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2018．3．28．[水]  第 2345回例会報告 

 

◎司 会             上杉順一ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング       『港南友愛の唄』 

◎ソングリーダー       櫻井富雄合唱委員 

 

◎出席報告            林田利治出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(6)名 23(6)名 65.7% 72.7%  85.8% 

（  ）内は出席免除会員数 

メークアップ 

3/8  横浜南陵ロータリークラブ   北見丈治会員   

      

◎親睦委員会(今週のお祝)  瀧文博親睦委員 

＊会 員 誕 生 日 祝        八木禧昭会員（3/20) 

                      上杉順一会員（3/27） 

                      坂巻照代会員（4/3） 

＊会 員 記 念 日 祝        八木禧昭会員(4/2) 

                      瀧文博会員(4/2) 

＊会員入会記念日祝        瀧文博会員(4/1) 

 ニコニコボックス本日合計 ３３，０００円 

ニコニコボックス 累 計 １０９０，１００円 

◎米山チャリティボックス   
大井和子会員 坂巻照代会員 橋浦重己会員  

平山滋也会員 宮下賢会員 ５名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ５，０００円 

米山チャリティボックス累計  １４６，０００円    

 
◎会長報告            
 会長欠席の為ありません。 

 

◎幹事報告 

①北見会長は元阪神監督の星野さんを送る会に行か

れましたので本日欠席です。 

②３月１７日の IM には２３名登録頂きましたが、出席者

は１８名でした。お忙しい中有難うございました。 

 
◎委員会報告  
①次年度地区研修協議会       宮下賢次期会長 

  ４月１日(日)   集合 １１：４５  

場所  聖光学院中等部正門  

出席対象者の方々宜しくお願い致します。 

②国際奉仕委員会             櫻井富雄委員 

合同ゴルフ会 

４月２４日(火)  時間 ９：０３スタート 

場所  磯子カントリークラブ 

セブポートセンターＲＣの方が数名お見えになります

ので、横浜港南台ＲＣと当クラブ合同でゴルフ会を行

います。そして、夜は懇親会となります。どちらも是非

ご参加下さい。当クラブの夜間例会（4/25）にも出席

されます。 



◎『経営理念』           橋浦重己会員 

 

 

 

 

 

