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ライラ研修生 旭科学(株) 三田豪
ひで

徳
のり

 様 

この度、RYLA研修に推薦頂

きましたこと、本当にありがとう

ございます。早速ですが先週

の 18日に研修会に参加して参

りました。 

研修会では様々な年代・職

業の方がおり、普段交流のない方々との意見交

換をすることが出来、また説明する力をつけよう

とのことで、ペアを組んで相手の方を他の人に

紹介する他己紹介を行いました。さらにグルー

プに分かれて『リーダーシップとはどのようなも

のか、優れたリーダーに必要な要素や自分たち

がそうなるためには』についてディスカッションを

させて頂きました。 

先日を含めて五回の研修がありますが、研修

会という場やご挨拶させて頂いている今この時

を含めて自身を成長することが出来る機会を頂

けることに感謝感謝の気持ちでいっぱいです。 

この度は本当にありがとうございました。 

会長挨拶  坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。ピョンチャ

ンオリンピックでは日本人の活

躍がすごくて、昨日までのメダ

ル獲得数は 10 個となりました。

これは過去最高だった長野オ

リンピックに並ぶ記録だそうで

す。私が特に感動したのはスピードスケート女

子 500 メートルで金メダルを獲った小平奈緒選

手です。彼女はインタビューの中で自分自身を

求道者と言っていました。求道者とは辞書で調

べてみると「悟りを求めて修行するもの」とでてい

ました。彼女がどんな悟りを求めているのか、と

ても興味深く感じました。リンク上でのマナーや

発している言葉を見聞きするにつけとても素晴

らしいと思いました。皆さまはどのように思われ

たでしょうか。さて、先日の IM には大勢の方に

ご参加いただきありがとうございました。基調講

演では、前橋 RC 所属のパストガバナーであら

れます本田博己氏が職業奉仕についてのお話

しを聞くことができました。とても興味深く拝聴す

ることができました。今日の朝日新聞にジャパネ

ットたかたの創業者の高田明氏の事業承継のイ

ンタビューが掲載されていました。その中で「不

安なく事業を継がせられる人は一人もいない。

継ぐ人の覚悟も必要だが継がせる人の決断と

覚悟を持たないと」といっています。私も 25年前

に親父から家業を継ぎました。二人とも不安が

ありましたが、私が継いでからは、売上でも親父

の時代を超えたりと地域の人にご愛顧をいただ

いております。話がまとまりませんが、今日は木

下会員の卓話が予定されています。最後までよ

ろしくお願いたします。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 2月 15日（木）桶川 RCホ

ストによる IM が開催され

ました。当クラブからは 14

名の参加でした。 

2. 3 月 7 日（水）は原口鴻巣

市長による卓話が予定さ

れています。皆さまの出席をお願いたしま

す。 

会員卓話 

木下純一 会員 

ロータリークラブと倫理法人会を通して学ぶ 

仕事は建築塗装業で企業し

て今年 23 年目になります。12

年前北本市に家を建てたのを

機に法人登録をしました。その

地域の業者として認知されるた

めに商工会等にも所属致しま

したが、なかなか地域の方々との交流の機会が

ありませんでした。 

そんな時商工会のゴルフ大会をきっかけに当

時の倫理法人会の会長をしていた宮内たけし

氏に誘われて 2010 年に倫理法人会に入会い

たしました。 
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倫理法人会では毎週一回朝六時から地域の

企業の経営者が集まって一時間ほどのセミナー

を開催しています。最初は朝眠い中モーニング

セミナーに出るのはとてもつらかったのですが、

ふと周りを見ると自分とは比べ物にならないほど

の経営者の方々がこんな朝早くから勉強をして

いる事のすごさに気づき自然と倫理法人会への

取り組む姿勢も変わってきました。 

倫理法人会で学びは経営者ならだれでもわ

かっている当たり前の事ですが、それをしっかり

実践しているかが重要になります。頭ではわか

っていても出来ていないことをいかにやるか、

「準備が出来てから」「今はタイミングがわるそう

だ」「今は忙しい」等、やるべき事を後回しにする

理由はいくらでも作れます。やろうと思ったとき

が最高のタイミングで先延ばしをすればどんど

ん条件は悪くなります。そんな「気づいたら直ぐ

する」「サッと処理する」。簡単そうで実際はなか

なか出できない事なのですが、倫理の実践の中

で少しずつですが出来るようになってきました。 

2014年当時倫理法人会の副会長だった松本

安永さんに鴻巣水曜ロータリークラブに誘われ

入会を希望させていただきました。 

当初は世界的な奉仕活動をしているロータリ

ークラブのイメージは「自分には敷居が高い」

「まだまだそんな立場にはない」と思っておりま

したが、津田工業の 50 周年式典の中で津田健

三パストガバナーが今の自分と変わらない歳の

頃にはロータリークラブの活動をしていた事を知

り、「時期に早いの遅いもないんだな」と気づき

ました。 

ロータリークラブでの勉強はより実践的で

様々な奉仕活動を如何に実現させていくか、周

