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会長挨拶及び報告

中村圭一副会長
7月も最終盤となってようやく夏らしさが出てき
ました。8月は暑くなるという予想が出ています。
体調管理してしっかり乗り切りましょう。そして、
9月になると、いよいよラグビーワールドカップが
日本で開催されます。
ラグビーといえばかつての新日鉄釜石や神戸製
鋼などで一時期のブームになったことはありまし
たが、日本ラグビーは国際的には互角に戦えるレベ
ルではなく、マイナースポーツの代表みたいなもの
でした。そんな日本にラグビーのワールドカップを
招致することになりました。2009年に2019年の日
本開催が決定したのですが、決定以降でも弱小日本
での開催に反対する意見が堂々と述べられており、
2015年のワールドカップでの日本の成績いかんで
は開催国を変更する可能性さえ議論されていたほど
です。
その風評を一気に覆しジャパンラグビーを一躍世
界の強豪国の仲間入りをさせ、国民の大きな関心
も呼び覚ましたのが忘れもしない2015年9月19日、
ワールドカップ・ロンドン大会における南アフリカ
戦での大劇的逆転勝利です。南アフリカは世界最
強であり、日本の勝利は「スポーツ史上最大の番狂
わせ」と言われました。この結果を確信していたの
は、世界63億人の中でおそらく当時のラグビー全
日本のスタッフとメンバーだけでしょう。
日本のラグビーは、どうしてこのような偉大な変
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貌を遂げることができたのでしょうか。様々な要因
がある中で、「指導者が果たした役割」がもっとも
大きな位置を占めていることに異論をはさむ余地は
ありません。
ラグビー以外にも、水泳、卓球、バドミントンな
ど、これまで世界的にはイマイチだったスポーツで
日本が世界を席巻しているスポーツが多々ありま
す。これらに共通しているのは、指導者や指導体制
が変わって、見違えるように強くなっているという
ことです。以前ロータリーの友でアーティスティッ
クスイミングの井村監督が特集されていましたが、
チーム力の盛衰に対して指導者の果たす役割の重要
性がわかりやすくまとめられていました。
自らが所属するチームを強くしていくために、指
導者として果たすべき役割の重要性を認識し、日々
の業務の中で生かしていくようにしたいと思いま
す。
報
告
１．7月22日（月）第5グループ会長・幹事会が開催さ
れました。当クラブからは、内山会長、武田幹事が出
席されました。後程、武田幹事より報告をお願いし
ます。
２．7月24日（水）きみつ秋花火第4回実行委員会会議
が開催されました。当クラブからは、平野会員が出
席されました。お疲れ様でした。
３．7月26日（金）君津市福祉チャリティーゴルフ大会
運営会議が開催されました。当クラブからは、秋元
ゆかり会員が出席しました。お疲れ様でした。
幹
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武田富士子幹事
１．7月30日（火）、2019年規定審議会参加報告の
集いが開催されます。
場 所：千葉市民会館地下小ホール
時 間：登録12時30分 開会13時 閉会16時40分
参加者：内山貴美子会長・小幡研修リーダー
よろしくお願いします。
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２．次週8月5日例会は、小川ガバナー補佐が来訪
されます。ガバナー公式訪問の予行練習として、
内山会長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長、職
業奉仕委員長、青少年奉仕委員長より今年度活動
計画について発表して頂き、また永嶌直前会長よ
りクラブの課題と対策を発表して頂きます。
発表時間は3分です。発表の後、小川ガバナー補
佐より講評を頂く予定となっています。宜しくお
願いします。なお、週報掲載用の原稿につきまし
ては、活動計画書作成の際に、ご提出頂いた原稿
を掲載させて頂きますので、内容について変更の
ない方は、再提出は必要ありません。
永嶌直前会長については、週報用原稿を事務局ま
でメールにて提出をお願い致します。
また、8月5日の例会前11時30分より第2回定例理
事会が開催されます。
理事・役員の方はご出席下さいますようお願い致
します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第5グループ週報
３．ガバナー公式訪問及び合同例会・クラブ協議
会・懇親会の出欠の案内
４．第43回RYLAセミナー開催の案内
５．国際ロータリー第2790地区ロータリー財団委
員会よりポリオ根絶についての案内
６．ザ・ロータリアン英語版（8月号）
７．本日も先週に引き続き、受付に開発途上国の薬
物乱用防止の活動募金箱を設置していますが、現
在募金0円です。回覧しますのでご協力お願いし
ます。
８．有志親睦会の案内（ゴルフ）
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2019-20年度活動計画書
３．「END POLIO NOW」ピンバッチ
（地区ロータリー財団委員会より）

