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例会報告    VOL.５８  No.  ８ (No.2636)  １０月２１日(水) 晴れ (司会 齋藤政博副委員長) 

  本例会での主な事項 

◎会長あいさつ            ◎外部卓話 常総市長 神達岳志様 

                                     

 

ビジター   

常総市長 神達岳志様 

 

誕生祝  

≪ご夫人≫雨谷会員  桑名会員  小林会員 

 

諸報告 

危機管理委員会報告  熊谷 昇委員 

別紙のとおり 

 

青少年奉仕委員会  染谷秀雄委員長 

谷和原サッカー大会が悪天候のため中止になりました。１０月１０日（土）です。 

来年の１月から３月の間に計画を立てたいとのことでした。その時にはご協力お願いします。 

 

幹事報告   五木田裕一幹事 

週   報  なし 

例会変更  なし 

 

理事・役員会報告   

１．戦略委員会について  （敬称略） 

 青木清人  染谷秀雄  倉持功典  瀬戸隆海  石井康弘  齋藤政博  北村英明  五木田裕一 

２．危機管理委員会（コロナウイルス）権限について 

 理事会の決定を待たずに、休会等の決定を出せる。 

３．青少年奉仕委員会より  つくばみらい市サッカー協賛について 

 改めて来年１月～３月に実施予定・・実施の時は１００,０００円 

 やらないときにはまた考えるが、準備等の費用が掛かっているので半額程度の協賛 

４．次年度地区委員推薦について 

 瀬戸隆海会員 石井康弘会員 

５.赤い羽根共同募金について 

 常総市・つくばみらい市へ５０,０００円ずつ、社会福祉協会へ 

 １１月より一人１,０００円ずつ集める 

                     ・・・・・・・・・・承認される・・・・・・・・・ 

 

１１月４日（水）例会終了後に現況報告書製本作業のご協力お願い致します。 
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会長挨拶   北村英明会長    