りの人たちの協力を如何に取り付けるか等、しっ

かりした計画性やヴィジョンの大切さを学びまし

た。 

ロータリークラブでは企業として人の役に立

つ事の大切さを勉強することが出来ました。 

倫理法人会に入会したときの宮内たけし会長

が自分の倫理法人会のイメージの大半で、鴻巣

水曜ロータリークラブに入会したときの大澤会長

がロータリークラブのイメージでした。お二方とも

とても印象深く自分の中に今でも残っていま

す。 

現在鴻巣・北本倫理法人会の会長を拝命し

ておりますが、これから入会する方は自分がそ

の会のイメージの大半を決めてしまうのだという

ことを忘れないよう心がけています。 

そして今自分がこの鴻巣水曜ロータリークラ

ブで多くの方と知り合えたことは、鴻巣水曜ロー

タリークラブ、鴻巣倫理法人会両方を立ち上げ

た津田パストガバナーを始め、多くの方とのご縁

に感謝したいと思います。 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング委員会 

 大澤二三夫 PR委員長 

公民館への参加申し込み

配布済みです。テーブルの上

のポスターを持ち帰り頂き、事

業所に貼ってください。チラシ

は外のテーブルの上に置いて

あります。裏面が参加申し込

みになっております。のぼり旗も持ち帰り、各事

業所でポール等に付けて PR して下さい。 

ふれあい鴻巣ウォーキング委員会 

 井上脩士 財務委員長 

今日、皆さまのポストに協賛

金のセット（去年の実績など）を

入れました。今回は 25 回の記

念大会です。協賛金を 150 万

円（300 口）集める目標を立て

ました。皆さまには、昨年より 1

口以上多く集めて頂きたいと思います。宜しくお

願いします。本日、昨年協賛金を頂いた企業に

依頼文・チラシを送ります。 
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会葬御礼 宮坂良介 会員 

先日は父の葬儀に御参集

いただきまして御礼申し上げ

ます。 

父は昭和 5 年生まれ、87

歳でした。突然の死去でした

が、無事告別式を終えまし

た。 

 

出席報告 成田志津子 委員長 

 

 

 

スマイル報告  井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 534,118 円

本 日 の 合 計 28,000 円

次回繰越金合計 562,118 円  

 

 

 

 

 本日 修正 

 2月 21日 2月 15日 2月 7日 

 1231回 1230回 1229回 

 通常例会 IM 通常例会 

会 員 数 35 35 35 

出 席 数 27  26 

欠 席 数 8  9 

例会出席率 77.14%  74.29% 

Ｍ Ｕ 数 2  0 

合計出席数 29  26 

出 席 率 82.86% 100.00% 74.29% 

赤文字は修正 

個人スマイル 

小畑正勝 会員・・・今年のライラ参加者は、旭科学社員

の三田さんがお世話になります。よろしくお

願いいたします。 

スマイル 1  木下会員、卓話よろしくお願いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城仁会員・加藤 

勉会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男会

員・間室照雄会員・松本安永会員・井上脩士会員・大

澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・坂口

正城会員・宮坂良介会員・田邊 聖会員・寺西修身

会員・成田志津子会員・細野潤一会員・木下純一会

員・宮内たけし会員・松村豪一会員・朝見卓也会員・

石井洙光会員・久保 学会員・中島安啓会員・星野

光生会員 
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今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 28日

（水） 

第 1228回通常例会 

会員卓話：間室照雄会員 

3月 7日

（水） 

第 1233回通常例会 

結婚・誕生祝い 

外来卓話： 

鴻巣市長 原口和久様 

広報・雑誌 

花チャリティ 

3月 14日

（水） 

第 1234回移動例会の 

振替休会 

3月 21日

（水） 
法定休会（春分の日） 

3月 23日

（金） 

第 1234回移動例会 

4RC合同例会 

鴻巣 RC主管 

3月 28日

（水） 

第 1235回移動例会 

献血例会 

鴻巣市総合福祉センター 

4月 4日

（水） 

第 1236回通常例会 

結婚・誕生祝い 

外来卓話： 

地区職業奉仕部門  職業奉

仕委員会 委員長 

杉村幹夫様（八潮 RC） 

広報・雑誌 

花チャリティ 

4月 11日

（水） 

第 25 回ふれあい鴻巣ウォーキ

ングの振替休会 

4月 18日

（水） 

第 1237回移動例会 

第 25 回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング 決起大会 

鴻巣市総合福祉センター 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 朝見卓也 

委 員 木下純一  星野光生 