先月、大井職業奉仕委員長から職業奉仕について

お話をして頂きましたので、本日は私の会社の実践編

という形で話をさせて頂きます。 

私の会社では、今皆さんにご覧頂いているように、創

業の精神、大八の基本理念、行動指針を社員が入社し

た時から皆に渡しています。 

毎朝の朝礼で行動指針を全員で唱和し、月のはじめに

は基本理念も合わせて唱和しております。創業者が仏

教の法華経の精神で、人づくりをしたいということで作

られた会社です。創業者が師事しておりました恩師の

ご分骨を頂いて、身延山の釈迦牟尼堂のそばに宝塔を

建立しております。その宝塔の隣にお弟子さんたちの

お墓を作って、井上先生の宝塔をお守りするという形に

なっております。毎年１１月にはバスに分乗して全社員

が身延山へ参拝し宝塔にお参り致します。又、年に３～

４回お寺さんへ行きお話を聞いてきます。前にお坊さん

に会社へ来て頂き、毎月お話して頂きましたが、一年

経ったところで、引き続きお願いしたところ、あっさり断

られました。信仰しているわけでなく、しかもベテランが

いたり、来たばかりの方がいたりなので、話をする内容

の焦点が絞れず話にくいという事で、一年で断られまし

た。３年いろいろ人を変えてやってみましたが、諦めて

今はやっておりません。 

仏教について、信仰は自由ですから、何を信仰しても

良いのですが、私共の会社の行事として、参加してもら

わなければいけないので、入社の時点でそのような話

をしております。菩薩行というのは人に尽くすという事

が大命題になっています。自分が生きるというよりも、

人が人を助ける・生かすということを基本的に考えると

いうものですが、毎朝行動指針を唱和していても、どれ

だけ皆に届いているかと、心もとない思いをしておりま

す。ただ、最近は１２月に餅つきを行っております。これ

は町内の皆さんにいろいろとご迷惑をお掛けしていると

いうことではじめました。私共の会社は住宅街にござい

ます。工業団地の中にあれば余分な神経を使わなくて

いいのですが、住宅街の細い道を大きなトラックで、出

たり入ったりするような状況です。又、社員が車の運転

で危ない思いをさせていないかと心配をして、私が社長

になってから３年目くらいから、ご近所の方をお招きし

て１２月の第一土曜日に餅つきを始めました。最初人

数は少なかったのですが、３年目にご近所のおばあさ

んが娘が焼いたと言ってパンを３箱持って来てくれまし

た。我々の気持ちが届いたという思いがして、大変嬉し

く思いました。それからだんだん人が増えて、昨年は 

２８０名ほどの方（子供含め）がお見えになりました。 

これは社員教育になるという気が致しました。これを実

施するに当たり、お客様はただでいらっしゃいます。自

分でお金を払う方は、何か不愉快なことがあれば、文

句を言えると思いますが、ただで食べて帰るので、不愉

快なことがあっても文句は言わないだろうと思います。

お金をかけて人を動員して不愉快な思いをさせて帰す

のだったらやらない方が良いわけです。その辺を徹底

して、お見えになる方には楽しんで頂くということはしつ

こいほど皆に徹底させました。慣れない女子事務員が

『いらっしゃいませ』と接遇している姿を見ているとだい

ぶ慣れてきたように感じます。昨年で１５回目になりまし

た。ここまで来ると段取りも良く、設営も撤収も大変スム

ーズに出来るようになりました。昨年は前にやっていた

イベント業者が辞めたので違う業者になり、木のうすで

なく、石うすで作りましたが、だめでした。もっとだめだっ

たのは、アルミの蒸し器が変形していたので、お米が上

手く蒸せなかった為、良いお餅が出来ず、お客様を待

たせてしまったことがありました。これは反省材料で、

今年はどうするか今考えています。 



 私共の会社の理念から言えば、いろいろなボランティ

アに参加することは必然的に良いという事に繋がって

いきます。そういう意味では大岡川の清掃にも毎年１５

人くらい参加してくれます。ＮＰＯ法人の『ともに浜をつく

る会』や『横浜国際ボランティア協会』で副理事長をして

いる関係で、いろいろボランティア活動を行っています。

そういったものにも社員が参加してくれます。西山さん

が委員長をされていたＮＰＯ法人の百人委員会が、大

相撲の横浜場所を立ち上げました。これは６年くらい続

きましたが、なぜか私がその実行委員会の理事をお引

き受けし、だいぶ出費することになりました。６年続きま

したが、当時は野球賭博などがあり、大相撲も苦戦して

難しい状況が続きました。この時も社員を動員して警備

やら女子事務員にはグッズの販売を応援してもらいま

した。最終的には６年目で打ち止めとなり、今はもうや

っておりません。 

私が昨年４月に港南区の火災予防協会の会長職を

お引き受けした関係で、勤務地消防団を作って欲しい

とお話がありました。実際、仕事をしていて消防団員の

仕事がどう出来るのか疑問に思っていましたら、火災

の時に出るとかでなくても結構です。防災の指導や応

急手当の普及活動等に携わって頂ければという要請

がありました。私が朝礼で皆に消防団員を募ったところ、

７人程手を上げてくれました。この３月に登録し、実質４

月から稼働になると思います。ボランティアを強制して

はいけないかと思いますが、私はいつも社員にボラン

ティアの縁を与え活動を紹介しているだけです。本来な

らば、自分の家の周りなどでボランティア活動出来るも

のはないか、という意識を持って欲しい。そういう意味

で私が言うボランティア活動に積極的に取り組んで欲し

いという話をしています。 

ボランティアではございませんが、私共の理念と合致

する部分で、前に大井さんからお話があった新任副校

長先生の研修受け入れは、大越会員から要請がありま

したので、２年前から受け入れております。私共の経営

理念の話、どのようなことをやっているか、具体的には

営業社員と一緒に販売店を回ったり、ガスの方では一

般ユーザーを回るなど実地研修を積んで頂きました。

研修期間は一週間なのでそんなに大きな収穫はないと

思いますが、その先生達は自分たちが経験しない、考