新入会員紹介

入会者

原田

健夫様

3年間の君津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会員歴を経て、（1年間の
ﾌﾞﾗﾝｸ）今回再入会されます。
氏名：原田 健夫（はらだ たけお）
出生地：愛知県知多郡東浦町
生年月日：1959年（昭和34年）10月26日（猪年）
血液型：A型
住所：木更津市畑沢南
家族構成：妻、子供3人（長女、長男、次男）
出身高校：愛知県立半田高校
出身大学：広島大学大学院工学研究科
趣味：食べられる物を収穫するのが好き。潮干狩
り、自宅の庭に梅の木栽培。
土日に奥様と二人で食事や旅行を楽しむ。
略歴
1984年 新日本製鉄㈱入社 君津製鐵所設備部熱
技術室へ配属
1987年 設備部エネルギー技術室へ異動、以来、
製鉄プロセスにおけるエネルギーコスト改善に向け
た新規設備の企画、設備運用改善などの業務に携わ
る。
（君津共火殿の発電設備改善については全て関与、
電力事業のプロ）
2014年7月、日鉄住金環境㈱へ出向、12月末、新日
鐵住金㈱を退職、日鉄住金環境へ転籍。
2015年6月末、君津支店長に就任。
2015年7月～2018年6月まで君津ロータリークラブ
会員。（日鉄住金環境社内異動）
2019年4月から君津共同火力に転籍、現在常務取締
役管理部長。
入
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中村副会長

プ ロ グ ラ ム
会員卓話「私のメンター」

篠塚知美会員
みなさん、こんにちは。
有限会社Stay Dream Projectの篠塚です。
今日は、初めての卓話でいささか緊張しておりま
す。つたない話しですが、最後までお付き合いでき
ればと思います。
みなさんにも、メンター＝師匠 がいらっしゃ
ると思います。仕事でのメンター、心のメン
ター。。。などなど。仕事上において、判断すると
き、人生に岐路にたったとき、メンターの存在が大
きくなると思います。私は、それほど強い人間、頭
のいい人間、ではないので、常に、心の中には、3
人のメンターが存在しています。
私が、脱サラをして、会社を興したのが、約17
年前で、35歳の時でした。その頃は、まだ飲酒の
規制も厳しくなく、居酒屋業界も、バブル期の勢い
は、なかったですが、堅調の売上を推移していたこ
ろです。私も、焼鳥屋で半年修行していただけで、
業界の勢いと自分の勢いに酔って、茂原で、創業し
ました。35歳だから、体も動くし、なんでもでき
るという感覚がありました。そして、同じころに創
業した仲間の会社にも負けないぞ！と強く思い、事
業をスタートさせました。最初は、串屋横丁という
FCでお店を開きました。「同じころ加盟した社長
さん達より、売上を多くするのだ、多店舗展開して
いくのだ！」なので、創業して4年で、居酒屋を4
店舗まで広げました。その時の居酒屋でのメンター
が、「つぼ八を創業した石井誠二さんでした」石井
誠二さんは、若者が気軽にいける居酒屋がないと
いうことで、北海道 札幌に 8坪の小さな店舗を
OPENさせました。それがつぼ八のスタートです。
その後、500店舗と全国につぼ八を展開させた、居
酒屋の神様と呼ばれております。ワタミの創業者で
ある渡邉美樹さんや魚民や笑笑の大神社長を育てた
人でもあります。何度も、石井誠二さんの本を読み
あさり、居酒屋の精神を自分に刷り込んでいきまし
た。ある日、茂原の創業店に、石井誠二さんと渡邉
美樹さんがゴルフ帰りに、寄って頂いたことがあり
ます。それからのご縁が続き、今年3月にお亡くな
りになるまで、お仕事上のアドバイスをお受けする
ことができました。
茂原で創業をしたあと、すぐに多店舗展開を考
えました。その時は、「野心や野望」があったの
ですね。野心や野望って言葉は、何か相手を押しの
けて、突き進むというイメージがありますね。今
は、使わないようにしている言葉です。同じタイミ
ングで創業した社長達に負けたくない！という強い
気持ちがありました。今、思うとなんで、自分と人

