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会員の皆様へ
本日は、移動例会となりました。小路会長のご紹介の
例会です。
いばらき盲導犬協会の斉藤様に卓話、盲導犬体験のご
指導をいただきます。お忙しい中お越しいただきまして
誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。
会員の皆様には小路会長の意図をご理解いただけれ
ば幸いです。

10月23日㈬ 水戸市内6RC会長幹事会
出席者　小路　實、深谷　智

11月14日㈭ 水戸市内6RC合同例会
水戸プラザホテル　18:15～
※11月第３例会は合同例会に変更となる為、翌日
11月15日㈮の例会はありません。

次回例会日程
10月18日㈮　18:30～ 夜の例会　水戸プラザホテル
※10月25日㈮の例会は、定款第８条第１節により
休会となります。

■財団BOX（10月４日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金(第９回)

$100　10,800円(累計$15,900)
月例献金（９月分）…700円

この計　　　２件　　　$100　　　11,500円

■米山BOX（10月４日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計1,010,000円)
笹館康男会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計 720,000円)
石川啓司会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計 550,000円)
粂田信行会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計 550,000円)
大原康宏会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 530,000円)
米田英雄会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計 470,000円)
篠原　勉会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計 450,000円)
志村　保会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計 360,000円)
中川勝義会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 330,000円)
根本祐次会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計 320,000円)
小路　實会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計 290,000円)
深谷　智会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円(累計 280,000円)
菊池秀機会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 230,000円)
米川幸喜会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計 210,000円)
川﨑紀子会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計 150,000円)
宇留野秀一会員…米山功労者献金（第４回）

10,000円(累計 140,000円)
髙橋伸之会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計 110,000円)
二川隆司会員……準米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計 90,000円)
小泉正史会員……準米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計 90,000円)
久信田秀一会員…準米山功労者献金（第８回）

10,000円(累計 80,000円)
川﨑英輝会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 30,000円)
録田幸裕会員……準米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計 10,000円)

この計　　　22件　　　220,000円
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経済と地域社会の発展／
米山月間鶴田一郎会員（土浦RC）

　　　　　　……

小路　實会員……

深谷　智会員……

山下真悟会員……

川上正一会員……

谷島孝明会員……
櫻井盛二会員……

市毛純一会員……
大金　誠会員……

久保田啓藏会員…

奈良早苗会員……

橋本　哲会員……
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石川啓司会員……

この計　　　17件　　　56,000円

■会員メークアップ

９/25　水戸西RC　　 大金　誠
９/27　愛知REC　　　人見光一
９/28　第15回ロータリー日韓親善会議

長谷川國雄　塩沢富夫　　小路　實　　松本隆史
井澤卓司　　志村　保　　深谷　智　　米川幸喜
上野義哉　　川﨑英輝　　原口一吉

10/４　北海道2500REC　　人見光一

2019年10月11日（金）

前　週訂正出席率61.90％
前々週訂正出席率65.88％91名 50名 41名 59.52％10月第１例会（10月４日）

出席状況
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■ニコニコBOX（10月４日（金）扱）

国際奉仕でいろいろ皆様にお世話になっておりま
す。毎回千円をニコニコBOXへ献金していま
す。
川上会員、お元気な姿を見られて嬉しく思いま
す。
山下会員、今回のイニシエーションスピーチ頑
張って下さい。
今日こそはイニシエーションスピーチを元気良く
頑張ります。
病気で長期入院しておりました。ご迷惑をおかけ
致しました。
皆様ご協力有難うございます。
本日、65歳の誕生日を迎えることが出来まし
た。多くの方々に感謝申し上げます。
久し振りの例会です。
お陰様で無事に茨城団体ラグビーの部が終了しま
した。お陰様で女子の部が優勝しました。有難う
ございます。
川上会員の元気な顔を見ることが出来、嬉しくな
りました。
会員増強のパンフレットが出来上がりました。皆
様のご協力をお願い申し上げます。
茨城団体ラグビー女子チームが全国優勝致しまし
た。ご声援有難うございました！！
山下会員のイニシエーションスピーチ楽しみにし
ております。
山下会員、イニシエーションスピーチ宜しくお願
いします。
山下会員、イニシエーションスピーチ頑張って下
さい。
山下会員、今日こそはイニシエーションスピーチ
頑張って下さい！！
鶴田地区国際奉仕委員長、歓迎致します。小生は
終日、市営平須団地の全面外壁打診立合会です。

