６月はロータリー親睦活動月間
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例会報告 ＶＯＬ．５５ Ｎｏ．３６（Ｎｏ．2555） ５月２３日（水）曇り （司会 大塚令昌委員長）
本例会での主な事項
◎会長挨拶
◎会員卓話
河合恒芳会員・宮代 尚会員
諸 報 告
親睦活動委員会 石塚利明委員長
明日の親睦ゴルフ大会は、水海道ゴルフクラブに８時３０分集合、９時２４分スタートです。組合せは当日発表
致します。
米山記念奨学会 島田 勝委員長
５月１２日、１３日の研修視察旅行が滞りなく終了することが出来ました。ご参加の皆様、御協力ありがとうござ
いました。
２０１８－２０１９年度 古矢 満幹事
２０１８－２０１９年度 予算（案）について・・・別紙の通り ・・・承認・・・（案）をお取りください。
事業計画は、６月２７日締切となります。ご提出お願いします。
幹 事 報 告
倉持功典幹事
週報受理クラブ
なし
例会変更通知
牛久ＲＣ ５月２８日（月）午後７時より 甲子亭
６月３日（日） 午後６時より 牛久シャトーレストランキャノン
５月２７日（日）地区大会のバスは、７時４０分 白井石油さん前より出発します。
会 長 挨 拶

石塚克己会長
５月第４週の挨拶を申し上げます。
５月最終例会になりますが先々週から今日にかけて数々の委員会事業、クラ
ブ研修会、会員関連イベント続きになりました。ご参加ご出席、大変お疲れさま
です。
次年度クラブ協議会では染谷（秀）会長エレクト、古矢会計の並々ならぬ情熱
とやる気を感じました。また米山梅吉記念館研修視察では米山奨学会委員会
の皆様には大変お世話になり楽しい２日間になりました。土浦ロータリークラブ
創立６０周年記念式典が１２日にありましたが、瀬戸さんが出席してくださいまして、行くことができました。第１
回目のときは４０代だったのか・・、記念館ガイド女性スタッフも１６歳年を取ったのか・・と感じ、さらにロータリ
ー漬けになっている今年度の我が身には案内スタッフの説明及び米山氏の偉業と功績がなぜか今まで以上
に心に響いてきました。
また職業奉仕委員会主催の職場訪問でもアサヒビール工場のハイテクにただただ、驚くばかり。RC 合同
納涼会や園の子どもたちとの見学で何度か足を運びましたが新鮮なひとときでした。職業奉仕委員会の斎藤
さん、お土産を付けていただきありがとうございました。早速、冷蔵庫に冷やして夜飲もうとしたら、息子に全
部飲まれてしまいました。
さて今週もあすの親睦ゴルフコンペ、土日に２８２０地区大会が控えていますが、もうひとがんばりと言った
心境です。
ロータリーの祭典でもある地区大会へのかかわりや楽しみもまた格別で、私は毎年、ネクタイを購入します。
実は職場で子どもたちと筑波山に登った際も必ず杖を買いますが、「こんなに買ってきてどうするの」と家内
にたしなめられます。それでも毎年参加できた証しでもあり、不審者、泥棒退治用に職場や玄関に用意して
おきます。
ネクタイ購入も同様で、日頃お世話になっている方へプレゼント用にもしています。バッジも今年度から変
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わったようですので、販売コーナーにてチェックされてください。
本日は河合さん、宮代さんの新会員卓話になります。どうぞよろしくお願いいたします。
年度始まりのとき、必ず毎例会マイクを持つ会長幹事、プログラム、出席、ＳＡＡメンバー以外に「できるだ
け多くの会員が話す場を増やしてみたい」と大塚プログラム委員長と打ち合わせをしました。今日までセミナ
ー研修会等の報告はもちろん、多くの会員がかかわりを持っていただき、大変感謝しています。
例会プログラムという点で九州北部豪雨災害に見舞われた甘木ＲＣでは委員会ごとに輪番で卓話を担当
していることがホームページで判明します。そうなりますとほぼ全会員が卓話をすることになり、このような運
営もあるのかなと、ぜひ次年度以降に参考にされてください。以上挨拶とします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
時間が余りましたので、２つの事項を報告させていただきます。
①本日午前９時に常総市役所にて倉持幹事、熊谷副会長、染谷（秀）エレクト、荒井会員が出席して「イペ
ー植樹協賛金」を神達市長に届けました。倉持幹事が事業実績報告書を２８２０地区に提出し、事業を完結し
ます。
②交換学生派遣に関するツウンバ RC とのメールやり取りは、とかく時間がかかりがちでした。そこで
FACEBOOK 友達になっているツウンバ RC メンバーの Mark Norman 氏に８月派遣予定のメッセージを
拙い英文で書き込んで みま した 。「 Hi Mark I am MITSUKAIDO ROTARY CLUB2017-2018
President KATSUMI ISHITSUKA.
I am grateful for many years meet and mingle with your club. Two students wish for homestay
after August 15th this year. Please consider accepting with the club. Hope to hear from you soon.
Best regards」・・・すると約１時間後に返信が来ました。
Mark Norman「Hi Katsumi Ishitsuka thanks yes our club pleased to be able host your students
once again our president Amanda Thomas has been telling us about the visit. How can we help ?
Thanks Mark」水海道 RC から何名かの派遣要望があることは既にクラブで周知のようで、出発日と滞在期
間を知らせました。今後、ツウンバとの交換学生事業では FACEBOOK が大いに役に立つものでありましょう。
例会終了後、ある方と瀬戸さんとで「水海道ロータリークラブ FACEBOOK」を制作する予定です。

