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雄さん長い間お疲れ様でした。金ユリさんは、韓
国に帰るそうですが、お身体を大切に頑張ってく
ださい。そして平和の為、幸せの為、日本と韓国
の架け橋になってください。金ユリさんの幸せと、
ご健闘をお祈りいたします。
2月28日、次年度ガバナー青少年奉仕委員会会

議に、島田会員が出席してきました。ご苦労様で
した。3月は識字率向上月間です。詳細な数字と
経緯については2011年3月私が卓話で話をしてお
りますので、本日は成るべくダブらないようにお
話いたします。1986年以降、国際ロータリーの強
調事項となっております地域の識字水準が、その
地域の生活水準に直結するという観点から、この
月間に読み書き、計算のできない人たちを援助す
る為に、ロータリー地域社会の共同体、ローター
アクト、インターアクト、世界社会奉仕、ロータ
リーボランティア、国際読書協会などと協力して
識字率向上という社会奉仕活動に取り組んでいま
す。ユネスコ（国連教育科学文化機構）によると、世
界では約9億人以上の人々が読み書きができませ
ん。その三分の二は女性です。成人、子供に向け
て読書のプログラムを企画することや、学校や図
書館等に寄贈してその地元を援助することが要請

皆さんこんにちは。本日は米山奨学生、金ユリ
さんを迎えての例会です。金ユリさんは今回が最
後の例会出席となります。カウンセラーの宮内龍

今週のプログラム

「新入会員卓話」

伊　東　正　博　会員

前回の例会報告（3月5日）

点鐘：宮　内　　　榮　会長

国歌斉唱
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されております。今世界のどこかで絶え間なく戦
争があり、貧しい生活をしている人たちが大勢い
ます。日本にも貧しさや、いじめ虐待もあります。
それらをなくすことは容易ではありません。戦争
はいけない、いじめ虐待もだめだと言うだけでは、
なくならない。この願いを人に伝える方法を手に
入れるには、学校ではないでしょうか。平和と幸
せの追求の為、学校で読み書きを習いそして自分
の考えを人々に良く分かってもらえるように、言
葉として伝えなければならないと思います。
2012年、パキスタンの15歳のマララ・ユサフ

ザイは中学校から帰宅途中のスクールバスに乗っ
ていたところを複数の男に銃撃されました。頭部
と首に計2発の銃弾を受け、一緒にいた女子生徒
と共に負傷した事件がありました。この僅か15歳
の少女に対して行われた凶行に世界中から非難の
声が上がりました。彼女はただ勉強をして平和を
訴えたかったのであります。その勉強をさせまい
とする一部の勢力による反抗でした。世界には9
万人以上の読み書きのできない人々がいます。平
和国家日本では考えられません。

第9回定例理事会報告
第1号議案　3月4月5月プログラムの件
......................................................................................原案通り承認
第2号議案　親睦旅行の件
......................................................................................原案通り承認
5月17日㈯～18日㈰1泊2日
「米山記念館を訪ねて」
第3号議案　地区研修・協議会の件 .....................承認
4月29日（火・祝日）アパホテル&東京ベイ幕張ホール
第4号議案　出前教室の件
...........................................................承認　内容・日程検討中
第5号議案　千葉科学大学交流会の件
...........................................................承認　内容・日程検討中
第6号議案　市原ロータリークラブ50周年の件
...........................................................................................................承認

米山奨学生　金　　ユリ　様

★☆★☆創業記念日おめでとうございます★☆★☆

有　村　俊一郎　会員（3月1日）

越　川　信　一　会員（3月4日）

【週報拝受】銚子東RC、波崎RC
1 .地区社会奉仕セミナー開催のご案内
2.「第42回やまだの作文」冊子　拝受
3.第4回 ローターアクト合同会議開催のご案内

以上、ガバナー事務所
4.2014年3月ロータリーレート　1ドル=102円
5 .会長エレクト研修セミナー開催のご案内
6.地区補助金申請について
...........................................................ガバナーエレクト事務所
7.第7分区親善ゴルフ大会開催のご案内
.....................................................ガバナー補佐　椎名正良様
8. 2014年国際ロータリー年次大会（シドニー大会）
参加旅行募集案内

