
   
    

 

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 

TEL&FAX  0480－31－0031 
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第２３６５第２３６５第２３６５第２３６５回例会回例会回例会回例会    ２０１６年１０月２０２０１６年１０月２０２０１６年１０月２０２０１６年１０月２０日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     関口パスト    

ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング             それでこそロータリー    

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                  戸賀崎会員 

会長会長会長会長の時間の時間の時間の時間                                                                                        関口パスト関口パスト関口パスト関口パスト GGGG    

久しぶりに点鐘の鐘を打ちました。最

近では私がガバナーの時以来です。私

が杉戸 RC に入った時、私は一番若くて

いつも例会場の隅で震えておりました

（笑）。私の上には沢山の先輩がおりま

したが、ある時数人が退会したため繰り上がり少し早かっ

たのですが、第 12 代会長に就任致しました。その前には

幹事として、第 3 代田中会長、第 10 代高田会長、そして

第 40 代小川会長の時に 3 回目の幹事を務めました。杉

戸クラブでは、幹事を何度か務めている人が多くいます。 

ロータリーでは、年に 5 回諮問委員会があり、パストガ

バナーが集まります。ガバナーは、国際協議会後１ヶ月

以内に、諮問委員会を招集するよう要請されていますが、

これは、ガバナー・エレクトが国際協議会で討議、発表さ

れた事項を現報告するためです。諮問委員会はロータリ

ー活動に関する意思決定機関ではなく、あくまでもガバナ

ーのスタッフ的存在としての役割を果たす委員会です。

当地区では、1 回目は 7 月早々に、2 回目は 10 月上旬、

この時は地区大会に向けて決議案の調整を致しました。 

毎年 11 月の末から 12 月にかけての 3 日間、ロータリ

ー研究会が開催されます。現在、過去、将来の地区ガバ

ナー、RI 会長、理事、管理委員、地域リーダーが出席し

国際ロータリーとロータリー財団についての意見交換を

行うほか、お互いの交流を深め合います。近年はお台場

で開催されていましたが、今年はRI理事が名古屋の方で

すので名古屋で開催されますので行って参ります。 

 

                                                                                                                    矢島パスト会長矢島パスト会長矢島パスト会長矢島パスト会長    

私がロータリークラブに入会して驚いたのはメイキャッ

プというシステムです。私が入会をしたときには、例会出

席がロータリアンの最大の義務であると言われていたの

で、欠席するときは他のクラブに必ずメイキャップをしなけ

ればなりませんでした。今では新しい会員さんにはこのシ

ステムを説明していないのではないでしょうか。今年度関

口パストが親睦委員長になるということで驚くとともに興

味もありましたが、親睦委員会としてメイキャップツアーを

行うことに大変感心を致しました。ロータリーならではのメ

イキャップというシステムを改めて会員に知らしめるいい

チャンスだと思っております。 

                                                                                                                            下津谷パスト会長下津谷パスト会長下津谷パスト会長下津谷パスト会長    

私の事業所は、かつて 17 店舗ございました。正社員が

125 名、契約社員が 100 名程おりましたが、今では縮小し

正社員 42 名になっております。しかし、不思議なことに今

の方が経営は楽ですね。人をどんどん増やした時は経費

がべらぼうに掛りました。今当社は、再スタートを切り若

い人たちを中心に動いております。ですから私は会社に

行ってもほとんどすることがありません（笑）。出社をする

と自分の部屋を掃除するのが日課となりました。週に1回

例会に出席するのが今は楽しみになっております。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        渡辺渡辺渡辺渡辺幹事幹事幹事幹事    

� 第 5 回会長幹事会報告より、平成

28 年 11 月 21 日（月）フレンドシッ

プ CC にて第 6 グループチャリティ

ゴルフが開催されます。OUT・IN 

9:03 同時スタートになります。登録

料は一人 6,000 円、プレー費は

13,800 円キャディ、カート、昼食付き）です。チャリテ

ィー寄付金は、鳥取県中部地震に寄付されます。 



� 第 5 回会長幹事会報告より、平成 29 年 3 月 25 日

（土）春日部市商工振興センターにて午後 1 時点鐘、

IM が開催されます。テーマは青少年の未来、シンポ

ジウム形式で行い登録料は 5,000 円です。 

� 春日部イブニングロータリークラブより、平成 28 年

10 月 27 日（木）むさしビル 3F19:00 点鐘オープン例

会の案内が届いております。登録料 2000 円、10 月

21 日締め切りになります。 

� 2720地区（熊本・大分）、過日の流灯まつりでの義捐

金のお礼状が届いております。 

� 青少年部門ローターアクト委員会より、平成 28 年 12

月 3 日（土）宝登山「ロータリーの森」にて行われる植

樹活動の案内が届いております。登録料は、1 人

5,000 円です。 

� 青少年部門ローターアクト委員会より、平成 29 年 3

月 25 日（土）～3 月 30 日（木）大韓民国の高校生海

外研修派遣団員の募集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                                                                                                                    小柳会員小柳会員小柳会員小柳会員    