を比べるのだろうって思います。そんなイケイケ
ゴーゴーな気持ちで、木更津や習志野、そして君津
にと、多店舗展開をしていきました。社員やアルバ
イトさんも、急激に増えていき、そこで、組織とい
うものを作り、運営していきました。そのような仕
事の仕方や考え方のメンターが「辻野晃一郎さん」
です。辻野さんは、VAIOというソニーパソコンを
この世に送り出した人です。辻野さんが、ソニーに
在籍時代は、VAIO部隊のプレジデントという役職
でした。有難いことに、サラリーマン時代、VAIO
開発当時から、バイヤーとして、VAIOビジネスに
携わり、辻野プレジデントの判断スピードや仕事の
仕方を教わり、それを弊社の中に反映していきまし
た。辻野晃一郎さんは、ソニーの社長になる人だと
言われておりましたが、「今のソニーには夢がな
い」と言って、あっさり退職し、日本グーグルの社
長に就任し、今は、独立して会社を興しておりま
す。
当時は、ソニーの中でも花形だったVAIOビジネ
スで、仕事の仕方などを学び、石井誠二さんにアド
バイスを頂き、急激に多店舗展開もして、社員やア
ルバイトさんも増え、同業の社長達にも、差をつけ
て、ますます気持ちが大きくなり、鼻高々だったの
かなと思います。
その長く伸びた鼻をへし折ったのが、「資金繰
り」なのです。
調子に乗っている私は、またもう一店舗、新規で
お店を作り始めました。茂原創業当時のできる社員
が、戻ってきてくれたので、復帰して、何か月後か
にお店をOPEN。とんでもないスピードでお店を作
り上げました。
その時点でいろいろなところに、無理が生じてい
たのでしょうね。社員の組織体制やモチベーショ
ン、人員体制などなど。OPENして、なかなか起
動にのりません。今までやってきたとおりに、メ
ニューや接客も実践していきました。立地も悪くな
く、今までのやり方で通用するという考えでした。
しかし、一向に売上が上がらず、毎月、預金からそ
の店舗の赤字を補填し、三か月で貯金も半減し、こ
のままお店を継続させたら、会社が半年、持たな
い。倒産してしまうというところまで、資金繰りが
悪化しました。経費の削減、無駄の削減、売上を上
げる努力、原価率を下げる努力などなど、いろいろ
しましたが、悪化は止まらず。私の心も、だんだん
とボロボロになってきました。倒産というプレッ
シャーに心が押しつぶされそうになりました。読書
が好きで、毎日、読んでいるのですが、どの本を読
んでも、心は上の空。生きた心地がしなかったで
す。そういうときに、広島尾道の居酒屋の先輩の
フェイスブックに、新幹線の中で読む～「北川八郎

先生の本」が、アップされていました。私も、過去
に北川八郎さんの本を読んでいたので、久しぶりに
読んでみました。北川先生の本の中に、「拡大より
充実」「不平・不満・言い訳・愚痴・怒りは、人生
において、五つの毒である」「善意と好意は与えっ
ぱなし」「敵を作らない経営」「この世に一人しか
いないのに、何故、他人と比べるのか？」などな
ど、当時の私には、いろいろな言葉が、突き刺さり
ました。同時に、北川先生の心の温かさと人柄が私
の心に、染みわたりました。「北川先生に、会って
みたいと思い、HPを除くと、勉強会を開催してい
るということだったので、早速、申し込みをして、
お会いにいきました。勉強会の雰囲気は、とても和
やかで、経営の勉強という本来の雰囲気ではなく、
心から穏やかになっていきました。北川先生との対
話の中で、「篠塚くんは、バリヤーがあるね」と、
一言 ぼそっと言われました。
自分ではわかっていました。出来損ないの経営者
（自分）を隠すために、知識武装や自分を大きく見
せるために、バリヤーをしていました。同時に創業
した社長達にも負けないように、自分を大きく見せ
ていました。弱音がはけなかった。できない自分を
素直に、認めることができなかった。
北川先生にお会いして、言葉を浴びるたびに、
「等身大で生きよう」「ダメな自分を素直に認めよ
う」「自分が勝手に思っている、勝ち負けの中で生
きるのはもうやめよう」「人生、何故、自分の心の
中で、勝負をするのだろう」「等身大でいいのに、
巨勢を張ってしまうのだろう」「不平・不満・愚
痴・言い訳・怒りを口にしてしまうのだろう」など
など、考え方や心の在り方を素直に考えるようにな
りました。
そして、妻には、「もしかしたら、会社が倒産
するかも知れない。そうしたら、財産も家もなく
なってしまうかも知れない」と伝えました。そうし
たら、妻は、「命があるから、別にいいでしょ」っ
て、言ってくれました。それから、心が軽くなり、
仕事にも本当の意味で、打ち込めるようになりまし
た。
そうしたら、何故か、自然に、資金繰りが解決方
向に向かっていきました。
それからというもの、人生のメンターである「北
川八郎先生」には、今でも毎月、時間を取って、お
会いに行っております。
ある本で、人生のメンターを3人作ると、仕事の
判断や人生の岐路で、迷うことがなくなると書いて
ありました。
私の3人のメンターは、居酒屋のメンターである
「石井誠二さん」、仕事のメンターである 「辻野
晃一郎さん」、そして人生のメンターでる「北川八