「５月２３日（水）午前９時 イペー植樹協賛金贈呈」
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会 員 卓 話
河合恒芳会員
皆様、こんにちは。水海道ゴルフクラブの河合恒芳です。ご指名ですので、卓
話をさせていただきます。
当初は、ゴルフ場についての話しをすればいいと思っていたのですが、よくよく
考えてみますと、皆様方のほうが詳しい！ということに気がつきました。ある方か
ら５０数年前のプレオープンのときにラウンドされたというお話も伺い、これはだ
めだなと思いました。
いろいろ考えたのですが、わたしも社会人になって３０年たち、その間に多くの
人と出会うことができ、たくさんのことを教えていただきましたので、感銘を受けたその一部を披露させていた
だこうと思います。
先ず一番目ですが、新入社員のときに、その社長の好きな言葉、座右の銘ですが、「われ以外皆我師」と言う
言葉を教わりました。吉川栄治の作った言葉でそうですが、雲の上の存在の社長の師になれるひとがいるの
か？と大変驚いたのを記憶しています。偉くなる人は違うな。
次に、上司とお昼を食べているときに、なぜか自殺の話しになりました。その上司は、同期入社の同僚が自
殺したことを経験してまして、当時本当につらい思いをしたと話してました。自殺というのは残されたものを傷
つけると。その上司も何故助けられなかったのかと自分を責めたといってました。そして、「人は、仕事（お金）
と健康と家族」の三つを同時に失うと自殺する確率がぐんと高くなると教えてくれもした。確かにそうだと思い
ます。ほとんどの人は三つ持っていると思います。が、一つ失うと連鎖的になくなっていくような感じがありま
す。ですので、家族だけは大事にしないといけないなと思っています。仕事と健康は大切にしていてもなくな
る可能性がありますので。
次に、いわゆる仕事に鬼というような上司がおりました。厳しくご指導頂いた方です。いまでも背筋が伸びる
思いです。あるとき仕事でストレスが溜まらないのか？という質問をしたところ、この上司はお酒を飲まない人
でしたが、おいしいお店をたくさんご存じのいわゆる美食家で、良く連れて行ってもらいましたが、美味しいも
のを食べるのが一種のストレスの解消法だとおっしゃっていましたが、むしろストレスをためないほうがもっと
大切だと。朝７時には出勤される方だったのですが、朝出勤してから仕事の事を考え、会社から出たら仕事
のことは考えないようにしていると。多分そのように努力をしていたのだと思います。私も努力をしているところ
です。精神衛生を保つということかと。
次に、共同事業をしていたときのジョイント先企業の先輩から、「うそをつくと絶対ばれる」と当たり前のことを
教わりました。子供のほうがよく理解していることかもしれません。大人のほうがうそをつくような気もしますが。
うそがばれ窮地に立たされている人を何度もみました。ＴＶの記者会見で謝っている人はすべてこれだと思
います。うそをつきたくなるたびに、この人を思い出して、うそをつかずに済んでいるような気がしています。
他にも多くの方々にお世話になり、学ばせていただきました。そのお蔭があって、ロータリークラブで卓話す
る私があるのだなと、思うわけであります。ご清聴ありがとうございました。
宮代 尚会員
私について
昭和 42 年 誕生
中学までを水海道市にて生活
高校から水海道を離れ、大学卒業後、都内で SE の職に就く
90 年 04 月 SRA 入社
東芝・ソニーなどの CAD
東京ガスのガス自動検針システム
信託銀行の証券代行システム
99 年 04 月 ティアック入社
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05 年 10 月 代表取締役就任
会社について
91 年 5 月 設立
95 年
物流加工の仕事を開始
業務内容
物流加工業と称しているが、実際には手作業なものは何でもやります
検品、包装、のし掛け、検針、タグ付け、ミシン掛け、セット作業、出荷業務
検品
キズ、汚れ、機能チェック等
アパレルでは針が入っていないか等の検針
小さなものから、オーブントースター等の電化製品
セット作業
チョコレート、化粧品のサンプルキット ビールの景品
香り見本
特に香り見本は最近増えている。花王のシャンプーや柔軟剤 入浴剤等
出荷業務
倉庫として現在 2,700 坪
主に通販商品・カー用品・プラスチック製品・SP 商品の出荷業務
併せて 名入れ・包装
経営理念
営業として抱えているのは 1 名
それ以外については、お客様からの紹介が続き、現在に至っている
我々の求めているものは、経営理念として
私たちは笑顔を大切にします
を掲げている
お客様の笑顔・消費者の笑顔・そして働いている従業員の笑顔
お客様の目線で作業を行っていることが評価されているのではないか
従業員のほとんどがパートさんであり、主婦の目線で作業を行っていることが
判断基準としてちょうどよいのではないかと考える
会社の課題
私の入社した頃は自転車操業の真っ只中
自分なりに問題点を考え、対策がうまくいった
仕事内容にとらわれず、時代に合わせて仕事も変化させていくことが大切
どうしても現場に口出しをしてしまう
うまく仕事を任せられていない
人数や仕事が増えている中で、自分がいっぱいいっぱい
組織づくりを現在重点課題として行っている
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今後について
まだまだ、従業員の笑顔まで達していない
最終的に、この会社に入ってよかったなと思えるような、やりがい・待遇を目指していきたいと思います
このロータリーには大勢の先輩方がいらっしゃるので、色々な経験談や取り組みについて学んでいきたい
出 席 報 告

