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例会報告    VOL.５８  No.  ５ (No.2633)  ９月 ２日(水) 雨 (司会 瀬戸隆海委員) 

  本例会での主な事項 

◎会長あいさつ            ◎会員卓話 中島成則会員、五味康友会員 

                             

 

誕生祝 

          

≪会員≫  内村尚史会員  鯉沼敦規会員 

≪ご夫人≫ 古矢会員  白井会員 

 

 

 

 

２０１９－２０２０年度 １００％出席表彰者名  

青木英男会員  石井康弘会員  石塚克己会員  大串 卓会員  大堀和久会員  大澤 清会員 

大塚令昌会員  北村 仁会員  北村英明会員  草間春正会員  熊谷 昇会員  倉持功典会員 

五木田裕一会員  齋藤政博会員  瀬戸隆海会員  長塚 暁会員  前島 聡会員  松坂興一会員 

古矢 満会員  山﨑哲男会員  中島成則会員 

 

諸報告 

ロータリーの友委員会  武藤康之委員長 

９月号の紹介です。 ご一読いただければと思います。 

横組み Ｐ１７ ロータリーの友が国際ロータリーの季刊雑誌であるために 

      Ｐ２０ 侃侃諤諤 ろーたりあんの思い出がつまった「友愛の広場」が楽しみです 

来月号には、河合会員の記事が掲載されます。お楽しみに！！ 

 

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． 新会員推薦について 

稲葉英一郎氏 選考・分類委員会より 異議なし 職業分類は石油製品小売 

次回の例会にて発表 

２． ２０２０－２０２１年度 補正予算（案）について 

別紙の通り ・・・・・次回例会にてクラブ協議会を開く 

３． 谷和原カップサッカー協賛について 

実施日  １０月１０日（土） 予備日 １０月１７日（土） 

協賛金  １０万円 （実施されない場合は拠出しない） 

４． 豪雨義援金について 

会員より一人２０００円集め足りないところはワンコインより補充。危機管理通帳より３４万円拠出 

合計４４万円とし、各地区に振り込む 

                ・・・・・・・・・・・承認される・・・・・・・・・・・ 
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会長挨拶   北村英明会長    