郎先生」。
会員のみなさんのメンター
の話しも、今度 お聞きした
いなと思います。
うまく話しがまとまらず、
つたない発表で申し訳ござい
ませんが、以上にて、私の卓
話を終わりにいたします。最
後まで、ご清聴、ありがとう
ございました。
ニコニコＢＯＸ
中村 圭一
本日は内山会長ご不在の為、代行さ
せていただきます。原田さん、君津
RCの気品を高めるメンバーの再来
を心から喜んでいます。ウソではあ
りません。
前田 亮
今日はニコニコBOX発表の係とな
りました。皆さんメモ記入時はハッ
キリと読みやすい文字でお願いしま
す。
※武田幹事の提出はありませんでし
た。私的には今日はスムーズに進行
できるかなと思ってあえて提出は求
めなかったのですが、先程遅れてい
ただきました。しょうがないので読
みます。
武田富士子
原田様会員の紹介を倉繁会員に代
わってさせていただきました。原田
会員お帰りなさいませ。倉繁会員の
原稿の中に入っていたのですが、
「君津共同火力の発電設備改善に全
て関与されており電力事業のプロ」
とありました。すごい方という事は
解ってましたが、皆様との会話に人
柄が親しみの間柄である事。原田会
員RC活動楽しみましょうね。
原田 健夫
1年ぶりに君津RCに再入会させて頂
きます。原田です。何卒、宜しくお
願い致します。
隈元 雅博
やっと梅雨が明けましたね。原田会
員お帰りなさい。中村副会長、お疲
れさまです。篠塚会員、卓話をあり
がとうございました。これからも共
にロータリー活動を頑張りましょ
う！
宮本 茂一
原田さん、お帰りなさい!!少し例会
を休んでいた様ですねって感じで、
全く違和感ありません。ロータリー
をまた、楽しんで下さい。
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梅雨明けが宣言されました。君津
RCにとって、梅雨明けは大きな意
味があります。そうです。水まきの
時期となりました。一部すでに枯れ
てしまいましたが、皆様のご協力を
お願いします。
原田さん、お帰りなさい。また楽し
くやりましょう。
皆様こんにちは。日に日に暑さが増
して来ます。熱中症にならない様、
気を付けましょう。お花の水まき頑
張ります。
今日は初めての卓話でした。とても
緊張致しました。私のつたない話し
を、最後まで聴いて頂き、感謝致し
ます。本格的な夏の到来ですね。生
ビールを呑んで、夏を乗り切りま
しょう!!どうぞご自愛ください。
先週末は、孫のお食い初めでした。
むこ殿の親にとっては初孫だったの
で、九州からわざわざのお越しでし
た。こうした風習も今時!の感はあ
りますが、我々の後、この日本を背
負っていく子供たちが健康で力強く
生育し、はつらつと国をリードして
行ってもらいたいものです。
原田様、入会おめでとうございま
す。（おかえりなさい。）篠塚様貴
重な卓話ありがとうございました。
篠塚会員、貴重なお話ありがとうご
ざいました。原田会員改めまして、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
原田さんお帰りなさい!!夏!!本番にな
ります。皆様お体ご自愛下さい。
原田会員お帰りなさい。ようこそ君
津ロータリーへ。また共に盛り上げ
て参りましょう。
篠塚会員卓話有難うございました。
原田会員改めましてよろしくお願い
致します。
原田さんお帰りなさい!!また、一緒
に活動できる事とても嬉しいです。
原田様お帰りなさい!またよろしく
お願いします。
篠塚会員、卓話、ありがとうござい
ました。
普段は全くメールが来ない千葉工場
長から先週2通のメールが届きまし
た。かずさマジック補強選手が2名
のおかげで優勝できましたとの内
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容。来年は本大会で勝ってやる!
原田様再入会ありがとうございま
す。今後、よろしくお願いします。
東京オリンピック・パラリンピック
までいよいよ後1年になりました。
公共イメージ向上委員会では、オリ
パラ情報の発信を企画して行きます
ので、皆さんの情報提供を宜しくお
願いします。
毎日、暑い日が続いています。皆様
お身体お気をつけて下さい。
原田会員これから宜しくお願いしま
す。先日、部下の結婚式でした。相
変わらず主賓の挨拶は慣れません
が、結婚式はイイですね。幸せな気
持ちになります。
昨日、富津の花火大会へ行きまし
た。砂浜で見る花火良かったです。
フィナーレの水中2尺玉は大きかっ
たなぁ。
長かった梅雨もようやく終わり、暑
い夏がやって来ました。皆さん体調
管理に気を付けましょう。
今日にも梅雨が明けそうですね。先
週から気温上昇に伴い、現場では、
熱中症の目安となる指標は最大値レ
ベル5を示し、30分に一度の休憩取
得を徹底させています。台風5号、6
号と、日本の直ぐ近くで熱帯低気圧
から台風に成長しており、ちょっと
今までとは違ってきているように思
います。これも地球温暖化の影響で
しょうか。まだ、これからが台風の
本格的な季節となりますが、大雨や
強風による被害のないことを祈って
います。