...........................................................................................東日観光㈱

【例会変更】
小見川RC… 3月19日㈬定款第6条第1節Cにより

休会

幹事報告幹事報告

会長報告会長報告

会員の記念日会員の記念日

お客様お客様
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成田空港南RC…3月20日㈭休会（21日春分の日）
3月27日㈭夜間例会

米山奨学生　金ユリさんへ奨学金の授与

カウンセラー宮内龍雄会員

✌宮　内　龍　雄　会員✌

　昨日、東ロータリークラブにて、ギターを持っ
て（うそです。）卓話で刀の話をして来ました。ま
あまあ好評でした。

✌宮　内　清　次　会員✌

　不覚にもインフルエンザにかかって三週休みま
した。昨今は例年になく寒暖差を感じます。どう
ぞ皆さんもご自愛ください。

ニコニコBOXの紹介
親睦活動委員会

　有　村　俊一郎　会員

クラブ情報委員会　上　総　泰　茂　委員長
ロータリーの友3月号から
① あれから3年（東関東大震災へのロータリーの
3つの支援活動紹介です。）

②台湾出身のゲイリーホアン次年度RI会長の方針
　a. 5万人の会員増強を目標。そのために中国に広
く拡大する。

　b. 2、30年前、支援や寄付活動を公言せず謙虚に
振る舞うことがよいと考えていましたがそれ
は古い考えで今はよいことを行ったら外に向
かって伝えるべき。

　c. ロータリー紹介のイベントとして34、000の
全クラブにロータリーデーの開催を提案。

③ すべての人たちに識字能力を識字が当然の日本
人の感覚と異なりロータリーの6つの重点分野
の一つだということを意識する必要があるよう
です。

④ 26の地区からフィリピンに昨年11月の台風ヨ
ランダ被害義援金5450万円が贈られました。

⑤ ホームページ上にブランドリソースセンターを
オープンしました。ここには新しいロゴや、ポ
スターなどが用意されクラブイメージ発信に利
用できます。

⑥ 小惑星探査機はやぶさの歩み（プロジェクトマ
ネージャー川口氏の講演）

 　未来を見つけられるかどうかは、やれる理由を
　見つけて挑戦する。やれる理由を探す文化が原
　動力。
⑦卓話の泉から「味覚と味覚障害」（歯科医）
　 人は酸味、苦味は周囲の人から学習して食べ物
と認識できるようになります。60歳台は約60%

ニコニコBOXニコニコBOX

委員会報告委員会報告
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の味しかわからないと言われています。

