
   
    

 

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ 

事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ 
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第２３４３第２３４３第２３４３第２３４３回例会回例会回例会回例会    ２０１６年５月１９２０１６年５月１９２０１６年５月１９２０１６年５月１９日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     渋谷会長    

四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和                    真中会員 

本日のゲスト本日のゲスト本日のゲスト本日のゲスト           交換留学生 リサ・ドュイさん 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                 渋谷渋谷渋谷渋谷会長会長会長会長    

 皆さん「ホーソン効果」というのをご

存じでしょうか。これは、米国ハーバ

ード大学の研究グループが、ウエス

タンエレクトリック社のホーソン工場

で行った実験から見られる現象のこ

とを言います。工場における調光が

生産性に与える影響を調べていたところ、工場が明るい

と被験者は人見られているという感覚から、「生産性の低

い人間に見られたくない」という心理が働くことがわかりま

した。結果、生産性が上がるということでこれを「ホーソン

効果」と呼ばれています。自分だけだとなかなかモチベー

ションが上がりませんが、人が見ているととても頑張ると

いうのは、仕事でもスポーツでもよくあることですね。私の

事業所でも、常に人に見られていることを意識して作業を

してくださいと言っております。 

  最近では、作っている様子をわざと見せるガラス張りの

飲食店や、仕切りのない広いオフィスなどが多くみられま

すね。これは、デザイン性やコスト面だけではなく、見られ

ることで緊張感を与え仕事の効率を上げるねらいもある

のだそうです。 

 来週、米山学友会主

催の日帰り研修旅行で

「米山梅吉記念館」へ

行って参ります。奨学生

のパク・アヒョンさんと、

私と栗原会員が参加を

致します。 

皆様ご存じのとおり、米山梅吉は、日本に初めてロー

タリークラブを誕生させ、その創成期の活動の中心に立

った人です。米山梅吉記念館は、米山梅吉の遺徳を偲び、

その偉業を顕彰するため、昭和 44 年米山ゆかりの静岡

県駿東郡長泉町に開館しました。奉仕の精神を持ち続け、

生涯を通じて活動を続けました彼の精神は、米山梅吉記

念館を預かる全国のロータリークラブによる奉仕活動や、

長泉町内の小中学校で命日に設けられた米山デーとし

て、現在の子供たちにも受け継がれているそうです。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事 

� 次年度広報部門より、平成 28

年 7 月 2 日（土）越谷コミュニティ

センターにて開催される 2016～

2017 年度広報・会員増強部門

合同セミナーの案内が届いてお

ります。各委員長は出席よろしく

お願い致します。 

� 杉戸町観光協会より、平成 28 年 5 月 25 日（水）杉戸

町商工会館にて開催される「第 1 回古利根川流灯ま

つり実行委員会」の案内が届いております。 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                         石井エレクト石井エレクト石井エレクト石井エレクト    