10月第１例会　10月４日（金）

土浦RC　鶴田一郎会員
■ビジター

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーの時間「盲導犬体験・職場訪問を迎えて」

 小路　實会長
 3. 会務報告（出席状況報告　ニコニコＢＯＸ　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
 4. 幹事報告
 5. 茨城ロボッツの取り組みについて
（職場訪問にてＭ－スポ訪問に際し）
 ㈱いばらきスポーツタウン・マネジメント
 代表取締役　川﨑篤之会員

 6. 会　食
～ ごあいさつ ―盲導犬について―
 いばらき盲導犬協会 理事　斉藤つぎ氏 ～

 7. 盲導犬体験
 8. 点鐘・閉会

10月第２例会プログラム
於 M－スポ

【職場訪問】



山下真悟会員

イニシエーションスピーチ

第15回ロータリー日韓親善会議 in 仙台 ９月28日㈯

　皆さん、こんにちは。山下真悟です。
　米川（幸）プログラム委員長にイニシエーション
スピーチを頼まれてから、何を話そうかなと考えて
おりましたが、簡単に私の自己紹介と今どういう思
いで仕事をしているのかについてお話させて頂こう
と思います。
　先月の９月11日の1－3会で菊池職業奉仕委員長
が、「ロータリーはみんなが先生であり、みんなが
生徒である」と教えて頂きました。
　ただ私は、皆さんのような立派な経営者ではな
く、毎回生徒として教えてもらうことばかりです。
　私に水戸南ロータリークラブの一員として、でき
ることって何だろう？と考えたとき、“元気”しか
ないと思いました。
　まだ29歳の若輩者ではありますが、元気を分け
られるようなスピーチを一生懸命させて頂きます。
本日はよろしくお願い致します。

　私の出身地は福井県福井市です。
　人口は26万人であり、水戸市とほぼ同じです。
県人口は77万人と茨城県の25％程度です。
　高校生までは、福井県で過ごしました。小学校か
ら中学校まで野球をやっており、高校からはハンド
ボール部に入部しました。
　なぜに野球をやらなかったかといいますと、中学
校の野球の最後の大会で、私のサヨナラエラーで負
けたからです。そこで、自分を責め、野球から逃げ
ました。今思えば本当に弱い人間でした。
　ハンドボールでは、茨城でいう関東大会である北
信越大会に進出しました。

　その後、大学に進学する為に、学校の先生にどう
すれば大学に行けるのかを聞き、生徒会長になれと
言われ、よく分からず生徒会長に立候補しました。
後日分かったのですが、頭がよくない為、指定校推
薦でしか大学にいけないと先生が判断し勧めたそう
です。

　生徒会長に立候補する為に、渾身の演説を行いま
した。
　生徒会立候補者の投票の結果が掲示板に張り出さ
れたとき、学校がざわつきました。なぜかという
と、不信任の投票が凄く多かったんです。全校生徒
の２割の200人近い人数でした。
　そこで初めて、自分の思っていることと、人の
思っていることが違うんだと学びました。

　その後、大学は北海道の釧路公立大学に進学しま
した。後日、先生が国公立の進学数を増やしたいが
為に、琉球大学か釧路公立大学を進めたことを知っ
たときは衝撃的でした。
　大学では、北の大地で経済学を学びました。
　大学在学時には、小さなやきとり屋でバイトをし
ておりましたが、ある日お店を閉めるとのことで、
店主から今後どこで働くのかと聞かれ、決まってい
ないと話したら、いい仕事があると言われ、それが
とび職だったんです。道東仮設工業という会社で
す。「１日だけとび職をやってこい」と言われ行っ
たら、結果１日が１年働いておりました。
　そこで、毎日失敗し、怒られ、鍛えられ、今があ
ります。
　その経験もあり、大学卒業後、建築業界に就職し
たいと思い、前職の建材メーカーであるフクビ化学
工業に就職しました。住宅の断熱材、束、外壁材、
樹脂系資材等、住宅に関する副資材のルートセール
スを行っていました。
　前職では最初、東京に配属され、その後、茨城に
転勤になり、私が今茨城にいるのも前職の転勤が
きっかけです。前職で担当させて頂いていたお客さ
んが高梨会員です。