五木田利明委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出席率

５３名

３５名

１８名

０名

５３名

１００．００％

ニコニコボックス 前島 聡副委員長
入金計 ￥24,000
累計 ￥1,750,000
河合さん、宮代さん、卓話よろしくお願いします。委員会事業続きの週でしたが、お疲れ様です。また、地区
大会よろしくお願いします。
石塚（克）会員
２７日（日）地区大会です。よろしくお願いします。 倉持会員
新会員の皆様、卓話よろしくお願いします。 染谷（秀）会員
罰金（ネクタイ）
古矢会員
米山研修旅行お疲れ様でした。 青木（清）会員
１２日～１３日に実施した米山記念館見学及び研修旅行無事終了いたしました。参加頂きました会員の皆様
お疲れ様でした。 島田会員
昨日は「筑波ふれあい会」のゴルフコンペと懇親会に多数の会員の皆様にご参加頂きありがとうございました。
内村会員
宮代会員、河合会員、卓話よろしくお願いします。 武藤会員
新会員の皆様、卓話楽しみにしております。 石井会員
河合さん、宮代さん、卓話楽しみにしています。 前島会員
卓話します。よろしくお願いします。 河合会員
明日、家族親睦ゴルフコンペです。水海道ゴルフ８時３０分集合になりますので、よろしくお願いします。
石塚（利）会員
先週の職場見学ご参加ありがとうございました。今日は、休みます。 斎藤会員
例会欠席しました。 鯉沼会員

会報委員会

福田克比古委員長

荒井孝典副委員長
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内村尚史委員