残暑 という言葉がピッタリの、とても暑い日々が続いておりますが、会員の皆

様におかれましては、お変わりなく元気に日々職業奉仕に勤しまれていることと

存じ上げます。 

 ９月は ｢ロータリーの友 月間｣ です。武藤委員長、宜しくお願いします。また、

会員の皆さんもより熱心に冊子を熟読してみて下さい。日本でも一番購読されて

いる雑誌、と言われております。一行残さず読み切った経験はありませんが、ＲＩ

会長の考えや国際ロータリーの動き ４つのＴＥＳＴはじめ全世界共通のロータリーの考え方など、目からう

ろこのＴＯＰＩＣもかなりあります。改めてしみじみ読み込むのも、ロータリー再発見につながる良いきっかけ

になるかもしれません。どうぞこの機会に熟読してみてはいかがでしょうか？また、９月は ｢基本的教育と

識字率向上月間｣ でもあります。話題に上ることが少ない、というか我がクラブにとってあまり馴染みがない

ですが、昨日、国際ロータリー日本事務局から世界の様々な地区やＲクラブが教育環境・識字率の低い地

域に対して行った奉仕活動の様々な事例を紹介しております。２８２０地区でも、“この指止まれ” 事業で

思い出の詰まったランドセルを送ったり、使用中の鉛筆をアジアの恵まれない小学生にプレゼントしたり、

学校の施設建設に寄贈したり、と教育環境の向上については少なからず貢献している様子がうかがえます。

ともすると青少年奉仕の分野と理解されるかもしれませんが、実績からしても地区としては国際奉仕委員会

や財団にかかわる WEIGHT が高い分野かと思われます。当クラブ輩出の国際奉仕総括委員長の石井会

員でしたら詳しい内容は熟知されていると思いますので、何なりとご質問頂ければと思います。 

 さて、８月３０日（日）に第１回会長・幹事会がつくば国際会議場で開催されました。出欠を取ったわけでは

無いので詳細は不明ですが、数名の欠席だったようです。大学の授業のように、“代返”もなかったようです。

私と五木田幹事はＷＥＢ参加しました。２０名ほどがＷＥＢ参加だったようです。概略となりますが、内容説

明をいたします。 

 第２８２０地区は ７月 1 日時点 １,８８１名からのスタートとなりました(前年－７４名)。我らが第７分区は６ク

ラブ合計で１５９名（前年―３名）第８分区が最も少数で１２６名に次ぐ少なさです。守谷 RC５名・龍ケ崎中央

RC９名 と超少数精鋭クラブが２つあることもあり分区全体でも少人数となります。前年度地区５５クラブ全て

が ROTARY 賞を受賞した事も有り、今年度も続けたい。また、MY ROTARY の登録が、地区目標６０％ 

当クラブは４８％なので、あと６名ほどが登録されればクリアできますので、IT 委員会や和久さんのご協力を

頂いて早急に達成したいと思います。その後、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・ロータリー財

団・米山記念奨学会 のそれぞれの総括委員長から事業説明があり、コロナ禍の中で通常行っていた事

業・会議・セミナーなどが軒並み中止になり、集まることの出来ないもどかしさ、を語ってました。奉仕プロジ

ェクト研究会も中止となった中、財団研究会だけは無事開催されたようです。財団の話で特筆すべきは、当

地区で｢年次寄付０クラブ０｣を７年連続達成していること、又、全世界の８％が日本からの寄付金であること。

ＰＨＳ（ポールハリスソサエティー）登録者が地区では６０名おられる。東京の１２５名 愛知地区の１００名 

についで、全国でも３位に位置するとのこと。今年度は更に３名の増員をお願いしたいそうです。余裕のあ

る方は是非お申し出下さい。各委員会の話の中で特徴的なのは、例年 寄贈のみの事業は望まれてない

中、今年度については新型コロナ対策に地域の医療関係・学校関係等々に医療品やコロナ対策品などを

奉仕の対象とすることに対して R.I.としても積極的な姿勢を示していること。国際奉仕委員会が｢この指止ま

れ事業｣だけでも是非実施する予定であること、など、コロナ禍の中でも何とか実施可能な事業を見つけ出

して奉仕の火を灯そうとしていること、が感じられました。午後は各分区のガバナー補佐が中間的な活動報

告をしました。第３分区補佐の芝山様が ４つのテスト に関する話で、米国のある州のロータリークラブで

は、高校生を対象に ４つのテスト に関する弁論大会形式のコンテストを賞金制の報償付きで行っている

こと、それによる青少年の奉仕への目覚め・ロータリークラブへの誘いのきっかけ作り・ロータリークラブとい
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う組織の地域への PR 効果 等を力説されてました。分区の話は皆無でしたが、地域住民へのロータリーク

ラブの広告という意味では、とても興味深い効果のある活動かとおもいます。４つのテスト がロータリアンだ

けでなく全ての人びとの生活指針となり得ることを証明できる良い例かと思います。芝山様は１６日の例会

に訪問される予定です。 

 どの分区も、従来の対面式の例会を今まで通り行っているクラブはほとんどなく、WEB を取り入れたり回

数を削ったり、例会場も変更を余儀なくされたり、正に当クラブと同じ状況だそうです。地区の各委員会と同

様、クラブの委員会活動も何か取って代われる物を模索頂き、少しでも奉仕の火を灯して参りたいと存じま

す。ご協力を再度お願いします。 

 ２,８００日を超える戦後最長の在任期間を終えつつある安倍総理の話題、そしてその後継者の話題でマ

スコミも持ちきりですが、あと２週間足らずで日本の代表責任者が取って代わる模様です。安倍首相の政策

について、功も罪も様々に取り上げられてます。どうか ＷＩＴＨ CORONA と経済成長 の両立の面で世

界の模範となる政策を実行できる新総理大臣が誕生しますこと、そして又、ご近所の国からの強圧的な嫌

がらせ、根拠のない誹謗中傷に負けない思想・行動を持ち合わせた我が国の代表者が選出されますこと、

を切に願って会長挨拶とさせて頂きます。 

 

クラブ協議会  ２０２０－２０２１年度 補正予算（案）について 

別紙の通り           ・・・・拍手 承認・・・・・  ありがとうございました。 

 