　その後、プルデンシャル生命保険㈱にヘッドハン
ティングされ、2016年７月に入社しました。現在
４年目です。今年の３月まで、ライフプランナーと
して営業活動しておりましたが、今年の４月から営

業所長として働いております。
　今の仕事は同じリクルート活動（ヘッドハンティ
ング）と営業所の経営です。ヘッドハンティングの
際に、“今何の為に働いているのか？”、“今の夢っ
て何ですか？”という質問をすると、ほとんどの方
が答えられません。皆さんは素晴らしい経営者の
方々なので、そうなの？とか思われるかもしれませ
んが、現状はこういう状況です。

　最後に、私の経営を話して終わりにさせて頂きます。

　経営とは、
　“経”　正しい道理、道筋を通すもの
　“営”　枠組みを決めて実行するもの
　“経”　変えてはいけないもの
　“営”　変えていくもの

　これを大切に日々仕事をしています。
　ロータリーに出会い、素晴らしい経営者の方と出
会い、日々勉強させて頂いております。こんな私で
すが、引き続きよろしくお願い致します。
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山下真悟会員

イニシエーションスピーチ

第15回ロータリー日韓親善会議 in 仙台 ９月28日㈯

　皆さん、こんにちは。山下真悟です。
　米川（幸）プログラム委員長にイニシエーション
スピーチを頼まれてから、何を話そうかなと考えて
おりましたが、簡単に私の自己紹介と今どういう思
いで仕事をしているのかについてお話させて頂こう
と思います。
　先月の９月11日の1－3会で菊池職業奉仕委員長
が、「ロータリーはみんなが先生であり、みんなが
生徒である」と教えて頂きました。
　ただ私は、皆さんのような立派な経営者ではな
く、毎回生徒として教えてもらうことばかりです。
　私に水戸南ロータリークラブの一員として、でき
ることって何だろう？と考えたとき、“元気”しか
ないと思いました。
　まだ29歳の若輩者ではありますが、元気を分け
られるようなスピーチを一生懸命させて頂きます。
本日はよろしくお願い致します。

　私の出身地は福井県福井市です。
　人口は26万人であり、水戸市とほぼ同じです。
県人口は77万人と茨城県の25％程度です。
　高校生までは、福井県で過ごしました。小学校か
ら中学校まで野球をやっており、高校からはハンド
ボール部に入部しました。
　なぜに野球をやらなかったかといいますと、中学
校の野球の最後の大会で、私のサヨナラエラーで負
けたからです。そこで、自分を責め、野球から逃げ
ました。今思えば本当に弱い人間でした。
　ハンドボールでは、茨城でいう関東大会である北
信越大会に進出しました。

　その後、大学に進学する為に、学校の先生にどう
すれば大学に行けるのかを聞き、生徒会長になれと
言われ、よく分からず生徒会長に立候補しました。
後日分かったのですが、頭がよくない為、指定校推
薦でしか大学にいけないと先生が判断し勧めたそう
です。

　生徒会長に立候補する為に、渾身の演説を行いま
した。
　生徒会立候補者の投票の結果が掲示板に張り出さ
れたとき、学校がざわつきました。なぜかという
と、不信任の投票が凄く多かったんです。全校生徒
の２割の200人近い人数でした。
　そこで初めて、自分の思っていることと、人の
思っていることが違うんだと学びました。

　その後、大学は北海道の釧路公立大学に進学しま
した。後日、先生が国公立の進学数を増やしたいが
為に、琉球大学か釧路公立大学を進めたことを知っ
たときは衝撃的でした。
　大学では、北の大地で経済学を学びました。
　大学在学時には、小さなやきとり屋でバイトをし
ておりましたが、ある日お店を閉めるとのことで、
店主から今後どこで働くのかと聞かれ、決まってい
ないと話したら、いい仕事があると言われ、それが
とび職だったんです。道東仮設工業という会社で
す。「１日だけとび職をやってこい」と言われ行っ
たら、結果１日が１年働いておりました。
　そこで、毎日失敗し、怒られ、鍛えられ、今があ
ります。
　その経験もあり、大学卒業後、建築業界に就職し
たいと思い、前職の建材メーカーであるフクビ化学
工業に就職しました。住宅の断熱材、束、外壁材、
樹脂系資材等、住宅に関する副資材のルートセール
スを行っていました。
　前職では最初、東京に配属され、その後、茨城に
転勤になり、私が今茨城にいるのも前職の転勤が
きっかけです。前職で担当させて頂いていたお客さ
んが高梨会員です。

