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ROTARY SHARES
ロータリーは分かちあいの心

平野英壽
村津忠久
津末美代子
後藤　隆

椛田健治
河村貴雄
後藤孝弘

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　雪

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「オーケストラで綴る世界の歌」

ダニューフ河の蓮

オオ・ソレミオ

サンタ・ルチア

◆ゲ ス ト　　フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

会長の時間 会長　森　　宗明

　先日１月12日杉谷ガバナーより「半期を振り

返る会」の招集により別府市内のクラブ会長と熊

本に行ってきました。

　当日は2720地区会長、ガバナー補佐の殆どが集

まり100名近い盛会となりました。これも今期杉谷

ガバナーが地区内の全クラブを公式訪問した結果

だと思います。私ども別府市内４クラブの会長は

この集まりは半期をおえての慰労会と、次期ガバ

ナーを杉谷現ガバナーが続投の改めてその意思を

明らかにされるのであろうとの思いでありました。

　しかしそうではありませんでした。杉谷ガバ

ナーがそれを撤回すると発表されました。事のい

きさつは別紙にて説明の通りです。

　本来であれば今月13日にはアメリカ、サンディ

エゴにおいて開催される国際協議会に出席してい

るはずなのです。別紙にありますようにこれまで

何度かガバナー推薦委員会が開かれ、杉谷現ガバ

ナーの続投が承認されていたのです、がしかし土

壇場で数名のパストガバナーの未承認の意思表示

があり、杉谷現ガバナーの次期続投ができないこ

とになってしまいました。

　事のいきさつを知って当日集まった地区内の会

長は全員が、数名のパストガバナーにたいして憤

りをあらわに致しました。2720地区にとっては

大問題であります。

　幹事、副会長と協議の上会員の皆様にそのまま

ご報告することとしましたので、取り急ぎ会員の

皆様にご報告いたします。

◆出席報告　　　　　　　委員長　中島　澄人
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　　事前　椛田（別府）、溝部（別府東）

　　事後　溝部、河村、梅津、衛藤（別府）

　　　　　後藤（隆）（別府東）

　　欠席　木村、上妻、亀井、近藤、後藤（孝）
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幹事報告 幹事　大島由美子

－ロータリー理解推進月間－
１．本日の卓話
　　「会員卓話」平野英壽会員
２．本日のゲスト
　　フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）
３．第７回定例理事・役員会報告
　　（平成19年１月８日（火）18：00～

於：割烹旅館ゆめさき　６名）

審議事項

１）2007-2008年度後期納入金及び立替金
徴収の件。（１月９日付）＊承認

２）2008-2009年度理事会：無任所理事２
名及びＳＡＡ選出の件。＊承認

　　事理７名　役員５名

１ 理事 無任所理事 平野英壽 役員 会　長 平野英壽＊＊

２ 〃 クラブ奉仕委員長 近藤賢司 〃 副会長 近藤賢司＊＊

３ 〃 職業奉仕委員長 後藤孝弘 〃 幹　事 亀井　孝

４ 〃 社会奉仕委員長 村津忠久 〃 会　計 上妻　浩

５ 〃 国際奉仕委員長 赤嶺リサ 〃 森　宗明

６ 〃 無任所理事髙宮勝美

７ 〃 無任所理事・
会長経験者 鳴海淳郎

３）１月・２月例会予定の確認
 １月１日 「法定休日」
 ８日 「新年家族会」
  於：割烹旅館ゆめさき 18：30～
 15日 「会員卓話」平野英壽会員
 22日 「会員卓話」亀井　孝会員
 29日 「会員卓話」衛藤秀子会員
 ２月５日 「会員卓話」河村貴雄会員
 12日 「国際奉仕」後藤　隆会員
 19日 「別府市内４ＲＣ合同例会」
  於：杉乃井ホテル
 26日 「第３回クラブ協議会」
４．大分県共同募金会｢歳末たすけあい愛の袋募

