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第 1991 回例会 　　　　親睦家族旅行：伊勢神宮参拝、賢島宝生苑の旅
2018 年 11 月 11 日～ 12 日

◎本日の出席状況

　出席：29 名（25 名）中　９名　36.00％

　欠席：伊東・平山・藤代・鯨井・三須・三浦・水庫・松本・守屋・岡田・中村・長野・斉藤（守）・

　　　　鈴木（恭）・輪湖・山本（相澤・織戸・山口・柴田）各会員

◎参加会員家族：平山健冶様・遠田なほみ様

◎メークアップ：11 ／ 11 ～藤代・岡田・水庫～ 10 ／ 20 ～気仙沼南 RC50 周年

　　　　　　　　三須・長野～ 11 ／２～社会奉仕植樹事業

　　　　　　　　中村～理事会　鈴木（恭）～ 10 ／ 25 ～パスト会長会議

◎ 100％以上出席

　・気仙沼南 RC50 周年記念式典：10 ／ 20・10 ／ 21 ～水庫・鈴木（隆）・岡田・藤代・佐々木名誉会員

　・パスト会長会議：10 ／ 25 ～水庫会長・藤井・遠田・山口・岡田・鈴木（恭）大家・山﨑各パスト会長・

　　　　　　　　　　鈴木（隆）幹事・度会会長エレクト

　・植樹事業（海松台公園・二宮小学校 120 周年記念）：11 ／２～水庫・草野・山﨑・長野・三須各会員

11 月 11 日（日）～ 12 日（月）親睦家族旅行（伊勢神宮参拝と賢島宝生苑）の旅

 親睦委員長　山﨑　新一

　８時発のぞみ 207 号車内で、名古屋に到着前に鈴木幹事が持参した冷酒が２本空になり良い心地で近鉄特

急の伊勢市駅に到着、事前調査不足の私の失態で外宮から、急遽バスに乗り、無事に内宮に到着しました「平

山のお父さんごめんなさい」

　荷物の預かりと昼食会場の岩戸屋でしばし休憩後に、伊勢神宮に参拝しました。

　天候も良く五十鈴川を渡り、修学旅行の学生や多くの参拝者と共に玉石を鳴らし、行列に並び本殿らしき

（白い布で遮られている）前で手を合わせてきました。

　名物のうどんと赤福を買い、バスにて賢島宝生苑に向かい１時間ほどで到着した頃は、薄暗く残念ながら

風景を楽しむことが出来ませんでした。

　露天風呂は温度が低いと感じましたが、夕食の宴会でも体が温かくとても良いお風呂でした。

　食事はとても美味しく、事前に告知をしていた俳句・川柳・短歌の披露となりました。

　名人と選ばれた句は

　　「五十鈴川、五十余年の、玉砂利か」 　 詠み人は「煙多」　

　　　（修学旅行で訪れてから五十余年が過ぎ、玉砂利の音を聞きながら若き時を思い出す）

　　「こぼれ日に、人込みあふれ、伊勢参り」 　詠み人「あらぬ人」

　川柳の部 

　　「『馬鹿だね』と、戒める妻の、あればこそ」 　詠み人「仁太郎」　

　短歌の部

　　「天高く、お伊勢さまの、おかげかな、老若男女、どこかしこ」 　詠み人「なほみ」

　　「色ずきし、さるとりいばら、そよごの実、目に美しきかな、この賢島」 　昭和天皇の短歌

　（その他の句・川柳は次回の輪に掲載されます）



　４人室、５人室の夜は、まるで「夜のジャングルパーク」寝言、いびき、寝返りでふすまに当たる音・・・・・

　翌日のゴルフの成績

　優勝は鈴木隆男会員、　 IN44・OUT49・グロス 93（ハンデ 19.2）

　準優勝、大原俊弘会員、IN38・OUT39・グロス 77（ハンデ０）

　３位は、草野宏隆会員、IN49・OUT50・グロス 99（ハンデ 21.6）

　以上ご報告まで、旅行中何かとご協力をいただいた皆様、宴会の延長や早めの朝食にご配慮を頂きました

宝生苑の「利恵」さんに感謝！！

　お留守番会員の皆様、来年は是非ご参加をお願いします。
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第 1992 回例会　2018.11.15　晴　司会　三浦会員