　その後、プルデンシャル生命保険㈱にヘッドハン
ティングされ、2016年７月に入社しました。現在
４年目です。今年の３月まで、ライフプランナーと
して営業活動しておりましたが、今年の４月から営

業所長として働いております。
　今の仕事は同じリクルート活動（ヘッドハンティ
ング）と営業所の経営です。ヘッドハンティングの
際に、“今何の為に働いているのか？”、“今の夢っ
て何ですか？”という質問をすると、ほとんどの方
が答えられません。皆さんは素晴らしい経営者の
方々なので、そうなの？とか思われるかもしれませ
んが、現状はこういう状況です。

　最後に、私の経営を話して終わりにさせて頂きます。

　経営とは、
　“経”　正しい道理、道筋を通すもの
　“営”　枠組みを決めて実行するもの
　“経”　変えてはいけないもの
　“営”　変えていくもの

　これを大切に日々仕事をしています。
　ロータリーに出会い、素晴らしい経営者の方と出
会い、日々勉強させて頂いております。こんな私で
すが、引き続きよろしくお願い致します。
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国歌斉唱
米山記念奨学会評議員感謝状伝達

長谷川会員
ロータリー日韓親善会議の報告

長谷川パストガバナー
雑誌の時間を担当する
久保田（規）会員

ロータリーの友を熱心に読む皆さん
次週の職場訪問の説明をする

菊池職業奉仕委員長
米山記念奨学への寄付者を発表
する髙橋米山記念奨学委員長

イニシエーションスピーチを
する山下真悟会員

本日の食事

幹幹 事事 報報 告告

RIテーマ：ロータリーは世界をつなぐ

地区スローガン／人、学びて更なる奉仕
クラブ会長方針／心に寄り添う魅力あるクラブ

水戸南
　 ロータリークラブ

Weekly Report
Rotary Club of Mito-Minami

週　報

国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆RI加盟承認　1973年（昭和48年）６月７日
◆チャーターナイト　1974年（昭和49年）２月10日

■例会場　水戸プラザホテル  TEL.029-305-8111
■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
■ＵＲＬ　http://www.mito-m-rc.com

クラブ会報委員会／委員長：長洲雅彦　副委員長：郡司恵一郎　アドバイザー：松本隆史　委員：軍司　由佳、川上　正一

●会　長　小路　　實　会長エレクト　志村　　保
●幹　事　深谷　　智　副会長　　　　篠原　　勉
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　小川　啓子

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

１

２

３

会員の皆様へ
本日は、移動例会となりました。小路会長のご紹介の
例会です。
いばらき盲導犬協会の斉藤様に卓話、盲導犬体験のご
指導をいただきます。お忙しい中お越しいただきまして
誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。
会員の皆様には小路会長の意図をご理解いただけれ
ば幸いです。

10月23日㈬ 水戸市内6RC会長幹事会
出席者　小路　實、深谷　智

11月14日㈭ 水戸市内6RC合同例会
水戸プラザホテル　18:15～
※11月第３例会は合同例会に変更となる為、翌日
11月15日㈮の例会はありません。

次回例会日程
10月18日㈮　18:30～ 夜の例会　水戸プラザホテル
※10月25日㈮の例会は、定款第８条第１節により
休会となります。

■財団BOX（10月４日（金）扱）
鈴木憲一会員……財団の友献金(第９回)

$100　10,800円(累計$15,900)
月例献金（９月分）…700円

この計　　　２件　　　$100　　　11,500円

■米山BOX（10月４日（金）扱）
久保田啓藏会員…米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計1,010,000円)
笹館康男会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計 720,000円)
石川啓司会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計 550,000円)
粂田信行会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計 550,000円)
大原康宏会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 530,000円)
米田英雄会員……米山功労者献金（第７回）

10,000円(累計 470,000円)
篠原　勉会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計 450,000円)
志村　保会員……米山功労者献金（第６回）