金｣は10,504円集まりましたので、12月25
日付お渡ししました。ご協力ありがとうござ
いました。

５． １月12日（土）16：30～熊本市「日本料理
　おく村」に於いて「半期を振り返って」の
会が開催され、森　宗明会長出席されました。

６．お祝い
　　会員誕生日　森　宗明会員（１月16日）
　　　　　　　　□宮勝美会員（１月18日）

　　※記念品をお渡しいたします。
７．例会変更のお知らせ

大分城西ＲＣ １月23日（水）の例会は、新年
会、新入会員歓迎例会の為　同日
18：30～時間・場所（未定）変更

別府東ＲＣ １月24日（木）の例会は、陸上
自衛隊別府駐屯地見学例会の為　
同日12：30～別府駐屯地に場所
変更

大分臨海ＲＣ １月28日（月）の例会は、夜の例
会の為　同日18：30～大分全日空
ホテルオアシスタワーに時間変更

大分ＲＣ １月29日（火）の例会は、職場例
会の為　同日12：30～大分県立
芸術会館に場所変更

８．次週の予定（原稿をお願い致します。）
　　『会員卓話』亀井　孝会員
　　『会員コラム』後藤　隆会員
９．本日の配布

①週報№893・894・895
②「ロータリーの心を一般の人にも」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長
③ガバナー月信No.７
④ロータリーの友１月号

スマイルボックス 委員長　赤嶺　リサ

○森会長
　誕生日のお祝い、ありがとうございました。
54才になります。まだまだです。ますます頑
張ります。

○大島会員
　フィン・フォン・ミンさん、お元気にお帰り
でなによりです。今年も頑張って下さい。
　又、本日は平野会員の卓話を楽しみにして
おります。

○平野会員
　ロータリーで一番苦手な事、それは卓話。
今日もにわか卓話です。よろしく。

○髙宮会員
　誕生祝い、ありがとうございます。本当に
月日の経つのは早いですネ。つい先日、祝って
頂いたのに、また誕生日です。本日、平野会員
の卓話楽しみにしています。

○鳴海会員
　新年にあたり、思いを新たに、ロータリーの
ため、社会のために頑張りたいと思います。

○村津会員
　鶴見八幡附近で現在工事中の国道工事の為、

「一気登山小道」が南立石公園出口付近で、
一部変更を余儀なくされています。
　スマートな解決策が見つかります事を祈りま
してスマイル。

○河村会員
　新年会で、今年は例会出席を心がけますと
スマイルしましたので、早速実践しました。
　平野さん、卓話楽しみに来ました。

○梅津会員
　米山奨学生フィン・フォン・ミンさん、今年
もよろしくネ。頑張りましょうネ。「あけおめ！」
と留学生は明けましておめでとうの事を言うそ
うです。スマイル。

○衛藤会員
　お久し振りです。体調を壊して御無沙汰致し
ましたが、今日みなさんにお会い出来て元気を
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頂きました。今年も又がんばります。どうぞ
よろしく。

○赤嶺会員
　１月13日にビーコンにて成人式の式典があ
りました。当店にも成人式を迎えたスタッフが
２名いました。その女の子達が次の日の大分合
同新聞朝刊にデカデカと載せてもらっていまし
た。ついでにその記者の方にお店の宣伝までし
てくれたとの事、感謝してスマイルします。

卓　　話 平野　英壽

世界に誇れる、中小企業の技術力。
日本はまだまだ多くの可能性を秘めています。
　情報通信技術の発展に伴う産業構造の変化や国
際競争の激化、企業の合併・買収の急増など、中
小企業を取り巻く環境はこれまでになスピード
で変化を遂げています。長引く不況など依然厳し
い状況が続く日本。ただ、そんな中でも独自の技
術力を基盤に、大企業にも引けを取らない商品や
サービスで世界中に名を轟かせる中小企業もたく
さんあります。車の部品や工作機械、電子材料…
日本が世界のトップシェアを占める品目は枚挙に
いとまがありません。そこで、日本経済の根底を
支えている中小企業の社長さん555人に企業のこ
れまでや現在、リスク管理に対する意識、目指す
未来のビジョンまで語っていただきました。
会社の経営に関して自信がありますか？
　これまでの経験を、これからの経営力に。
　ご自分の経営手腕に「自信あり！」と答えた方
は全体の約65％。従業員数、年間売上高の多い
企業の社長さんほど自信を持っている傾向にあり
ます。ただ、規模的には小さな企業の社長さんで
も「自信がある」との回答は総じて60％以上あり、
長引く不況下でも技術力や経験を生かして前向き
に対応しようとされています。また、業種別に見
ると[運輸・通信業]が約77％で断然トップ。情報
通信ネットワークの発展でビジネスチャンスも広
がっている今の社会情勢が、そのままデータに反
映されているようです。
会社をここまでにしたのは自分だと思いますか？
　自分の力を信じることが成功の秘訣。
　会社を発展させるには、企業経営や経済に関す
る知識や決断力といった経営能力はもちろん、外
部との交渉力や優秀な人材を育成する力なども必
要です。その中において、自分の力で会社を育て
てきたと自負する社長さんは約64％。事業を拡
大するだけでなく、歴史や信頼も築き上げたとい
う誇りがこの結果に表れています。興味深いのは、
規模の大きい企業の社長さんほど「そう思わない」
という回答が多かった点。多くの企業と取引をす
る中で「会社を育ててもらった」と感じたことが、
この回答につながったと言えそうです。
今の会社は自分が創った会社ですか？
　約７割が「初代」の社長さん。
　目まぐるしく変わる産業社会の中からビジネ
スチャンスを見出し、独自の技術や個性を育てて
きた社長さんはなんと７割！財務基盤を固めなが
ら技術力・営業力にも磨きをかけ、消費者のニー

