
第1819回例会

　国際ロータリー第2790地区年次大会

　　日　時：2015年２月20日（土）・21日（日）

　　場　所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張ホール

2015年２月20日　天気　雨

◎本日の出席状況

　出席：29名（25名）中11名　44％

　欠席：平山・金子・草野・守屋・松本・長野・中村・織戸・斉藤（守）・斉藤（英）・柴田・瀧・輪湖・

　　　　度会　（武市・藤井・遠田・山口）各会員

No. 1819・1820合併号　　 2015年３月５日発行

宇佐見　透　ガバナー挨拶

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


　　　　　　　　　　地区大会プログラム　　　　　　　　　　

　　 司会　始平堂　玄昌　

　　登録開始

　　RI会長代理ご入場 RI会長代理　曾　　秋聯　

　　開会点鐘 ガバナー　宇佐見　透　

　　国家斉唱　　　 　「中華民国国歌・君が代」

　　ロータリーソング「奉仕の理想」

　　開会並びに歓迎の言葉 地区大会委員長　田岡　　清　

　　物故会員追悼 ガバナー　宇佐見　透　

　　RI会長代理ご紹介 ガバナー　宇佐見　透　

　　来賓ご紹介 ガバナー　宇佐見　透　

　　参加クラブ紹介

　　　地区外クラブ

　　　地区内クラブ（分区毎）

　　歓迎の言葉 ホストクラブ会長　宮本　和夫　

　　ガバナー挨拶・地区の現況報告 ガバナー　宇佐見　透　

　　RI会長代理ご紹介 ガバナー　宇佐見　透　

　　RI会長メッセージ・現況報告 RI会長代理　曾　　秋聯　

　　大会決議報告 決議委員長　山田　修平　

　　大会決議採決 ガバナー　宇佐見　透　

　

　　来賓祝辞 ビデオレター　　千葉県知事　森田　健作　

 千葉市長　熊谷　俊人　

　

　　寄付贈呈　ロータリー財団・米山記念奨学会・希望の風

　　「希望の風」寄付者感謝状贈呈

　　表彰（個人）

　　ロータリー平和フェロー紹介 Ｒ平和フェローシップ小委員長　平野　隆幸　

　　青少年部門紹介 青少年奉仕統括委員長　藤崎　康裕　

　　米山記念奨学生紹介 米山記念奨学委員長　石田　善一　



　　植草学園高校ブラスバンドフ部とバトントワリング部のコラボパフォーマンス 植草学園高等学校　

　　ミニライブ　「成底ゆう子ライブショー」

　　記念講演　　「鈴木宗男の生きざま」 元衆議院議員　鈴木宗男氏　

　　謝辞・花束贈呈 ガバナー　宇佐見　透　

　　直前ガバナーに花束贈呈 ガバナー　宇佐見　透　

　　ガバナーエレクト紹介・挨拶 ガバナーエレクト　櫻木英一郎　

　　ガバナーノミニー紹介・挨拶 ガバナーノミニー　青木　貞雄　

　　次年度地区大会ホストクラブ会長挨拶 千葉RC会長　櫻井　正和　

　　大会を顧みて RI会長代理　曾　　秋聯　

　　ガバナー謝辞・記念品贈呈 ガバナー　宇佐見　透　

　　閉会の言葉 ホストクラブ PP　中村　精男　

　　点鐘 ガバナー　宇佐見　透　

　【大懇親会】

　　会場　レセプションホール

 司会　吉田　広行　

　　開会の言葉 地区大会実行委員長　始平堂玄昌　

　　ガバナー挨拶 ガバナー　宇佐見　透　

　　乾杯 研修リーダー　崎山　征雄　

　　閉会の言葉 地区大会副実行委員長　上野　卓爾　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地区大会に参加して 橋岡　佐喜男　

　　本年２月５日の入会以来、初めて地区大会に参加いたしました。

　　会場では、千葉県内の素晴らしいロータリアンとお合いすることが出来ました。

　　地区会員2790名の目標達成に向けて、出来る限り貢献していく所存です。

　