⑧友愛の広場から「出席こそ力」

　 ロータリーに入り何年間も続けて例会に出席す

ることで多くの友人ができそれが心の支えとな

って生きがいを感じることが出来ました。

⑨ ロータリーアトワークから「チャリテー募金で

スリランカに井戸を」

　 区民祭りで会員持ち寄りの商品のバザーと募金

でスリランカに78本目の井戸を寄贈

「私の仕事（遊飛する）」
高　瀬　幸　雄　会員

　ゆうひは雄ましく飛躍するのではなく、遊びな

がら飛躍したいと思っています。実際は難しい事

ですが、遊び心を失うことなく仕事に励んでいき

たいと思っています。

　山二電機は1945年11月1日創業で今年で69年

を迎え、代表者は私で6代目になります。創業時

は漁船エンジンの修理、車のエンジンの修理を行

い、現在の基礎を作りました。

　鹿島工場の開設は1978年（昭和53年）で今年で

36年を迎えます。鹿島工業地帯の黎明期終え最盛

期にかかる時期に鹿島に進出しました。鹿島工場

18名、銚子工場7名、合計25名の体制で、売上は

3億を目標に掲げていますが今期は2.8億程度の

達成になる見込みです。

　私の仕事ですが1年を12等分と、1日を24時間

に分けてお話をします。1年を12等分しますと、当

社は4月決算になりますので、スタートが5月1日

になります。5月には今期の体制と、目標、そし

て主要な工事についてA4にまとめたものを管理

職以上に配布し、説明します。私の所信表明です。

それをフォローするために毎月末の土曜日に管理

職を交えて営業会議を行います。営業の推移、問

題点等2時間程度行います。新年の1月には恒例の

猿田神社での新年安全祈願の後、新年会を行いま

す。4月には昇給及び人員計画会議の実施トヨタ

自動車のようには参りませんが、山二電機に勤め

て良かったと思える会社にしたいと考えています。

　トヨタの26年度の平均給与は345千円前後で、

26年度賞与6.8 ヶ月のようです。12ヶ月+6 .8 ヶ

月で18 .8 ヶ月として総額6,500千円が平均のよう

です。6月の営業会議には決算の発表を管理職に

行います。又、賞与の時期は頭を痛めます、その

月は2回給与を払うことになり、資金繰りが心配

です。7月と12月の賞与では、予算総額を私が提

示し、工場長に査定をさせます。会社業績が良い

場合は12月賞与に、全員一律に金額を上乗せしま

す。これは私の判断で決めますが上乗せ出来るこ

とは業績が良いことに繋がりますのでこの時は社

長として優越感を感じます。

　毎月の仕事は、20日の外注費のチェック25日給

与のチェックを行っています。私の大きな仕事は

資金繰りですので、独自の物を4月に来期分1年分

を作成し、時々チェックを行っています。

　1日のお話をしますと、銚子工場は8時から17

時まで、鹿島工場は8時30分から17時30分です。

銚子には7時30分会社に出社、8時からのミーテ

ィングに参加します。今日の作業内容の確認と、持

ち回りでの発表を行います。

卓　話卓　話



　机に向かうと先ず、パソコンで見るのはスポー

ツの番組です。ゴルフが好きなので日本、米国の

男女の結果や予定を見ます。横峰さくらが好きな

ので、その結果に一喜一憂しています。その後、銀

行の残高を確認し、多く入っているときは喜び、少

ないときは悲しみそれによりその日のお酒の量が

決まります。どちらにしても喜んで飲み、悲しん

で飲みますので結果は同じです。特に仕事は、社

長が考えた通りには進みません。誰もがそうです

が、自分のキャパシティで仕事を考えがちで、お

客様の要望を無視する傾向にありますので、この

点は特に注意するように心がけています。勿論、と

ても無理な仕事はお断りしますが、そんな時は事

前にお客様から、呼び出しがかかりますので出向

いて、私が調整し結論を出します。

　お客様との打合せで大変なのはクレーム処理対

応になります。時間に関係なく、早い対策が必要

になりますので、時間は関係ありません。宴席で

の深夜は苦になりませんが、クレーム処理はこり

ごりです。空いている時間は書類に目を通し、夜

の宴会に備えます。

　まとめますと、お金の心配と、夜のお酒を楽し

みにしている普通の人間で、ただ者でないと大里

会員が言っていましたが、66歳を迎える普通の老

人です。皆様のご指導お願いし終わりと致します。

「仕事について語る」
櫻　井　公　恵　会員

㈱櫻井謙二商店
創　　業　昭和7年　
資 本 金　1500万円
営業種目　食料品卸売
従業員数　29名（&アルバイト13名）
設　　立　昭和29年
売 上 高 　31億300万円（2013 .3）
　弊社は食料品の卸売業を営んでおり、創業が昭