会員卓話   

中島成則会員 

皆さん、こんにちは昨年 10月に入会いたしました中研合成化学の中島です。弊

社は常総市にてプラスチックの製品を作っている会社です。初めての卓話との

事ですが何を話したら良いか思案しました。 

まずは最初に自己紹介をさせて頂きます。私はこの常総市生まれ育ち現在５９

歳となりました。家族は、当社中研合成化学を亡くなった父と一緒に立ち上げた

母（今は病院にて長期入院）と妻、修行に出ている２５歳の長男、高校３年生の

長女と家の中では女性２人に仕切られている男性です。 

趣味は、ゴルフと釣りですがここ何年も数えるぐらいしかしておりません。今は休みの日にラーメンを食べ歩

くことが唯一の楽しみです。 

それでは私の経歴からお話します。５年契約で修業にでましたが１年で 

社長に会社にもどされ３７年間になります。１４年前に社長に就任いたしました。今までのことを振り返って

みると私の財産は人との出会いだと思います。 

修業に行った先の社長に教えて頂いた事は会社とは、お客様だけで成り立つのではない材料メーカー・

機械メーカー・下請けがあって初めて成り立つと教わりました。「物を買ってやっている・仕事を出してやっ

ていると上目線だと困った時に無理を聞いてもらえないからね」と教えて頂き今までそれを守ってきました。

また親父の会社に入って最初に、機械メーカーの取締役に周りに意見を言ってくれる人を遠ざけることなく

大事にしなさいと言われ、その時は何でと思ったのですが周りの人たちはどうせ次の社長だと思ったのでし

ょう。時間が過ぎる過程で周りに YES マンが増え、方向性が見えなくなることに気が付いたことが何度となく

起こりました。色々な意見を耳にして最終的にじぶんで判断するそれが経営者だと思います。 

それから約１０年位前ですが取引先で大クレームが発生したときでした。客先の品質管理部の取締役が来

たときのことです。問題をおこした従業員と私を含め３人で会議をした時、私が目の前でどうしてこんなミス

をおこすのだと怒りました。従業員はただ謝るだけでした。その数日後、客先の取締役に私だけ呼ばれて、
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この前のクレームはまた再発するよと言われました。私は「え」と思い聞き直しました。回答は「人が失敗した

からと怒るのではなく諭しなさい」と言われ、「社長と従業員たち個々の技術レベルは同じですか」と言われ

ました。「自分は出来るけど相手が出来るレベルに相対していますか」と言われ「人間怒られれば失敗の反

省より怒られことに気持ちが行き何の解決にもならない問題が起きたら相手のレベルまで下げて話をしなさ

い」と教えて下さいました。８年前に商工会の支部長になった時、支部活動に参加者が理事メンバーだけ

でしたどうしたら会員の参加が増えるのか悩んでいた時、ロータリークラブメンバーである北村仁大先輩に

とにかく支部メンバーとたくさんのコミュニケーションを取りなさいと、教えて頂き足をはこび会話をしている

内に年々支部活動に対して参加が増えました。 

また昨年は青年会議所の時からお世話になっています染谷秀雄先輩のアドバイスにて、娘をオーストラリ

アにホームステイで行かせていただき、娘もこれから先の価値観が大きく変わりました。このように節目節目

に良き人にアドバイスを頂いた事が私の宝となって生きているように感じております。 

これまで以上にロータリアンとして諸先輩の皆様のお考えを聞いて社会貢献に活かしていきたいと思いま

す。また会社では、人に教える事ではなく人を育てる事に専念したいと思っています。長々とまとまらない

話で申し訳ございません。これにて私の卓話を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 

 

五味康友会員 
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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 ３５名 １６名 ０名 ８名 ８４．３１％ 

 

ニコニコボックス   石井康弘委員長            入金額  47,000 円   累計  474,000 円 

誕生祝御礼≪会員≫鯉沼・内村  各会員  ≪ご夫人≫古矢・白井  各会員 

残暑厳しき折、コロナと合わせて皆様ご自愛下さいませ。  北村（英）会員 

五味さん、中島さん、新入卓話よろしくお願い申し上げます。  五木田会員 

会場準備のお手伝いに来ましたが終わっていました。  荒井会員 

暑い日が続きます。皆様充分御自愛下さい。ロータリーは例会に出席して始まります。お二人の卓話楽し

みです。  北村（仁）会員 

中島会員、五味会員、卓話よろしく。  染谷（秀）会員 

中島成則さん、五味康友さん、卓話よろしくお願いします。  大堀会員 

遅くなりましたが本年もよろしくお願いします。  大串会員 

本日早退します。  白井・倉持  各会員 

例会欠席しました。  河合会員 

会場設営への大変なご協力、誠に感謝申し上げます。季節の変わり目お身体ご自愛下さい。 石井会員 

 

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 