第1820回例会　2015.２.26　雨　司会　伊藤会員

　ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：29名中（27名）中21名　77.78％

　欠席：岡田・中村・長野・藤代・輪湖・斉藤（守）　（武市・山口）各会員

◎メークアップ　

　２／12～岡田・瀧～理事会　金子～東京中央RC　

　　　　　 輪湖・佐々木・長野～地区奉仕プロジェクトセミナー　

　　　　　 橋岡～２／18～船橋南RC

◎100％以上 

　・２／10～環境学習講演～大原・山﨑

　・２／18～船橋南RC創立35周年式典～大原・山﨑・大家・伊藤・岡田・相澤

　・２／21地区大会会長幹事会～大原・山﨑

大原会長

　今日の朝のニュースを取り上げて、個人的な見解を話したいと思います。

　大塚家具で前社長の大塚勝久会長と、長女の久美子社長が対立しているようです。

　ニュースの内容は、『創業者会長と長女の社長が対立する家具インテリア大手の大塚家具で、大塚勝久会長

（71）が25日夜に記者会見し、勝久氏の退任を求める久美子社長（47）に対し、「騒動が大きくなれば企業価

値が毀損（きそん）し、会社の存続にかかわる」と辞任を要求した。３月27日の株主総会に向けて、株主の

委任状争奪戦に乗り出す方針だ。

　勝久氏は、長男で取締役の勝之氏（45）らとともに東京都内で会見に臨んだ。株主総会にあたり、「（久美

子氏が勝久氏らを外す）取締役の選任議案を独断的にまとめた」と批判した。「悪い子どもを持った」とも

述べた。同席したほかの幹部も、久美子氏が前回社長を務めた2009年からの５年間について「業績を残せな

かった」と指摘した。

　父娘の対立は、消費増税後の需要低迷などで業績が悪化していた2014年７月、会長の勝久氏らが社長の久

美子氏を解任し、勝久氏が社長を兼務したことで表面化した。

　その後、久美子氏は１月28日の取締役会で社長に復帰し、勝久氏は社長の兼務を解かれた。この時の舞台

裏について、同席した幹部は25日の会見で「社長の兼務を解く議案が出され、取締役７人のうち４対３で可

決された。突然のクーデターだった」と明かした』です。

　問題を簡単に解釈すると会長は、昔ながらのやり方が希望だそうです。入店した客に、名前や住所など個

人情報を書かせ、セールスマンが付いてくる方法。それって、個人情報流出をいやがる客が多い中、やって

いけるのでしょうか？という疑問がぶつかっているように感じます。

会長あいさつ



　大塚勝久会長のやり方ですと2009年に営業利益が赤字、長女の久美子社長が社長になると黒字。そして最

近も大塚勝久会長が社長になると赤字、長女の久美子社長に社長に復帰すると黒字・・・・・ハッキリ言って

久美子社長には経営者として営業のセンスがありますが、大塚勝久氏には経営者として営業のセンスがある

とは思えません。長女の久美子社長が社長でないと大塚家具はいずれどうなるか・・・・・という意見。

　昔ながらのやり方で個人情報の流出もあるかも知れませんが…

　やはり老舗ながら高価なイメージもありますし実際に品物も良いと思います。

　久美子さんの方は安い家具屋に負けない為に…となると真逆ですよね。

　高級感もあり、昔のままで……という意見。

　大塚家具の部長の大半、課長の大半、店舗の支店長全員は会長の経営方針を支持しているようで社員の今

までの体制維持が必要なのか、楽なのか、改革が怖いのか、わかりませんが、長女としては改革するのであ

れば旧体制支持者は皆さんいなくなった方が良いと思うのは自然でしょうか？

　何れにしても今日の記者会見で長女が何を話すのか？株主総会でどんな決定になるのか気になるところで

すし、今後の経営の参考にしたいと思います。

山﨑幹事

１．３月のロータリーレートは１ドル118円です。

２．仮委嘱のお知らせ

　　ガバナーエレクトより、2015～16年度の地区委員として仮委嘱されました。

　　・相澤　友夫会員に　会員増強・退会防止委員会　副委員長として