一昨年の 9 月 6 日杉戸 RC と杉戸

中央 RC が合併しましてからまだ、会

員卓話の機会がございませんでした

ので改めまして自己紹介を兼ねた卓

話を致したいと思います。 

私がロータリークラブに入会しまし

たのは、平成 23 年の 11 月 1 日で 4

年 6 か月になります。入会当初は、私は 63 歳で入会しま

したが、その時のクラブ平均年齢も 63 歳でした。しかし、

合併を致しましてから今年度平均年齢が約 61 歳となり、

私の今の年齢と 7 歳も開いてしまいました。しかし、若い



方の入会は、クラブの活性化や発展に欠かせない要素

ですので、大いに歓迎したいと思います。 

私は昭和 23 年 1 月 10 日

東京都江戸川区も小松川で

生まれました。いわゆる団塊

の世代です。戦後のベビーブ

ームで、中学校で 10 クラスあ

り子どもの人数が多かった時

代です。20 歳まで江戸川区

で育ちました。普通のサラリ

ーマンの家庭で、よく錦糸町

の街頭テレビで父親とプロレスを見ていました。昭和 39

年高校 2 年生のとき東京オリンピックが開催されましたが、

まさか 56 年後に再び東京オリンピックがあるとは夢にも

思っておりませんでした。 

高校を卒業したあとは、働きながらしばらく浪人生活を

送っておりましたが、生活が乱れてきましたので（笑）子

供の頃からやっておりました柔道を活かし昭和 43 年に警

視庁を受験して警察官になりました。警察学校を卒業し

たあとは、浅草や赤坂の派出所、警視庁の捜査 4 課、蒲

田、約 26 年間の 20 年は、刑事で暴力団の担当をしてお

りました。新聞を賑わした数々の事件を担当しましたが、

平成 4 年に世田谷区の自宅マンション付近で、映画監督

の伊丹十三が車から降りようとするところを複数の男に

襲撃されて、重傷を負った事件がありました。監督は当

時、民事介入暴力をテーマにした「ミンボーの女」を制作

し公開がスタートしたばかりでした。事件後、私は監督の

保護にあたる警官の一人でした。犯人グループが暴力団

であることは分かっておりましたので、上からの指示で情

報をとるため 1 年間内部の人間と行動を共にし、ほとんど

家に帰ることができませんでした。サウナに一緒に入った

りするのですが、私だけ入れ墨をしていないのも不自然

だと上からは入れ墨を入れたふりをしろと言われ、危うく

入れ墨をいれてしまうところでした。しかし容疑者逮捕の

時は、勤務が評価され警視総監賞を頂きました。 

そして、約 26 年間勤務した警察を退職し、日本移動通

信に転職致しました。のちの KDDI ですね。当時 4 月 1 日

から電話も自由化されたばかりで、暴力団からのクレー

ムも多かった。先輩から来てくれないかと頼まれまして、

土日も休みでお給料もよかったので、暴力団のような仕

事から足を洗い（笑）一般企業の人間になりました。当時

はトヨタ自動車の子会社で 800 人足らずの会社でした。 

私は、警察の OB という

ことで管理職としてクレー

ム対応の最高責任者とし

て勤務しましたが、最初の

3 ヵ月は自ら電話を取りク

レームの対応を致しまし

た。これは大変辛かった

ですね。その後は、クレー

ム処理として頭を下げに

暴力団事務所などに行く

わけですが、警察官の時は、事務所に行くとどうぞ、どう

ぞとお茶を入れて靴を揃えてくれたのですが、今度は逆

に怒鳴りつけられ、電話が切れたせいで仕事がダメにな

ったなどと凄まれる立場になりました。60 歳で定年を迎え

るまでの間に KDDI 株式会社となり一部上場会社の部長

まで務めさせて頂きました。当時は学生の入社したい企

業 1 位にもなり毎年高学歴の若い人がたくさん入社して

きます。若い人に囲まれて仕事をしたり相談を受けたりし

ながら楽しくサラリーマン生活を送りました。強い立場も

弱い立場も経験致しましたが、どんな仕事でも、信頼関

係や人間関係が一番重要であったと感じております。 

皆さん私の警察内のお話しに興味がおありのようです

が、実は様々な事件の裏話は、たくさんあります。次年度

の「会長の時間」で機会がありましたら、少しずつまたお

話しさせて頂きますのでよろしくお願い致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

41414141    11116666    22225555    0000    11117777    80.4980.4980.4980.49%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

渋谷渋谷渋谷渋谷会長：会長：会長：会長：    今日もいい天気ですね。梅雨前に太陽の恵み

に感謝したいです。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    会社ホームページをリニューアルしました。 

ぜひご覧ください。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    15 日川口モーニング 30 周年記念式典に行って

来ました。お台場のヒルトンホテルで盛大に行われました。

石井さん卓話ありがとうございます。 

石井石井石井石井会員会員会員会員：：：：    日本女子バレーボール、タイに奇跡の大逆転

でリオ五輪に前進しました。私はあきらめてテレビを見ま

せんでした。何事も最後まであきらめてはいけないと痛感

しました。 

廣井廣井廣井廣井会員会員会員会員：：：：    長くお休みして申し訳ありません。これから出

席率上げるよう頑張ります。 



加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    1 新井さんにチケットを頂き、4/23 パナソニック

