メーキャップ等を通じて他クラブの活動を知る。
・ディスカッションを通じて他のロータリアンの考え方を知る。 （大川

隆永会員）
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先日松戸商工会議所にて行われました合同の親睦委員会に初めて参加させていただ
きまして、「自分にとってのロータリーとは?」というお題に対して他クラブの方の
考え方や、昔のロータリーはこんな会だったよとかをお聞きしましてロータリーク
ラブという会の歴史を感じました。
私は入会させていただいてから5カ月余りですが、北クラブ恒例の芋掘りに参加させ
ていただき、何もお役には立てませんでしたが、奉仕と言う言葉に触れさせていた
だきまして、言葉では何とも言い表せない気持ちを知ることができました。
奉仕の実践は自分1人ではそうできることではございませんが、皆さんとご一緒だと
私にもできることがあると思いました。そして奉仕活動をしていきたいと思いました。
そのためにもっと自分自身を磨いていきたいと思います。（関 征啓会員）
先日参加したロータリー情報研修会のグループディスカッションでグループの方の
ご意見として
‟今のロータリーを誇れない。
ただロータリークラブ全体を変えることはとても大変なので、自身が所属するクラ
ブだけでもきちんと活動して高い職業倫理観をもって日々行動すべきである。“と
ありました
私は入会してまだ日が浅いために、まだ誇りと言えるものはありません。大きな組
織であるロータリークラブという全体像などまだまだ何もわかっていないと思いま
す。
何も知らずにそのように思い感じる事は、これまでを築いていただいた諸先輩方に甚だ失礼だと
思っております。
まずは、所属する松戸北ロータリークラブの組織や年間の行事をきちんと理解し属する委員会の活
動を一つ一つ覚えていき、わからない事は先輩に聞きながら身に付けていく。そして親睦を深めて
いく中で、本当の意味で会の一員となり仲間となれるように頑張っていきたいと思います。
それがロータリアンであることを誇りに思えるようになることにつながっていくのではないかと私
は考えます。（野澤 新之助会員）
情報研修会では、「ロータリーであることを誇りにしよう」というテーマについ
て、いくつかのテーブルに別れディスカッションをしました。
私の班で出た意見としては、「誇り」とはあまり表に出すものではなく、心の中で
持っているものである。
また、とても尊敬できる人との出会いがあったことが誇りだとか様々な意見が出ま
した。
北クラブでの活動で振り返ってみますと、毎年恒例の芋ほりがあります。今年は天
候の関係で例年より出来が良くなく、子供たちに喜んでもらえるか不安でした。
しかし、芋ほりを始めてみますと、子供たちにはそんなことは全く関係がなく、本当に楽しそうに
芋を掘っていました。子供達が喜び、それを見て自分たちもうれしい気持ちになる。どちらか一方
ではなく、双方が同じような気持ちを共有できる活動ができるということこそが、ロータリーの
「誇り」なのかなとディスカッションをしながら思いました。（沖 昌彦会員）
ロータリークラブに属しているわけですから、自分のクラブをしっかり参加するの
はもちろんですが、自分のクラブ以外もメイクアップしたほうが良いのではないか
なと思います。地区委員をやらせてもらったときに、いろいろなクラブに接する機
会がありました。クラブよって大切にしているものに違いがあります。
ロータリークラブは世界に広がっているもので、ロータリーの大きな目的はいろい
ろありますが、主に世界平和に向かっての奉仕の理想と親睦を深めていくことでは
ないかなと思います。
そういう意味で自分のクラブだけでなく、他のクラブにも参加してみると良いと思います。
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不動産事業がパワーアップしたのはこのロータリークラブに入っていたから知識が増えた事で実現で
きたと思います。
利益が１０円ギフト事業の商売をやっていると不動産は夢のような商売です。しかし当社の基本であ
る、ギフトでいいますと「人と人の結びつきのお手伝い」、天然水では「日本の自然と歴史を感じる
軌跡である、天然ミネラルの豊富な天然水を提供する」
この２点を社員と共に社会に広める事が社会貢献と信じ、これからもこの基本理念を踏まえ全力で取
組んでまいりたいと思います。
この北クラブで、奉仕活動のドメインを増やすのも簡単ではないと思いますが、優秀な会員の方々が
過去どのように事業や奉仕活動のドメインを広げ、成功されているのかを参考に出来ればロータリー
活動の価値も上がると思います。
最後になりますが本日は、ロータリー情報研修会に出席して頂いた方からの感想を卓話として発表が
あると聞きました。それぞれ、いろんな感想をもたれた方がいると思います。
自由な感想を述べていただければと思います。楽しみにしていますのでよろしくお願いします。
以上会長挨拶とさせて頂きます。

＜幹事報告：大川高明幹事＞
・例会変更のお知らせ
松戸西ロータリークラブ
１２月１９日（火）クリスマス家族例会に変更 柏日本閣
１２月２６日（火）夜間移動例会に変更
松葉鮨
松戸ロータリークラブ
１２月２０日（水）クリスマス家族例会に変更 聖徳大学10号館14階スパンカ
１２月２７日（水）
定款第８条 第１節により休会
・１２月のロータリーレート １ドル＝１１２円です。

ロータリー情報研究会に参加して
テーマ「ロータリアンであることを誇りにしよう」
入会して3年目ですが、ロータリアンとして誇りに思うか？と問われても ＮＯでも
ないが、ＹＥＳでもないというのが本音でした。
同席した各クラブの参加者とも同意見であったのが「誇りまでは感じていないが、
ロータリーは居心地が良いので好きではある」とういう率直な気持ちでした。
他のクラブの雰囲気は解りませんが、私自身が松戸北ＲＣに感じているようにそれぞれのクラブと
肌が合うとういうところが、前回ディスカッションで同席した方々の共通点であったので結構フラ
ンクな話しをしながら時間を過ごす事が出来ました。
その中でロータリーバッチに対しての思い入れのような話しも出ましたが、まだ私自身は例会以外
でバッチを付けて行動するのは躊躇があります。ですが、同席者の中では半数の方が常時バッチを
付けているとの事でした。
まだ私自身がロータリアンを名乗るのに自信が無いからだなと感じました。
今回のテーマであります「ロータリアンとして誇りに思えるか」がいつになるかは何とも言えませ
んが、私自身の中では「親睦」というキーワードから、様々なお付き合いを通して、今後 先輩方
のご指導を受け、クラブの一員として盛り上げていければと思っております。（小澤 直之会員）

