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前回の例会報告　2014年 9月 3日

本日のプログラム
例　　会� 12：30～ 13：30
イニシェーションスピーチ� 細田　新子会員
� 林　　文昱会員
� 髙橋　努務会員

今月のソングリーダー　月井　雅夫会員

■出席報告

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 ８月20日分

修正出席率

33名 29名 24名 5名 82.76％ 93.10％

会　員 出席参入
会員数 出席数 欠席数 出席率 ８月27日分

修正出席率

33名 28名 15名 13名 53.57％ 89.66％

幹　事　報　告　　　　　　　　　幹　事　報　告　　　　　　　　　

○広島豪雨災害義援金のお願いが地区から来ており
ます。被害が一日も早く収まることを願い、復興へ
の一助としていただくための義援金を募ります。只

今より募金箱を皆様のテーブルに回しますので、お
一人1,000円以上のご寄附を何卒よろしくお願い
いたします。（57,000円の義援金が集まりました。）

○ロータリー情報冊子５種類各３冊を事務局に備え
置きますので、ご供覧いただき、会員勧誘時の資料
として下さいますようお願いいたします。

○来週の例会は、７日・８日群馬県富岡市への移動
例会・親睦旅行に振り替えとなりますので、10日
（水）の例会はございません。欠席の会員は、メー
クアップをお願いいたします。お隣「池袋ＲＣ」の
例会（木曜）は格調が高いので是非訪問してみて
ください。

■ビジター
東京池袋RC� 加古　博昭様
　　〃� 榎本　　稔様

９月の誕生祝会員

会　長　報　告　　　　　　　　　会　長　報　告　　　　　　　　　

①11月25日（火）に開催されます、北分区インター
シティミーティング・合同例会のご案内プログラ
ムとアンケートにご協力のお願いがきております。
　本日、メールBOXにお配りしてございますの
で、ご覧いただきアンケートについてはご記入
後、事務局までご提出をお願い申し上げます。
②「特別例会　櫻井よしこ講演会」のご案内が小石
川RCよりきております。
　９月26日（金）12：30～14：00
　ホテル椿山荘東京　プラザ棟　１Fギャラクシー
にてビジター代4,000円　ご出席希望の方は事
前に申込みが必要ですので事務局までお知らせ下
さい。詳細はテーブルにチラシを回覧しております。
③あすかRCより、創立25のあゆみ記念誌をお送
り頂きました。
④10月15日　鈴木名誉会員の101才御祝の件。
⑤青少年交換学生ビアンカさんの近況報告。

第 1349 回例会　2014 年 9月 7・8日（移動例会）
第 1350 回例会　2014 年 9月 17日 合併号



卓　話第1348回例会

中小企業における社会奉仕活動とは？
� 渡辺　裕之会長

　本日お話をさせていただく、中小企業の社会奉
仕活動というテーマですが、私も、この度ロータ
リークラブの会長になって�手続要覧の「社会奉
仕」を改めて見ると、社会奉仕（COMMUNITY�
SERVICE）と書かれております。
　私自身は建設業という仕事柄、地域のイベントや
お祭りなどの設営やお手伝いなど、常にマンパワー
の部分等でご協力をさせていただいております。
　特別に社会奉仕をしているという意識ではなく、
地域で仕事をさせていただいている会社としては、
ごくごく当たり前の事だとも思っております。
　それは私共の社風でもあると思いますが、なぜそ
の様な社風なのか改めて考えておりますと豊島区観
光協会会長の齊木勝好氏、当時は池袋西口商店街連
合会の会長でございましたか、池袋西口公園に野外
ステージを作るというお話がありました。
　ある日、私共の会長が社に戻るなり『西口公園に
野外ステージを作る』と話し出しました。私は製作
のお手伝いだと思っておりましたが、会長は『道楽
らしい道楽もしなかったし、俺の道楽でいいだろ
う？』と。私自身が反対をする立場でもなく、意味
が良く理解できませんでしたので、反対のしようも
ない事でありました。齊木会長共々、私共の会長も
池袋西口公園にどうしても野外ステージを街の為に
作りたいという強い思いがあることを後に知る事に
なりました。
　景気も今ほど良くはない時代で、齊木会長や池袋
周辺の方々の並々ならぬ努力やご協力で�当時とし
ては大変多額のご寄附を集められて今に至っておる
事が鮮明に記憶に残っております。
　私共の会長としては道楽にはなりえませんでした
が、街の為に常設野外ステージを作りたいという皆