　　・藤代清七郎会員に　RYRA委員会　委員として

３．ガバナーより地区大会参加についてお礼状が来ております。

４．第43回ローターアクト地区大会について

　　日　時：４月18日（土）登録：13：00　　点鐘：13：30　　閉会：16：00　　懇親会：17：00

　　場　所：TKPガーデンシティ千葉

　　　　　　千葉市中央区問屋町１－45　カンディオホテルズ千葉内　４Ｆ

　　登録料：ロータリアン　本大会・懇親会8,000円　　締切：３月27日

◎各委員会報告

　国際ロータリー第2790地区　2014－2015年度地区大会報告 山崎幹事

　プログラム委員 藤井会員

　　これからの予定

　　３月 ５日　第1821回　例会　三つのお祝い　会員スピーチ

　　３月12日　第1822回　例会　第４回ガバナー補佐訪問　渡邉幸一ガバナー補佐

　　３月19日　第1823回　例会　卓話　船橋広島県人会　会長　高橋様

　　３月26日　第1824回　例会　卓話　セコメディック病院　黒川先生

　　５月21日　歌舞伎鑑賞予定　参加ご希望の方は早めに申込お願いします。

幹 事 報 告



　雑誌会報・広報委員会 

　　ロータリーの友を読もう　2015年３月号のみどころ

　　【横組み】

　　　RI指定記事

　　　サンパウロで友情を築きましょう Ｐ３　RI会長　黄其光（Gary C.K. Huang）氏

　　　　　国際大会は、世界中のロータリアンが一堂に会することのできる１年に１度の機会です。今年度

の地区大会は、６月に、ブラジルで開催されます。「ロータリーの国際大会のハイライトの一つは、

『ホスピタリティーナイト』で、ここでは地元のロータリアンと知り合うことができます」「ロータ

リーでは、奉仕に親睦はつきものです。皆さんが今年度の活動に焦点を当てているのと同様に、国

際的な友情の大切さを見失わないようにすることと、黄会長は呼びかけています。

　　特集

　　　識字率向上　子どもが教室で学べるように Ｐ７～13

　　　　　３月は識字率向上月間です。発展途上国では、学校に通えない子どもたちがいます。子どもたち

が学ぶのに十分な設備のない学校があります。日本のロータリアンたちは、子どもたちが学ぶこと

ができるよう、さまざまな形で支援しています。

　　　　　地域企業の協力で、シャープペンシルをフィリピンの児童に

 吉川RC国際奉仕委員長　豊田　宇助　氏

　　　　　ラオスの５小学校に机といすを寄付 千葉港RC

　　　　　素晴らしき元留学生たちと、ミャンマー寺子屋支援活動

 第2570奉仕部門国際支援委員会　田島　博夫氏

　　　ロータリーに輝きを　2014年国際協議会リポート Ｐ31－35

　　　　　国際協議会は、ガバナーエレクトの研修会です。開会本会議では次年度国際ロータリー会長とな

るラビンドラン氏が新しい RIテーマ「世界のプレゼントになろう」を発表しました。会長エレク

トは「自分の証しをロータリーに残すのではなく、ロータリーを前進させることによって、ロータ

リーの証しを世界に残すためにこの一年を使ってください」と、ガバナーエレクトたちに呼びかけ

ました。

　　【縦組み】

　　　和魂和才　すこやかに生きる漢方の知恵 Ｐ４－８

 千葉中央メディカルセンター和漢診療科・部長　寺澤　捷年　氏

　　　　　今の医学では、体の力が衰えたことを健全に保っていくのは不得手なものですが、日本は「漢方」

という、体内の変化を体表で認識する、素晴らしい医療技術を現実に持っています。この「漢方」、

すなわち「和魂和才」、この形の医療が実践できるように、日本のアイデンティティーをこれから

も、大事に育てていきたいと思います。

　　　わがまち・・・・・そしてロータリー Ｐ９－12

　　　　オー、一〇〇年たったかタカラヅカ　夢の町を支える人たち

 文・池辺史生　氏　写真・佐藤　敬　氏

　　　　　ロータリアン個人に焦点を当てた「この人、この仕事」に代わる、2013年10月号からスタート