ズに応えてきた結果が今日につながっているので
しょう。
　また、従業員数や年間売上高の少ない企業ほど

「はい」の回答が目立ちます。さまざまな困難に
立ち向かう中で、会社を一から育てる醍醐味や魅
力にはまった社長さんが多くいることの表れと言
えそうです。業種別では[サービス業]の80％が自
分で興した会社となっています。
ご家族は会社にどの程度関与されていますか？
　規模が大きくなるほど関与しない結果に。
　ご家族のどなたかが現在、経営に関与している
割合は全体の約半数、関与していない割合は約３
割という結果になりました。しかし、従業員数別
のデータを見ると、[１～９人][10～29人]の企業
ほど「役員・従業員として関与している」の回答
が多く、[30～99人][100人以上]の企業では「関
与していない」が逆転。「関与している」は30％
台にまで激減します。会社の成長とともに、事業
をバックアップしてくれる人たちと知り合う機会
に恵まれたことが、このような結果に結びついた
のでしょう。
会社を経営しているのは、創業時はどなたのため
というお気持ちでしたか？
　過半数の社長さんが「自分」のために。
　社長の決断ひとつで会社が左右されるのがビジ
ネス。いくつものリスクを抱えながらもひたむき
に頑張ってこれたのは、誰かを喜ばせたいという
思いがあったからに違いありません。アンケート
の結果を見ると「自分のため」という回答が約半
数を占める結果に。“会社をもっと発展させたい”
という目標があったからこそ、今日のポジション
と成功を手に入れられたのでしょう。また、従業
員数の多い企業の社長さんほど「従業員」「顧客」
という回答が多く、消費者と働き手の気持ちにも
目を向けられていたことがわかります。
会社を経営しているのは、現在はどなたのためと
いうお気持ちが強いですか？
　自分を支えてくれた「家族」「従業員」のために。
た く さ ん の
成 功 を 味 わ
い、 い く つ
もの困難に立
ち向かってき
た社長さんた
ちを支えてい
るのは、やは
りご家族の存
在。アンケー
ト で も 約41
％の方が「家
族」との回答
を寄せていま
す。幸せも苦
労もともに分
かち合ってき
た か ら こ そ、
家族のために
頑張れるとい
うのが社長さ
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とのようです。ご自身が入院されている間の会社
運営に太鼓判を押す社長さんはわずか２割弱。つ
まり、約８割の社長さんは何かしらの不安や心配
を抱えるだろうと回答しています。特にその割合
が高いのが[電気・ガス・水道業]に従事する社長
さん。「万全だ」と考えていらっしゃる方はなん
と0％でした。逆に「万全だ」と考える傾向が強
かったのは[運輸・通信業]で、４割近くの方が経
営に差し支えないと考えています。
ご自身が病気やケガで入院なさった場合の医療費
の備えは万全ですか？
　会社の規模の差が、そのまま心配の差に。
　万が一入院された時には、入院費用のほか、手
術費用や差額ベッド代など思いがけなく出費がか
さむことも多くあります。社長さんたちの医療費
事情をのぞいてみると、「万全でない」と答えた
方は約31％。特に従業員数・年間売上高の少な
い企業を率いる社長さんほど、不安に思う人が多
く見受けられます。逆に100人以上の従業員を抱
える企業や30億円以上の売上高がある企業の社
長さんの回答を見ると、「非常にそう思う」「まあ
そう思う」をあわせるとなんと100％に。会社の
規模が大きいほど、不安は少ないようです。
従業員や家族のための保障は十分であるという自
信がありますか？
　「万全の保障に自信がある」社長さんはごくわ
ずか。
　ご自身が倒れた時に真っ先に考えるのは、会社
のために力を貸してくれる人たちを守れるかとい
うこと。特にご家族や従業員への保障は、一人の
経営者として当然の責務だと考えています。しか
し、実際には「保障が十分であると自信がある」
方はわざうか35％。なかでも「非常にある」と
答えた方は、どの業種においても低い数値となっ
ています。また、規模の大きな会社を率いる社長
さんでも「どちらともいえない」という回答が目
立ちます。守るべき人をきちんと守ることも、社
長さんの重要な仕事と言えそうです。