和7年、昨年で創業80周年を迎えました。今日現
在で社員29名、パートアルバイト13名のいわゆる
地方二次問屋で、取扱品目は、調味料・油・ラー
メン・飲料などの一般加工食品、冷凍食品を含む
業務用食品等です。
　仕入先は一次問屋やメーカーさん直接など、口
座数で160社ほど、販売先はスーパーや個人商店
などの小売店、そしてレストラン・食堂・お弁当
屋さん・ホテル・ゴルフ場などの業務店です。
　私どもの取扱品目はみなさまが毎日口にされる
ものです。ご家庭での食事はもちろん、レストラ
ンで高級料理をお召し上がりいただいても、お寿
司屋さんでお醤油をお使いいただいても、ゴルフ
場でラン
チをとっ
ていただ
い て も、
お弁当屋
さんで昼
ごはんを
買ってい
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ただいても、スーパーでラーメンを買っていただ
いても。全て巡って私たちの商売につながってお
ります。
　歴史があるとはいえ弊社は現在も少人数で回し
ており、サービスも行き届かないところばかりで
恐縮ですが、ここ銚子に於いて、ということが私
ども地方二次問屋の存在意義であり、これからも
地元でみなさんにご満足いただけるよう、汗をか
きながら精進して参ります。今後ともどうぞよろ
しくお願い申し上げます。
社員と雇用について弊社社員の話です。
社員　男性19名　女性10名　年齢18歳‒65歳　
平均年齢は42歳　　
パート&アルバイト　男性6名　女性7名　年齢
33歳‒74歳 含めた平均年齢は51歳、定年を超え
ても希望のある社員は雇用延長し、また、例えば
フルでなくても短時間で働いてくれています。そ
して当然ですが42名のメンバーはそれぞれ起こ
る様々な事情を抱えて共に働いています。がん・
リウマチ・糖尿・心疾患・知的障がい・育児中・
介護中・シングルマザーなどなど。42のそれぞれ
の物語です。
　また、私自身は3年前に配偶者をGISTという希
少がんで亡くしており、今はGISTや肉腫と闘う
患者さんのために、NPO法人GISTERSの副理事
長を務めております。もうひとつの仕事みたいな
ものですが、これは完全なボランティアで、先日
遠征して入院騒ぎとなった高知や札幌、広島、ど
こへも自分の財布で出かけます。何しろ10万人に
2人という希少がんですので、患者さんは孤独で
す。インターネットでつながった私たちですが、今
年は国立がん研究センター東病院で勉強会を3回、
そして地方での勉強会なども予定しております。
近年はこの活動から、病気と就労問題に関わるよ
うになりました。例えばがんについて。
　今、日本人の2人に1人はがんにかかり、3人に
1人はがんで亡くなる、と言われる時代です。で
も、がんに罹ったからといってその場で人生が終
了する訳ではなく、今では5年生存率は全がんで
58 .6%になっています（地域がん登録に基づき国
立がん研究センターがん対策情報センターが集

計）。そしてがん患者さんの3人に1人は就労可能
年齢（15‒64歳）で罹患しています（国立がん研究
センターがん対策情報センター調べ）。
　弊社にもがんに罹患し、治療の上働き続ける社
員がおります。そして先程申し上げたように、事
情はがんだけではありません。病気になっても怪
我をしても、何かことが起きたそのときに、それ
でも働き続けたい希望のある人にその場所を提供
し、守り、あるいは障がいのある人と共に働く。私
はまだ新米経営者ではありますが、人がたくまし
くやさしく共に生きて行けるような会社であるよ
う力を尽したく、そしてそれが私の仕事だと思っ
ております。どうかみなさまがお持ちの上手く共
に働く知恵や工夫を私に是非お教えください。
　弊社でできることはできるだけ取り入れ、試行
錯誤しながらでも個別対応型就労支援の道を作っ
ていきたいと思っております。
ご清聴、ありがとうございました。
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【出席報告】
会員総数　44名　出席計算　41名
　出　席：31名　欠席10名　出席率75 .61%
　欠　席：青野君・灰谷君・伊東君・神宮寺君　
　　　　　鴨志田君・栢尾君・越川君・宮﨑君　
　　　　　大里君・杉山君

【M U】

2/28　 次年度ガバナー・青少年奉仕委員会会議
島田君

3/4　 銚子東RC　宮内（龍）君・大里君

【ニコニコ】
ニコニコBOX ￥ 4,000 計 ￥467,001
スモールコイン ― 計 ￥ 48,084
米 山 B O X ￥ 3,555 計 ￥ 46,968
希 望 の 風 ￥24,200 計 ￥239,700

次回のプログラム（3月19日）
「ローターアクト週間に因んで」
千葉科学大学ローターアクトクラブ
　会長　見　田　光　昭　様

お弁当：大新（幕の内）