した今年度の新連載です。「わがまち」を通じてロータリーと地域のかかわりを紹介します。今回は

兵庫県宝塚市です。



　本日の卓話　　「私の履歴書」

 橋岡　佐喜男　会員

　この度、船橋東ロータリークラブに入会させていただきました、観世流シテ方能楽師、NPO法人せんす　

会長の橋岡佐喜男と申します。

　早速「私の履歴書」のお話しをさせていただきます。よろしくお願い致します。

　私は1968年、昭和43年生まれの現在46歳です。出身は東京都港区赤坂で、現在の森ビル・アークヒルズ

になります。大人になるまで東京で育ち、20代の時に千葉県に移り住み19年前から、船橋市民となりました。

　私の生い立ちは特殊なところがあり、３歳の時に能楽師として初舞台を踏みました。

　その理由は私の父が能楽師であり師匠だった為、２足歩行が出来、ある程度日本語が話せるようになった

ところで、お稽古が始まりました。

　私自身、当時の記憶は全く無く、父親の話によれば、割と素直にお稽古にも励み、しっかり初舞台をこな

したようです。どの様な役かと申しますと、能のクライマックスシーンである「仕舞」のシテ、即ち主役を

演じました。

　当時は子供ですが仕事は２種類あり、子役である「子方」と主役である「シテ」の両方を演じていました。

子供ながらに良かった思い出は、舞台を終えるとプロとして勤めておりますので、「出勤料」簡単に申しま

すと、出演料がいただけました。その額は数万円から数十万円に及び、そのおかげもあり、好きなおもちゃ

等は、大体手に入れることが出来ました。一方、悪い思い出は、学校の行事に参加出来ないことがあったと

いうことでした。

　例えば、参加出来なかった遠足の後では、友達の話題に入っていけず、少々寂しい思いをしておりました。

以上のことから、良い思いをするということは、それなりの犠牲もあるということを、少年時代に悟りまし

た。

　因みに、観世流橋岡家というのは、私の兄で９代続いている世襲の家です。祖父、７世　橋岡久太郎（きゅ

うたろう）は、広辞苑にも掲載されております。８世　父　橋岡久馬（きゅうま）は2004年に80歳で亡く

なっておりますが、共に重要無形文化財総合指定保持者でした。



　その後28歳の時に、私の父に習っていた今の妻と結婚して以来、船橋市夏見に在住しております。結婚後

は、新婚生活を重んじた為、能楽の道を離れサラリーマンの道を選びました。

　最初に選んだ職業は、大手外食チェーンのドミノ・ピザでした。始めて自分自身による「職業選択の自由」

を行使致しました。履歴書を書き、３歳からの芸歴も記入し、面接の担当者が「何でうちに来るのでしょう

か。」と不思議そうに質問してきたことを良く覚えています。無事に採用され、私の強い希望が通り、最初

の配属は船橋店でした。ただし、いざ社員として仕事を始めてみますと、部下であるクルー（アルバイト）

の方が何でも出来るという状況を知りました。このままではまずいと自覚し、考え出したのが、当時、社内

では誰も挑戦したことがなかった本格的な法人営業でした。最初は提案が会社に通らず、足踏み状態でした

が、その後理解ある上司に恵まれ、考えていたとおりに営業が出来ることになりました。通常の宅配ピザ業

界の得意先は、個人相手がほとんどだったのに対し、法人を相手に営業をし、ホテルや宴会場等の大口顧客

と契約することにより、売上に大いに貢献出来ましたことは、入社以来の最高の喜びでした。もともと目上

の方と接することは、能楽師の頃から得意でしたので、自信をもって関わることが出来ました。その後３年

近く経ったところで、店舗に戻るよう辞令が出まして、上司と相談した結果、上司より営業能力を稼業の能

に使うか、又は、他のもっと営業歩合の高い職種に移った方が良いというアドバイスを受け転職しました。

　転職先は予備校の営業で、とても良い顧客にも恵まれ、すぐに前職の３倍を超す年収に跳ね上がりました。

そして順調に３年程在職した頃、私の弟からの公演招待券がチラシと共に届きました。その内容が衝撃的で