　ロータリーソング　「それでこそロータリー」「四つのテスト」

◎本日の出席状況

　出席：29 名（26 名）中 15 名　57.70％

　欠席：伊東・藤代・岡田・大原・長野・松本・守屋・三須・斉藤（守）・輪湖・度会・鯨井・

　　　　（相澤・柴田・遠田）各会員

◎ゲスト　卓話者：高橋　良昌　様（習志野 RC 会長）

　　　　　　　　　卓話「今　必要な社内コミュニケーション」

◎メークアップ　11 ／ 15　藤代・岡田～ 10 ／ 20 ～気仙沼南 RC50 周年

　　　　　　　　　　　　 大原～ミャンマー視察　　度会～理事会

水庫会長

　本日は習志野 RC 会長、高橋良昌様に卓話にお越しいただきまして、ありがとうございます。

　私事で恐縮ですが、11 ／ 10 に父、川畑公男が急逝しました。79 歳、前日まで元気でしたので、本当に信

じられません。警察の検視では急性心筋梗塞の疑いとのことでしたが、８／ 30 にこちらのクラブに「我が人

生に悔いなし」の卓話に来た時のことを思い出します。

　生涯現役、ご臨終定年、と言っていた通りの見事な最後であったと思います。

　そのため親睦旅行にも同行できず、皆様には大変ご迷惑をおかけ致しました。この場をおかりしてお詫び

申し上げるとともに、山﨑親睦委員長、鈴木幹事には大変お世話をおかけ致しましてお礼申し上げます。

卓話者　高橋良昌様高橋良昌様と水庫会長

会 長 挨 拶



　人生、いつ、何が起こるか分からない、今回それを痛感しております。

　会長として、まだ８カ月の任期がございます。健康に留意し、より良いクラブ運営を目指していきますの

で、皆様よろしくお願い致します。

鈴木（隆）幹事

１．訃報のお知らせ（皆様には FAX 済みですが）

　　水庫直子会長のご尊父様が 11 月 10 日にご逝去されました。謹んでお知らせいたします。

　　通夜際：11 月 16 日（金）18：00 ～

　　葬場祭：11 月 17 日（土）10：00 ～ 11：30

　　場　所：セレモ　船橋北口ホール　　船橋市北本町１－３－ 11

　　電　話　047 － 421 － 4444

　　◎クラブ慶弔規定によりお香典・生花１基をお供えいたします。

２．2790 地区のロータリー財団寄付一覧が届いております。

　　クラブは年次寄付：6,000 ＄　恒久寄附：1,000 ＄に寄付が掲載されています。

　　これにより会員１名当たりの寄付額：216 ＄　目標達成：105％です。

　　今後も財団寄付にご協力お願いします。

３．ロータリー希望の風奨学金「風の便り」が届いております。

４．次週 11 月 22 日（木の例会は移動親睦夜間例会です。

　　場　所：「蛇の目寿司」　船橋市宮本１－ 22 －１　　TEL 047 － 422 － 2753

　　時　間：受付：18：00　点鐘：18：30

　　会　費：3,000 円（他クラブ負担 5,000 円）

　　◎参加申し込みは今日までです。よろしくお願いします。

５．11 月 29 日（木）の例会は外部卓話をお願いしております。

　　時間の都合で 食事開始時間が 12 時 15 分から となります。