私は北海道の深川市出身です。

深川市は旭川の手前にあり留萌本

線（るもいほんせん）の起点が深川

駅です。近くに石狩川が流れており、

先日は台風で氾濫したとニュースに

ありましたがそこから数キロのところ

で生まれました。子どもの頃は大変出来の悪い倅として

親や親戚から色々言われながら育ちました。 

私は子どもの頃ラジオ少年で小学生の時からラジオを

いじくりまわしていました。中学校を卒業するときに旭川

工業高校に進学したいと先生に言いましたら怒られまし

て、当時工業高校に進学するのは難しくクラスでトップク

ラスでないと進学できませんでした。大変ショックを受けま

したが、土木の測量関係の高校を卒業致しました。1 年

間は地元の JR に務めましたが、電気の勉強をするのを

諦めることが出来ませんでした。昭和 41 年私は 3 万円の

片道切符代を握りしめて専門学校へ通うために東京へ出

てきました。JR 函館駅近くの岸壁に係留されている青函

連絡船として就航してい

た「摩周丸」博物館船が

ありますが私はそれに

乗って初めて北海道を

離れました。 

 

親は私が北海道に帰ってくると思っていたようですが、

私はもう北海道へは帰らないつもりで出てきました。埼玉

県のパナソニック代理店に就職しました。昭和 43 年当時

カラーテレビが出回り始めた時でした。給料が 3 万から 5

万円の時代に 1 台 18 万 9800 円から 19 万 8000 円の値

段でした。カラーテレビ１台売ると人件費が出ます。当時

の電気屋は儲かるはずでした。私もサラリーマンながら

TV や家電を売り歩いておりまし

たので、電気屋は儲かると確信

し独立することに致しました。し

かし、カラーTV ブームも落ち着

いたこともあり、埼玉にある代

理店 2000 社のなかで 100 番以

内の成績を出しているのにそれほど儲かりません。そん

な話を産業廃棄物業者の後輩にしましたところ「どんなに

頑張っても所詮メーカーのさじ加減で生きているんだよ」

と言われました。私もメーカー側にいた人間でしたので、

まったくそのとおりだと思いました。その時会社に 3 人の

従業員がおりましたので、会社を潰すわけにはいきませ

ん。彼らにすべてを渡し産業廃棄物の業界に入りました。 

この業界に入って分かったことは、法律でがんじがらめ

なんですね。今 20 年経ちまして企業との契約件数が 1 万

社くらいあります。全部と正式な取引契約書をかわさない

と仕事ができません。ただその難しさが異業種から入って

来づらくなるという利点もあり会社も順調に成長しており

ます。現在、社員が約 200 名おります。社長の仕事は何

かというと、自分の部屋に入りこれから取り組もうとしてい

るプロジェクトの資金面だけです。私は次の社長に約束し

ているのは「資金面において私は足を引っ張らない。方

向性さえ合っていれば、資金面において諦めるろというこ

とは絶対言わない。」という約束をしております。 

あまり自慢できることはありませんが、片道切符で北

海道の田舎から出てきた少年が、帰ることができない中

でなんとか杉戸町という町に住みつき、周りに迷惑をか

けないでここまでこられたということだけが誇れることです。

私どもの基本理念に、「お客様第一主義を実践します。

社員の幸せを

実現します。」

という言葉があ

ります。これは

松下幸之助が

「社員を喜ばす



のが社長の仕事である」と言ったことからですが、これは

私も取り組んでおります。 

私どもの取引先が年に 1 回、自分の所が出した廃棄物

を適正に処理しているか担当者が見に来ますので毎日

のように来客があります。私は他社と差別化をはかるた

めに VIP ルームをつくることに致しました。そこでは完璧

なプレゼンと行き届いた接客を実現し、そのための社員

教育も行います。来客がないときには社員に解放いたし

ますが、カウンターバーを設置しお酒を出すことも考えて

います。これは私の遊び心で笑われるかもしれませんが、

仕事は楽しくなければならないというのも私の理念です。 

地区役員地区役員地区役員地区役員報告報告報告報告                                                                            戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員    