すっかり冬支度が必要なほど冷え込んできましたが、皆さんいかがお過ごしで

しょうか？本日は神達常総市長にお越し頂きました。ご就任２期目を迎え、大変

お忙しい中とは思われますが、後ほど卓話を頂く予定となっております。市の将

来のビジョンについて存分にお話し頂けることと思います。どうぞ宜しくお願いい

します。 

さて、３週間ほど前にテレビ放映を終えた【半沢直樹】 という番組がありました。

７年ぶりの放送で、今回は１０回ほどでストーリーが完結する堺雅人さん主演のあ

のドラマです。初回から視聴率２０％超えを記録し、最終回は何と３４％を上回る

驚異的な人気を博した番組です。そこで描かれていた債権放棄の対象会社 帝国航空 は、ＪＡＬがモデ

ルだったことは想像に難くありません。その復活ぶりを描いた「ＪＡＬの奇跡」という本には、ＪＡＬの再生の現

場が詳しく描かれています。その中から稲盛会長がパイロット達を感激させたというエピソードをご紹介させ

て頂きます。 

ＪＡＬは毎年多くのパイロット志望の社員を採用していた。しかしリストラによる路線の大幅な縮小に伴って

人数も減らさざるを得なくなり、パイロットの希望退職を募ると同時に、パイロットを目指して入社した方々に

対する訓練を中止し、地上勤務についてもらうことになった。そのためパイロット候補生達は文句たらたらだ

った。無理もない。彼らは子供の頃からパイロットを目指して勉学に励み、難関の試験を突破して晴れてＪＡ

Ｌに入社したのである。これからパイロットとしての訓練が始まると期待を胸に膨らませていたら訓練中止、

再開の見込みもないと言われ､パイロット業務とは直接関係のない仕事を命じられたのである。先輩はちゃ

んとパイロットになっているのに、自分たちの代から止まってしまったというのだから戸惑い・怒りは相当なも

のだったろう。 

彼らが文句ばかり言って困っているという報告が現場から何度も上がってきており、稲盛さんも「どういう

対応をしているんだ」と心配していた。「どうしようもないので、とにかく我慢してほしいと話していますが、な

かなか理解をしてくれないので困っています」と幹部が言うと、「幹部が逃げ回っていたら解決できるはずは

ない。一度みんなを集めてほしい。自分が直接話をする」とおっしゃった。そして簡単な立食のコンパをす

ることになった。コンパに参加したパイロットの卵たちは四，五十人もいたと思うが、早速数人かが稲盛さん

に近寄り、「我々はパイロットを目指してＪＡＬに入社したのに、いつになったら訓練に入れるのですか。それ

も知らされないまま他の仕事をさせるのはおかしいのではないか？」と訴え始めた。すると稲盛さんは、「馬

鹿か、お前は！ＪＡＬの経営状況がどうなっているか分かっているだろう。パイロット一人育てるためには多

額のコストが掛かるのだから直ぐに再開できるはずがない。お前のためにＪＡＬがあるのではないんだ。まず

はＪＡＬの再建のために一緒に頑張ろうじゃないか。再建が順調に進めばパイロットの訓練は必ず再開する。

それまでは今の職場で頑張ってほしい」と話した。しかし、彼らも自分の人生を掛けているから簡単には納

得せずに激論が続いた。何人かのメンバーと激しいやりとりが続いたが、稲盛さんは一人ひとりと真摯に向

き合い、相手の話を丁寧に聞き、自分の思いを伝えた。コンパの終わりの時間が近づくと、稲盛さんは激論

を繰り広げた相手のコップにビールを注いで回った。そして「まあまあ、そう怒るな。お前たちの言い分はよ

くわかっている。苦労を掛けて申し訳ないな。でも、会社の事情も理解してくれよな」と、さっきまで真っ赤な

顔で怒っていたのに今度はにっこりと笑って、「頑張れよ」と声を掛けた。相手は黙って頷いていた。コンパ

が終わって、私は稲盛さんと一緒に帰路についた。その時稲盛さんはこう言った。「本当に今日は久々に

怒った。だが、みんな孫みたいなものだから厳しく言わないとしょうがないな」と。しかし、そこには本当の孫

に対するような深い愛情があったと思う。彼らも稲盛さんの本気と愛情を感じたに違いない。その後、運航

本部長から「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。しかし、コンパに参加したメンバーは本当に喜ん

でいました」と連絡があった。「これまでの経営トップは都合が悪いと担当役員に任せきりで逃げていた。で
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も、稲盛さんは直接出てきて意見を聞いてくれた。駄目なことは駄目、とはっきり言ってくれた」と感激してい

るというのである。本音で話す、勇気を持って行動する、困難から逃げず真っ正面から取り組む、といったこ

とを稲盛さんは常々口にしているが、それを自ら体現された。また、そこには愛情もあった。その姿を見てパ

イロットの卵たちも頑張ろうと思ってくれたのである。結局、ＪＡＬの再建は順調に進み、訓練は再開すること

が出来た。稲盛さんは、彼らとの約束をきっちりと守ったのである。 

 以上のエピソードを書籍で読んだときに、巨大企業のＴＯＰの位置にある方が自らの気持ちや会社の方

針を一部の社員たちに身をもって向かい合い説明・説得したこと、納得させたことに感銘を受けました。重

要な局面や一大事の際は経営幹部に任せずに Top 自らが全面に立って難局に立ち向かい社員たちも納

得し、心を一つにして前を向いた好事例の一幕です。我々、中小企業経営者は稲盛さんに比べても格段

に社員との距離も近く、身近な存在であるはずです。尚更、腹を割った話が一人ひとりと出来るはずです。 

 コロナウイルスの影響はこれから様々な面で深刻になってくることでしょう。特に経済面では予想できない

状況が訪れるかもしれません。これから訪れるであろう困難な状況には、稲盛会長が語っていたという 本

音で話す 勇気をもって行動する 困難から逃げず真っ正面から取り組む 姿勢で臨むことが、これからの

我々中小企業経営者にとって最も大切なことだと痛感しました。 

 今月はロータリアンとしては地域社会の経済発展月間となっております。具体的にどのような行動を取っ

たら良いのか、理解しにくいところではありますが、、、、これからの企業経営者のあるべき姿として参考にな

れば幸いです。 

前回の例会後、第１回の危機管理委員会を本堂２階にて開催しました。この委員会は、コロナウイルス禍に

対してどのように対処･対応しながらクラブの運営･例会場の設営を図ってゆけば良いか、また、本人・周辺

者などに罹患者が万が一発生した場合の対応の仕方、などの情報交換を行います。緊急事態が発生した

場合は委員会からのアドバイスを参考にさせて頂きながらクラブ運営を図る予定です。コロナ禍に関する危

機に対応するための委員会と位置づけております。委員の皆様のご協力、委員の皆様への意見具申・ご

提案・情報提供など、ご協力を併せてお願い申し上げます。 

 

外部卓話  常総市長 神達岳志様 
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出席報告   松崎隆詞委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出 席 率 

５１名 ３８名 １３名 ０名 ０名 ７４．５１％ 
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ニコニコボックス   小林聡司副委員長           入金額  63,000 円   累計  651,000 円 

誕生祝御礼≪ご夫人≫雨谷・桑名・小林  各会員 

神達市長、御苦労様です。本日は市の未来について大いに語って下さい。宜しくお願い致します。 

北村（英）会員 

神達市長、本日の卓話よろしくお願い申し上げます。  五木田・荒井  各会員 

神達市長、卓話よろしくお願いします。  倉持・瀬戸・青木（清）・小林  各会員 

神達市長様本日は宜しくお願い致します。  北村（仁）会員 

市長本日よろしくお願い致します。  大塚会員 

神達市長、本日は宜しくお願いします。  古矢・松崎・石塚（利）  各会員 

神達市長卓話楽しみにしております。  内村・齋藤（政）  各会員 

風邪をひかないようにしたいです。  田上会員 

新しい名札いただきました。  松村会員 

谷和原カップ出来ずに残念でした。来年はやれますように。よろしくお願いします。  鈴木（茂）会員 

米山特別寄付にご協力頂きましてありがとうございます。目標の全会員からのご協力にはもう一歩です。欧

米ではコロナが感染拡大してます。外国人の来日が増えてますので、これから冬に向かう日本での感染拡

大が心配です。ご用心！！  青木（正）会員 

本日所用のため早退しますが、財団委員会よりお願いがあります。１１月第１週、第３週の例会でポリオプラ

ス寄付金（お一人様５,０００円）を集めさせていただきますので宜しくお願いします。  廣井会員 

例会欠席が続きました。神達市長卓話宜しくお願いします。  雨谷会員 

前回欠席ですみません。  中島会員 

 

会報委員会  染谷正美委員長  河合恒芳副委員長  中島成則委員 

 

   
 

写真提供者：石塚克己会員 