　　早めのご出席をお願いします。

◎各委員会報告

　親睦委員会山﨑委員長より：旅行の報告

　社会奉仕委員会：水庫会長より、11 ／２　二宮小学校・海松台公園へ桜植樹について

　　　　　　　　　11 ／ 18：「船橋をきれいにする日」参加について

　　　本日の卓話

　　　　　　　　　　　　　「今必要なコミュニケーションについて」

 習志野 RC 会長　高橋　良昌様

　みなさま、こんにちは

　私は、貴クラブの会長と同じ、社会保険労務士をやっております、高橋良昌と申します。

　数年前にもメイキャップでお邪魔させていただいたことがありますが、本日は同じ年度に会長同士が同業

というよしみで、卓話にお招きいただき、誠にありがとうございます。

　まずは簡単に自己紹介をさせていただきます。

　自宅は千葉市緑区なのですが、事務所が京成津田沼の第一病院のすぐ隣にあり、社会保険労務士、行政書

幹 事 報 告



士として開業 20 年を迎えました。

　その間様々な問題のご相談を受け、多種多様な案件の解決支援を行って来ております。

　また、最近ではビジネスメンタリスト遺として、企業研修やイベントでのパフォーマンスの披露をさせて

いただいております。

　ビジネスメンタリスト遺と言っても何の事か分からないと思いますので、ちょっと面白いものをご覧に

なってください。（フォーク曲げを披露）

　昔、ユリゲラーやミスターマリック、最近ではメンタリスト DAIGO さんがやっているパフォーマンスを

ビジネスに取り入れ、コミュニケーション力をアップさせる手段としてメンタリズムを取り入れている仲間

をビジネスメンタリスト遺と名付けております。

　さて、前置きが長くなりましたが、本日は２つのお話しをさせていただきます。

　一つ目は、私が所属している習志野 RC で取り組んでいる国際奉仕プロジェクトについて簡単にご案内さ

せていただきます。

　習志野 RC では主にフィリピンのダバオにあります、ワリンワリン RC と交流を図り、継続して支援を続

けており、毎年数名の会員がダバオに訪問しております。

　これまで実施してきた支援プロジェクトとしまして、

　①　パンギ地区でのブロック造りの多目的集会所の建設

　　　現在は、美容、理容、裁縫の研修等にも利用され、上手くなった方のアルバイト先の斡旋もしている

そうです。

　②　ティブンコ・デイケアセンター（日本で言う保育園）の建設支援

　③　ダバオメディカルセンター内小児がん専用ホスピス患者用病室建設支援等の実績を上げ、現在はグ

ローバル補助金を申請し、雨水の有効利用施設への支援を進めております。しかし、ちょっとした行き

違いにより、当該補助金申請を一旦取下げ、再申請を行うべく準備を進めている次第です。

　　　来年１月には、ダバオに赴き、今後の進め方を話し合って来る予定です。

　

　続きまして、私の個人的な見解でのお話しとなってしまうのですが、これも職業奉仕の一環でもあると考

えておりますので、お聞きいただければ幸いに存じます。

　来年４月から始まる、働き方改革ですが、皆さんの会社での取り組みはいかがでしょうか？

　