先週の土曜日にローテックスの企

画でシティツアーに同行してきました。

ROTEX は、国際ロータリー青少年交

換プログラム による一年間の海外で

の留学生活を経験し、日本へ帰国し

た帰国学生による組織です。自らの

留学経験を活かし、当プログラムによる派遣生、来日学生

の留学生活がより良いものになるようにサポートしています。

今回は、上野から浅草、お台場へと回ってきました。天気に

恵まれて最高の観光日和でした。 

青少年交換委員会は、派遣生の研修や留学生のホストフ

ァミリーをお願いしたりと皆様のご協力が必要な委員会です。

これからもこのプログラムが大変すばらしいものであるとい

うことを知って頂けるよう務めていきたいと思います。またこ

のような貴重な体験をさせて頂けること感謝致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                         関口関口関口関口会員会員会員会員    

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    

44443333    24242424    19191919    0000    19191919    81.481.481.481.40000%%%%    

２０１６年１０月２７２０１６年１０月２７２０１６年１０月２７２０１６年１０月２７日日日日親睦ゴルフ親睦ゴルフ親睦ゴルフ親睦ゴルフ    

親睦ゴルフ（プレステージ親睦ゴルフ（プレステージ親睦ゴルフ（プレステージ親睦ゴルフ（プレステージ CCCCCCCC））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                   関口関口関口関口会員会員会員会員    

関口関口関口関口 PGPGPGPG：：：：    下津谷さん毎回ドア当番、後かたずけご苦労様

です。大吟醸古酒杉戸宿開宿 400 周年ン記念の酒を販

売しました。宜しくお願い致します。 

渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）会員：会員：会員：会員：    今日宮代町での行政書士法律相談出

席のため早退致します。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    小柳さんのサクセスストーリー若い経営者の方

に聞いてもらいたいですね。卓話ありがとう御座います。 

真中会員真中会員真中会員真中会員：：：：    結婚記念日のプレゼントありがとうございました。

50 年の節目なので盛大に祝って参りました。 

野口野口野口野口会員会員会員会員：：：：    小柳さんお話ありがとうございました。 

篠原会員篠原会員篠原会員篠原会員：：：：    小柳様卓話ありがとうございます。またお願い

致します。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    素敵な秋晴れですね！ 

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：    先週の土曜日にローテックスの企画でシティ

ツアーに同行してきました。来日学生の笑顔を見ると、も

うひとがんばり!!の力がわきます。出向させていただいて

いるお陰で、素晴らしい体験ができています。ありがとう

ございます。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    小柳会員卓話ありがとうございます。函館では

コーヒーごちそうさまでした。 

舟越舟越舟越舟越会員会員会員会員：：：：    小柳さん卓話ありがとうございました。大変参

考に成りました。 

折原（弥）折原（弥）折原（弥）折原（弥）会員会員会員会員：：：：中野会員：小柳中野会員：小柳中野会員：小柳中野会員：小柳会員会員会員会員    

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 １８，０１８，０１８，０１８，０００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 ３２５３２５３２５３２５，５，５，５，５００００００００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    １，３１，３１，３１，３００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 

 

 

優勝優勝優勝優勝!! !! !! !! 小林朝美会員小林朝美会員小林朝美会員小林朝美会員    おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２３６６回例会第２３６６回例会第２３６６回例会第２３６６回例会    ２０１６年１０月２７２０１６年１０月２７２０１６年１０月２７２０１６年１０月２７日日日日    

親睦夜間例会（大吉）親睦夜間例会（大吉）親睦夜間例会（大吉）親睦夜間例会（大吉）18:3018:3018:3018:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

出席報告出席報告出席報告出席報告                       落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）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    

43434343    24242424    19191919    0000    19191919    81.481.481.481.40000%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                                       

石井会長石井会長石井会長石井会長：：：：    4 カ月ぶりのゴルフ、皆様にご迷惑おかけしまし

た。急に寒くなりました。体調管理には充分気をつけてく

ださい。 

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：    本日国土交通大臣表彰をもらってきました。    

折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員：：：：    先日鹿児島の知覧へ行ってきました。大

変すばらしいところでした。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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。    

    

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    本日結婚祝ありがとうございます。51 回目にな 

りました。 

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：    秋晴れの中、クラブの方達と楽しいゴルフを

出来ました。友と過ごす 1 日は心から充実しました。 

矢島会員矢島会員矢島会員矢島会員：：：：    今日はよろしく。 

下津谷会員：井上会員下津谷会員：井上会員下津谷会員：井上会員下津谷会員：井上会員：：：：渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員    
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