んの本音なのかもしれません。また、年間売上高
が30億円を超える企業の社長さんだけを見ると、

「従業員」との回答がなんと57％も。ご家族同様、
一緒に会社を育ててきた“仲間”“同士”として
大切にする気持ちがよく表れた結果となっていま
す。
健康の管理は万全だという自信はありますか？
　ご自分の健康管理にまで手が回らないのが実情。
　経営戦略を練り、商品やサービスの向上に努め、
はたまた資金繰りから人材の登用まで考える…。
会社のすみずみまで目を配る社長業は、端から見
るより重労働であるに違いありません。だからこ
そ、目を光らせてほしいのがご自身の健康管理。

「自信がある」との回答が約56％にとどまってい
るのも、忙しさのあまりご自分のケアにまで手が
回らない方が多くいることの裏付けなのです。特
に気になるのが[金融・保険業]を手がける社長さ
ん。「自信がない」と答えた方は全体の６割にの
ぼり、他より高い数値を示しています。
自分にもしものことがあった場合、会社のことが
心配ですか？
　７割以上の社長さんが「心配」すると予測。
　自分自身が舵取り役となって、企業という大き
な組織を動かす社長さん。仕事が順調に進んでい
る時は少しぐらい無理が効くと健康を過信する方
が多い反面、もしものことがあった場合、会社の
ことを心配するという方が実に約76％もいらっ
しゃいます。肉体的にも精神的にも大変な社長業。
とはいえ、社長という仕事は誰にでも勤まるポス
トではありません。万一の場合のリスクマネジメ
ントの重要性を感じながらも、まだまだ自分で頑
張りたいという向上心がデータからも読み取るこ
とができます。
ご自身が病気やケガで入院なさった場合の会社の
運営は万全ですか？
　会社運営に太鼓判を押すのはわずか２割。
 万が一入院なされた場合、安心して療養に専念
するという社長さんにとってはなかなか難しいこ

E-mail:info@beppu4rc.jp

ボランティア　a fairy whisper
　12月30日、別府トキハ店の７階フロアーにて“東
ちづるトーク＆絵本読みきかせサイン会”という催し
がありました。東ちづるさん、素敵な女優さん。過去
には、“花嫁にしたい女性No.１”にもなった女性です。
　ですが、そこに居たのはキレイな女優、東ちづるの
姿ではなく、その場所には何十枚もの痛々しい写真と
胸をえぐられる様な現実の話…。私は涙なくして彼女
の話を聞く事は出来ませんでした。
　それはドイツ平和村のお話です。
　ドイツ平和村とは…。ドイツにあるＮＧＯで、戦争
で傷ついた子供達をドイツに連れてきて治療し、リハ
ビリをさせ母国に帰す事をしている団体です。（そこ
にはドイツの子供は１人もいないそうです。そしてそ
こで子供達の世話をする方は全てボランティアです。）
そこで、体験されたさまざまなお話をして下さり、実
名で書かれた子供の登場する本を読んで下さいまし
た。その後、会場の質問にも快く答えて下さり、最後

に司会者からの「どういうきっかけでボランティアを
始められたのですか？」という質問に、東さんは「ボ
ランティアをしようと思って始めたわけじゃない……
平和村の子供の姿を見てしまった。声を聞いてしまっ
た。そして、触れてしまったんですよ。」って。「理屈
じゃないんですよ。」と、とっても厳しくも聞こえ、又、
力強くも聞こえました。そして、その後に経験され
たから言える言葉「私達にがんばれは言わないで下さ
い！皆さんから欲しいのは頑張っていきましょうよっ
ていう言葉です。」と…。
　人の手と手がつながれば、もっともっと大きな輪が
出来、広がっていきます。今、私達が「人」であると
いう事をもう一度見直し、基本に返る事が出来たら世
の中はもっともっと良くなっていくのではないかと思
います。そして…私も出来る小さな事から始めていき
たいと思いました。a fairy whisper（一人一人の力が
あつまればとてもとても大きな）
 次回は、後藤隆会員です。

会員コラム 赤嶺　リサ