10,000円(累計 360,000円)
中川勝義会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 330,000円)
根本祐次会員……米山功労者献金（第２回）

10,000円(累計 320,000円)
小路　實会員……米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計 290,000円)
深谷　智会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円(累計 280,000円)
菊池秀機会員……米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 230,000円)
米川幸喜会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計 210,000円)
川﨑紀子会員……米山功労者献金（第５回）

10,000円(累計 150,000円)
宇留野秀一会員…米山功労者献金（第４回）

10,000円(累計 140,000円)
髙橋伸之会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計 110,000円)
二川隆司会員……準米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計 90,000円)
小泉正史会員……準米山功労者献金（第９回）

10,000円(累計 90,000円)
久信田秀一会員…準米山功労者献金（第８回）

10,000円(累計 80,000円)
川﨑英輝会員……準米山功労者献金（第３回）

10,000円(累計 30,000円)
録田幸裕会員……準米山功労者献金（第１回）

10,000円(累計 10,000円)

この計　　　22件　　　220,000円
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経済と地域社会の発展／
米山月間鶴田一郎会員（土浦RC）

　　　　　　……

小路　實会員……

深谷　智会員……

山下真悟会員……

川上正一会員……

谷島孝明会員……
櫻井盛二会員……

市毛純一会員……
大金　誠会員……

久保田啓藏会員…

奈良早苗会員……

橋本　哲会員……

米川幸喜会員……

原口一吉会員……

録田幸裕会員……

石井邦明会員……

石川啓司会員……

この計　　　17件　　　56,000円

■会員メークアップ

９/25　水戸西RC　　 大金　誠
９/27　愛知REC　　　人見光一
９/28　第15回ロータリー日韓親善会議

長谷川國雄　塩沢富夫　　小路　實　　松本隆史
井澤卓司　　志村　保　　深谷　智　　米川幸喜
上野義哉　　川﨑英輝　　原口一吉

10/４　北海道2500REC　　人見光一

2019年10月11日（金）

前　週訂正出席率61.90％
前々週訂正出席率65.88％91名 50名 41名 59.52％10月第１例会（10月４日）

出席状況
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■ニコニコBOX（10月４日（金）扱）

国際奉仕でいろいろ皆様にお世話になっておりま
す。毎回千円をニコニコBOXへ献金していま
す。
川上会員、お元気な姿を見られて嬉しく思いま
す。
山下会員、今回のイニシエーションスピーチ頑
張って下さい。
今日こそはイニシエーションスピーチを元気良く
頑張ります。
病気で長期入院しておりました。ご迷惑をおかけ
致しました。
皆様ご協力有難うございます。
本日、65歳の誕生日を迎えることが出来まし
た。多くの方々に感謝申し上げます。
久し振りの例会です。
お陰様で無事に茨城団体ラグビーの部が終了しま
した。お陰様で女子の部が優勝しました。有難う
ございます。
川上会員の元気な顔を見ることが出来、嬉しくな
りました。
会員増強のパンフレットが出来上がりました。皆
様のご協力をお願い申し上げます。
茨城団体ラグビー女子チームが全国優勝致しまし
た。ご声援有難うございました！！
山下会員のイニシエーションスピーチ楽しみにし
ております。
山下会員、イニシエーションスピーチ宜しくお願
いします。
山下会員、イニシエーションスピーチ頑張って下
さい。
山下会員、今日こそはイニシエーションスピーチ
頑張って下さい！！
鶴田地区国際奉仕委員長、歓迎致します。小生は
終日、市営平須団地の全面外壁打診立合会です。

10月第１例会　10月４日（金）

土浦RC　鶴田一郎会員
■ビジター

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーの時間「盲導犬体験・職場訪問を迎えて」

 小路　實会長
 3. 会務報告（出席状況報告　ニコニコＢＯＸ　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
 4. 幹事報告
 5. 茨城ロボッツの取り組みについて
（職場訪問にてＭ－スポ訪問に際し）
 ㈱いばらきスポーツタウン・マネジメント
 代表取締役　川﨑篤之会員

 6. 会　食
～ ごあいさつ ―盲導犬について―
 いばらき盲導犬協会 理事　斉藤つぎ氏 ～

 7. 盲導犬体験
 8. 点鐘・閉会

10月第２例会プログラム
於 M－スポ

【職場訪問】