日本では広告の出したことのないドン・ペリニョンが試飲会付きで振る舞われるというものでした。会場の

国立能楽堂に行ってみると、高円宮様ご夫妻もご臨席で、ロビー全体がテーマカラーの緑一色になっていま

した。弟とは６年ぶりに再会を果たし、「何度も招待券を送っているが、これで来場しなければ、能楽界に

はもう２度と戻らないだろうと思った。」と言われました。その公演から改めて、能楽を広めようと決心し、

能楽師に戻り、NPO法人せんすを設立しました。屋号の由来は、能楽界において扇子の要（留め金）の存在

になること、感性豊かにセンス良く事業を展開していきSenseの良い公演をする、という２つの意味を持た

せています。

　その後、せんす設立以降は、能楽師としてではなく広報や営業活動に専念する裏方のプロデューサーに徹

し、斬新な公演を仕掛ける事で、一般の来場者を増やす事に全力を傾けました。本来自分が仕掛ける公演な

ので、自分が舞台に立ちたい気持ちはありますが、あえて大好きな舞台に立つことを控え、最高の舞台を作

り、それを演者に提供するようにしました。それにより、演者達から沢山の支持を得る事に成功しました。歌

舞伎の営業は松竹、お笑いの営業は吉本興業、のように売り手と役者が分かれていますが、能楽界には基本

的に存在しておりません。そうしたことから、提案先のほぼ全てが能、狂言の公演等を開催したことが無かっ

たので同業他社が存在しない分、事業は展開し易かったのです。一方で能や狂言を見たことがある方はほぼ

皆無なので、知ってもらい理解していただくことは大変でした。

　これまで能や狂言を知らない国内外の方々に向け、その地域の特色を活かしたご当地企画に力を入れてま

いりました。その方針は今後も変わりません。

　その経緯の中で、最も渾身の企画だったのが2012年11月に開催した北海道・トマム（占冠村）の星野リ

ゾートでの公演です。鉄道会社等の協力、後援を得て、人口約1,200人の村に300人以上を集めました。経

済効果は、１日で1,480万円に上りました。既に紅葉も終わり、スキーシーズンにはまだ早く、例年ならホ

テルが閑散となる時期にあえて実施することにより、地域活性化の効果を証明出来ました。



　今後の目標は「保護される能楽」から、「競争力のある能楽」を目指して頑張っていきたいと考えていま

す。

　まだ若輩ではございますが、皆様からのご指導ご鞭撻をいただきたく思います。

　今後とも末永く、よろしくお願い申し上げます。

・橋岡会員の私の履歴書楽しく拝聴、入会すぐの卓話なのにさすが楽しいスピーチに感謝。 遠田　毅

・橋岡様、いろいろありがとうございました。 斉藤　英明

・能楽師橋岡さんの今後の活躍を祈念いたします。各小学校にての「能楽教室」は大変意義あるものです。

ロータリーも含めてたくさんの人々に伝統文化の誇りと楽しさを広めてください。 相澤友夫

・橋岡さんの良い面白い話をありがとう。今後もよろしく。 藤井　仁毅

・橋岡さん、ピザの営業の話、能楽の話迄本当に楽しかったです。続きも聞きたいです。 大家　浩明

・橋岡会員、楽しい卓話ありがとうございました。「能ある鷹は爪隠しません」ね。さすがです。でも能楽

師より漫才師の方がいいかもしれませんね。 織戸　豊

・橋岡さんの楽しい話ありがとうございます。 鈴木　隆男

・橋岡会員のお話とても面白く拝聴しました。 草野　宏隆

次週予告

　３月５日（木）

　　11：00～　理事会

　　12：30～　例会　卓話　三つのお祝い　会員スピーチ

　 ２月26日　8,000円　　累計　846,000円　今週のニコニコ BOX

３月のプ ログ ラム

３月５日（木）　三つの祝い・会員スピーチ・

　　　　　　　理事会

　　12日（木）　卓話・第４回ガバナー補佐訪問

　　19日（木）　卓話

 船橋広島県人会　会長　高橋様

　　26日（木）　卓話

 セコメディック病院　黒川先生

週報今週の担当　　　鈴木（隆）