オープンを千葉カン梅郷へ見に行きました。プロを見てい

て家内はゴルフって簡単なのネ・・・と言っていました。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    27 日からの世界大会、出席される皆様、リサを

よろしくお願いします。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    石井エレクト卓話ありがとうございます。 

渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）会員会員会員会員：：：：    国政・都政・五輪招致・燃費偽装 なんか

へんな感じです。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    渋谷会長のホーソン効果は大宮の夜だそうで

す。週 3 回みられ、南銀では「顔」だそうです。 

    

第２３４４回例会第２３４４回例会第２３４４回例会第２３４４回例会    ２０１６年５月２６日２０１６年５月２６日２０１６年５月２６日２０１６年５月２６日    

夜間例会（大吉）１８：３０点鐘夜間例会（大吉）１８：３０点鐘夜間例会（大吉）１８：３０点鐘夜間例会（大吉）１８：３０点鐘    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事 

� 杉戸町教育委員会より、平成28年6月9日(木)15:30

～すぎとピアで開催される、平成 28 年度第 1 回杉戸

町中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会開催

のお知らせが届いております。当クラブでは、社会

奉仕委員長の田中会員が担当となっております。 

� ロータリー財団部門より、平成 28 年 7 月 16 日（土）

春日部市民会館で開催される、2016-17 ロータリー

財団部門セミナーの案内が届いております。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

41414141    23232323    18181818    0000    15151515    85.3685.3685.3685.36%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    明日から韓国です。 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    明日から妻がソウル国際大会に出席します。

出席の方よろしくお願い致します。パク・アヒョンさん、夜間

例会にようこそ。 

田中会員田中会員田中会員田中会員：：：：    本日もお世話になります。    

小林会員小林会員小林会員小林会員：：：：    明久しぶりの出席です。よろしくお願いします。    

    

    

    

    

    

    

    

    

折原（弥）会員：井上会員：折原（弥）会員：井上会員：折原（弥）会員：井上会員：折原（弥）会員：井上会員：小川会員：茂田会員小川会員：茂田会員小川会員：茂田会員小川会員：茂田会員    

真中会員：篠原会員：渡辺（嘉）会員：仁部会員真中会員：篠原会員：渡辺（嘉）会員：仁部会員真中会員：篠原会員：渡辺（嘉）会員：仁部会員真中会員：篠原会員：渡辺（嘉）会員：仁部会員 

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル    

スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額 ２４２４２４２４，０，０，０，０００円００円００円００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 ８７９８７９８７９８７９，０００，０００，０００，０００円円円円 

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 

    

    

    

    

    

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    明日から 31 日まで世界大会へ行ってきます。    

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    国際大会に行ってきます。    

渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員：：：：    明ゾウの花子が死にました。私と同じ 69

歳残念です。    

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    明日からソウルです。チープな旅に行ってきま

す。    

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    久しぶりの夜間例会です。近くていいですね、

大吉は。    

深瀬会員深瀬会員深瀬会員深瀬会員：：：：    あついですね。    

仁部会員仁部会員仁部会員仁部会員：：：：    明日から楽しいソウル しっかりと見聞を！    

渋谷会長渋谷会長渋谷会長渋谷会長：：：：武井会員：馬場会員：渡辺（孝）会員武井会員：馬場会員：渡辺（孝）会員武井会員：馬場会員：渡辺（孝）会員武井会員：馬場会員：渡辺（孝）会員    

中野会員：小川会員：茂田会員：古谷会員：長岡会員中野会員：小川会員：茂田会員：古谷会員：長岡会員中野会員：小川会員：茂田会員：古谷会員：長岡会員中野会員：小川会員：茂田会員：古谷会員：長岡会員    

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル    

スマイル本日スマイル本日スマイル本日スマイル本日投入額投入額投入額投入額 ２３，０２３，０２３，０２３，０００円００円００円００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 ９０２，０００９０２，０００９０２，０００９０２，０００円円円円 

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽    
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