えもつかなかったと。そういう意味では地域の人たちと

密着することは大変良かったと話していました。これは

会社の大小に関係なく、当クラブの会員の方々の会社

でも受け入れ出来るのではないかと思いますので、たく

さん受け入れをして頂ければと思います。 

 私が NPO 法人に携わっている活動、『ともに浜をつく

る会』では、小学３年生くらいのお子さんに海苔づくりの

体験学習を行いました。私共の会社のプロパンガスを

提供し、社員十数名が応援に行きました。海で取った

海苔をたたいて、乾かして、海苔を焼く(あぶる)という作

業を教えました。 

当クラブからも応援頂いたタイの小学校建設では、 

１０校ほど小学校を作り贈呈しました。当クラブからの 

１０万円の寄付は、小学校のトイレを作る費用となりま

した。 

東日本大震災時は私が行かれなかったので、当時

の常務と部下が参加して、気仙沼大島の漁師を応援す

るという企画を立てました。この時は三井物産から   

２１００万円の助成金をもらうために、私と、ともに浜を

つくる会の理事長は契約を取り交わしに気仙沼大島ま

で行ったりしました。 

ロータリーとしても気仙沼大島へ毛布など送らせて

頂きました。又、向こうの子供たちを招待する時の資金

を提供してもらいました。当時の大橋社会奉仕委員長

には関東学院でお話をして頂きました。当クラブもいろ

いろなボランティアで人の為に尽くしているということを

知って頂きたいと思います。 

 このような気持ちで私たちは会社を経営し、社員を指

導しているつもりですが、なかなか基本理念や行動指

針通りには育っていないのが悩みの種です。 

 最後に皆さんへお話を提供します。 

私が所長クラスの営業責任者を集めて会議をした後に、

設問を出しました。 



『一艘の船に３人乗っておりました 

自分と年寄りと子供がいたとします 

湖で船が今沈没しそうだ 

誰か一人飛び込まないと沈没してしまう 

誰が飛び込んだらいいのか』 

１３人の責任者に問いかけましたが、答えは様々でした。

これに正解はないのです。人それぞれの考えだから何

でも良いのです。ただ、何かあった時、判断を求められ

たらきちんと結論が出せる人間、所謂危機管理が出来

る人間を作るには、日頃からそういう思いを持っていな

いときちんとした結論は出せないと思います。タイタニッ

ク号の映画で、先に逃げた人、子どもを助けて死んで

いった人、それはその人の人生ですから、いろいろ考え

方はあると思います。私自身、そのような状況になった

ら私は先に飛び込みます。私にまだこの世の中にお役

目があるのだったら死なない。そこで死んだら私のお役

立ちは終わったのだと。お役立ちが終わったらそこで命

が終わるのであって、何も死を恐れることはないのです。

自分の人生だから自分が満足出来るような生き方をす

れば良い。人様にどうこう言われなくて、自分が納得で

きる生き方をすれば良いと思う。そして、あなたはまだ

まだこの世の中で活動しなければいけないと言われた

ら死ぬことはない。この世の中には無駄な命は一つも

ない。たとえ障害を持った人にもそれなりの意味がある

はず。その為に生まれて来た。障害を持った人が相手

に障害を見せて、相手にどのように思わせるかという役

割もあるわけです。ですから、無駄な命は何一つない。

だから自分が胸を張って生きる。死に直面してうろたえ

ることがないように自分自身を磨くことが大事であり、い

ざという時には自分がしっかりした間違いのない結論

が出せる人間になって欲しいと話をしました。私は東日

本大震災の時にコンビニの人や宅配便の人たちが現

場の責任者の裁量で、周りの人に施しをしたことは素

晴らしい事だと思います。言われてやるのではなく、そ

の場に応じて自分たちが考えてやる。これは素晴らし

いと思います。そういう人間を一人でも多く作りたいと思

って今経営をしておりますが、なかなか出来ないという

忸怩たる思いであることを心して、この話を終わりたい

と思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

◎ ニコニコボックス        瀧文博親睦委員 

八木禧昭会員 瀧文博会員 

  橋浦会員の卓話を楽しみにしております。 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

  会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし

た。 

坂巻照代会員 

  林田様いつも美味しいおもちご馳走様です。 

  橋浦会員の卓話を楽しみにしております。 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

上杉順一会員 

  会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

橋浦重己会員 

  本日は私が卓話をさせて頂きます。あまり期待しな

いで下さい。 

海野俊彦会員 

  先日上野公園に花見に行きました。満開は今週末

です。今年は早いですね。 

  橋浦会員の卓話を楽しみにしております。 

平山滋也会員 

  今年に入り出席率が悪く申し訳ありません。昨年の

暮れから、もんもんとしていた難工事が今終わりま

した。体はガタガタ、心はボロボロ、洋服はよれよれ

です。ニガニガです。 

山野井正郎会員 

  峰々にここぞとばかり山桜 

大井和子会員 笠原孝雄会員 

林田さんご馳走様でした。 

橋浦会員の卓話を楽しみにしております。 

青柳民朗会員 市川敏明会員 小後摩重正会員 

福嶋昭会員 宮下賢会員 

  橋浦会員の卓話を楽しみにしております。 

 

◎４月の予定 

  ４月 ４日(水) 地区協議会報告 

     １１日(水) ショコラボ 伊藤紀幸様  

     １８日(水) 山野井正郎会員 

     ２５日(水) １８：３０～ 根本雄一会員 

『リヴァージュ』 

◎会報               宮下賢会報委員 