　年次有給休暇の５日以上の強制付与、有休管理簿の作成と３年間保存義務化

　労働時間の適正把握、人手不足なのに残業規制による労働時間削減、しかも給料はアップ、同一労働同一

賃金によるパートと正規社員との格差縮小、ハラスメント対策など、売上に直結しない管理コストばかりか

かる改革です。

　本音からすれば、殆どの中小企業は「こんなこと出来るわけない」「会社がつぶれる」と思っているのでは

ないでしょうか？

　しかし、何の対策もせず、旧態依然の経営、労務管理を続けたらどうなるでしょうか？

　情報がすぐに入ってくる現代、SNS 等で悪い噂が広がれば、新たな人材確保が一層困難になり、現有社員



も離職、仕事があっても人がいないため仕事が回らなくなり、顧客が離れていき最悪の状態に陥るものと考

えられます。

　働き方改革を甘く見ている会社は、今後 10 年以内に人材問題で倒産の危機にさらされる可能性は非常に高

くなっているのです。

　厚労省の人口動態調査によれば、昭和 46 年の出生者数が約 2,000,973 人に対して、死亡者数は 684,521 人

で年間 1,316,452 人の増加だったのが、２年前の平成 28 年には、出生者数が約 976,978 人に対して、死亡者

数は 1,307,748 人で年間 330,770 人の減少となっており、この減少数は年々増加の一途を辿っています。

　50 年後の日本の人口は、8,000 万人程度まで減少するとさえ言われていることは、ご存じのことでしょう。

　こんな時代に企業として生き残るためには、人を雇わず、家族経営に特化する方法もありますが、それは

企業ではなく家業にすぎなくなります。

　企業として維持、発展させていくためには、他人の力、つまりは労働力が不欠要素でもあるのですから、

人が辞めない、この会社に入社して仕事をやりたいと思われる会社にならなければ、企業維持が難しくなっ

て来るのは必然的におわかりのことでしょう。

　確かに、IT 化でコミュニケーションが不要となる時代もすぐそこまで来ていますが、こんな時代だからこ

そ、働き方改革を積極的に進め、社内風土を良い方向に改善し、人が人として、人間関係に悩むことなく、

家族と過ごす時間が確保出来、コミュニケーションの取れる楽しい社風が必要となって来るのです。

　社内コミュニケーションが良くなり、人間関係の良い会社になれば、社員のモチベーションと共に労働生

産性も上げり、事業業績の UP にもなるはずです。

　そのためには、社員の良いところや当たり前のことであっても褒めてあげる習慣を付けてください。日本

人はとかく人を褒めることや、笑顔が下手だと言われていますので、社内風土を見直してみてください。

　

　最後に大変恐縮に存じますが、最後に Amazon より先日出版した私の本の紹介を

させていただきます。

　「新時代の企業研修　褒め言葉とメンタリズム」

　是非参考にしていただけますと幸いに存じます。

　

　水庫会長、本日は貴重な卓話のお時間を拝借させていただき、誠にありがとうご

ざいました。

　みなさまにおかれましても、ご静聴賜り、ありがとうございました。

・本日は卓話にお招きいただきありがとうございました。 習志野 RC　高橋　良昌

・習志野 RC 高橋会長、素敵です。ハンドパワー社内コミュニケーションなかなか難しいですね。いろいろ

考えさせられます。 草野　宏隆

・高橋　良昌さん、卓話ありがとうございます。 藤井　仁毅

・高橋様、卓話の最初のつかみのフォーク曲げにもビックリしましたが、習志野クラブの国際奉仕活動も凄

いです。有給のお話も参考にします。 大家　浩明



・高橋様、国際親善プロジェクトのお話、興味深く聞かせていただきました。でもフォークの形が気になっ

て仕方がありません。 山本　宏子

・高橋　良昌様、卓話ありがとうございました。フォーク曲げの種明かし知りたいです。 鈴木　隆男

・高橋様、本日は卓話を頂きまして、ありがとうございました。最初のフォーク曲げのパフォーマンス素晴

らしいです。 水庫　直子

・高橋様、貴重なお話ありがとうございました。社内コミュニケーションは奥が深いです。 三浦　時子

・船橋東ロータリークラブの平山です。伊勢のお土産、誕生祝、結婚祝いありがとうございます。フォーク

曲げやりたい～ 平山　雄一

・水庫会長御尊父の逝去に対してお悔やみ申し上げます。実に「アッパレな人生」であつたのでは・・・

 織戸　　豊

・水庫会長、ご尊父様のご逝去を謹んでお悔やみ申し上げます。 山口　習明

・水庫直子会長、お父様の公男様ご逝去を心からお悔やみ申し上げます。本当に残念でした。卓話をお聴き

ししたのが最後でした。残念でした。 大家　浩明

・この度は父の急死にあたり、皆様にいろいろご心配ご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした。

父の遺志を継いで仕事も頑張って行こうと思います。 水庫　直子

・相続の打ち合わせで練馬迄行ってきましたが、予定が伸びてしまい遅参してしまいました。申し訳ありま

せん。 鈴木　恭浩

・中村さん、先日は事務所の件で大変お世話になりました。 織戸　　豊

・親睦旅行、参加で木津申し訳ありませんでした。お土産頂きありがとうございました。 中村　和一

・親睦旅行参加できず、お土産ありがとうございました。 山口　習明

・伊勢神宮参拝旅行、無事に終了いたしました。参加の皆様ご苦労様でした。報告は週報にて！！

 山﨑　新一

・山﨑委員長、親睦旅行大変お疲れ様でした。いろいろ会計面もすっかりお世話になりました、そのうえお

土産迄頂きまして、本当にありがとうございました。 事務局　西川　典子

次回予定

　11 ／ 22　夜間例会　「蛇の目寿司」船橋市宮本１－ 22 －１

　　　　 　点鐘：18：30

11月22日（木）　夜間例会

　　29日（木）

12月６日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ・

　　　　　　　理事会

　　13日（木）　クラブ年次総会

　　20日（木）　第４回第２グループ会長幹事会

　　27日（木）　年末休会（定款第8条第１節による）

週報今週の担当　　　平　山

11・12 月のプログラム

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 11 月 15 日　28,000 円 累計　448,000 円