様方の強い思いと齊木会長をはじめ関係者の方々の
努力が実を結んだ、ロータリー活動ではありません
でしたが、大変意義のある社会奉仕活動ではなかっ
たかと思っております。
　椎名町商人まつりの事を少しお話させていただき
ます。
　豊島区内の主たる所で執り行われております�豊
島区商店街連合会主催の商人まつりですが、今から
10年ほど前に、区商連より�私共の本社のある椎名
町でも執り行ってもらいたいという要望があり、初
めて試みました。
　会社の前の南長崎公園（現・椎名町公園）で開催
する為、私共の会長をはじめ、全社員が設営やイベ
ントのお手伝いで参加を致しました。
　はじめての試みで地域の商店街も勝手がわから
ず、地方の物産や豊島区の他の商店街の品物が主
で、地元の商店は１店舗だけでした。
　いざ開催をしてみると、過去にない程、大勢の地
域の方々がイベントに来て下さり、買い物をして頂
きました。地域の商店街の人達も『これほどお客様
が来られて、買い物をして下さるのなら、来年から
自分たちが主催で行いたい』と話しており、自主運
営されることに私共の会長も区商連会長も大変喜ん
でおりましたが、翌年以降、椎名町商人まつりが開
催されることはありませんでした。地域の商店とし
ては、余剰人員がいない為、商人まつりの会場に出
店をすれば本来の自分の店を閉めて参加しなければ
ならない�というような理由が主でしたが非常に残
念な結果になりました。
　現在では�大塚の南口・北口の商人祭りや池袋本
町など、イベントも拡大いたしましたが、この時の
椎名町の商人まつりの来場者数や売り上げは豊島区
内トップでもあるほどでした。その後５年ほどは開
催されませんでしたが、豊島区商店街連合会の強い
要望もあり、現在では、池袋西R.Cの蕪木会員、西
部会員、私などが運営に係わり、規模の大小こそあ
りますが、地元の商店が主体となり、毎年開催され
ております。また、当クラブのご協力も頂き�イン
ターアクトの学生の方々にもお手伝いをいただいて
おります。
　長い間中止をしていた椎名町少年少女相撲大会も
地域の若い人達の要望で、西部会員が中心となり開
催が復活されたイベントであります。
　そして現在、豊島区無形文化財であります“�長
崎の獅子舞�”を若い人たちに継承すべく、蕪木会



員が中心となり保存会の立ち上げに日々努力をされ
ている状況であります。
　この様に地域に関わりのある企業や人が、何かの
形で地域に対して社会奉仕をしていると思います
し、そういう気持ちをお持ちの方がロータリアンだ
と確信をしております。
　私のおやじはロータリアンであり、中小企業の経
営者であり、街のリーダー的存在であり�その背中
を見てきました。日々休みもなく、地域の為に働い
ている姿を見て、私はあの様にはならないといつも
言っておりましたが、気が付いたらおやじの足元に
も及びませんが、少しずつ近づいているような気が
します。
　家内に『結局、同じことをしている』と半ばあき
れ顔で言われました。
　私達地域で生かされている中小企業の経営者は、
地域があってなんぼです。
　地域が良くならなければ自分たちの繁栄は無い。
　私の会社の合言葉は、“地域になくてはならない
企業になろう”“地域になくてはならない企業にな
りたい”です。
　これからもロータリークラブを通じて、また違う
場面でも�地域のお役に立てるよう努めてまいりた
いと思っております。
　ご清聴、ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
加古博昭様（東京池袋RC）／先々週の東京池袋RC
の移動例会に渡辺会長、村山副会長、西島会員
の御出席をいただき感謝申し上げます。

村中会員／妻の誕生祝を頂き有り難うございます。
櫛田会員／9月7日・8日は移動例会・家族親睦旅行
です。今回も吉田親睦委員のご案内で楽しい旅
行になると存じます。何卒よろしくお願い致し
ます。

稲川会員／西島さんの声が聞きたくてニコニコしま
した。

滝澤会員／思わぬところより、「 お小使い 」を貰い
ましたので…

有我会員／誠に申し訳けございません。職業奉仕活
動のため、早退させていただきます。

2014年９月３日（水）

第３回定例理事会　議事録
○会長挨拶
・８月27日の移動例会（納涼祭）、関係者のご協
力に感謝いたします。
・今年度に入って２カ月が過ぎました。これからも
皆様のお力添えをいただいてクラブ運営に努め
て参りますので、何卒よろしくお願いいたしま
す。

○８月次の会計報告があり、了承されました。報告書
は事務局に備え付けてあります。
・収入・支出ともに予算通りに推移しております。
・例会場の場所代金はホテルのご厚意により１年
間繰り延べられています。
・来日交換留学生の関連費用が今月から発生しま
す。

○９月の例会スケジュール
・７・８日は、群馬県富岡市内への移動例会・家族
親睦旅行です。したがって10日（水）は休会になり
ます。
・17日は、細田・林・髙橋新入会員によるイニシ
エーションスピーチです。
・24日は、クラブ協議会（委員会の日）です。進行
の詳細は、後日会員の皆様へお知らせいたしま
す。

○鈴木名誉会員の101歳お祝い会を10月15日（水）
に、佐倉市内のウィシュトンホテルで開催します。
詳細は後日会員の皆様へお知らせいたします。邦
楽同好会が賛助出演の予定です。
○ビジターから、週報に掲載されている名前を削除
して欲しいとの要望が寄せられ、検討した結果、
要望どおり削除することにしました。これに関連し
て、週報の掲載など、ホームページの運営・管理の
在り方について、今後検討することにしました。
○広島豪雨災害への義援金とポリオ募金のお願いが
来ておりますので、会員の皆様へ募金をお願いす
ることにします。
○ロータリー情報冊子１セットを事務局に備え付け
ることにしました。会員勧誘時などで活用が見込ま
れます。
○友好クラブの台北東海クラブ20周年記念例会の
日が、４月24（金）とのお知らせがありました。当
クラブとしては、４月22日（水）の例会を振り替え
てお祝いのために訪台します。具体的な旅行日程
等は、廣内前会長を中心に進められることになり
ました。
○社会奉仕員会の活動状況について報告がありまし
た。
・錦華学園へのテーブル椅子セットが完成しまし
た。10月12日に寄贈します。
・オレンジリボン活動を秋口に予定しています。
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