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第1405回

2017年1月24日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢それでこそロータリー｣

卓　話　会員卓話｢古代文明と現代科学｣

クラブ広報委員長

森　　裕

第1406回

2017年1月31日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢2770地区の歌｣

卓　話　クラブフォーラム

｢創立30周年記念式典及び記念事業

について｣

創立30周年記念実行委員会

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1404回･ 2017年1月17日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ソングリーダー　豊田愛祥会員
ロータリーの目的･四つのテスト

富樫　孝会員

会長挨拶　横田　元会長

入会式　横田　元会長

幹事報告　清水敏夫幹事

青少年派遣候補生挨拶

週報合本贈呈式　横田　元会長

1月の誕生祝い　横田　元会長

委員会報告
内田康信第2 Gガバナー補佐
富樫　孝IM実行委員長
篠原唯史創立30周年記念実行委員長
吉田律子地域奉仕プロジェクト委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

山中重則副委員長

出席報告　宇津野芳志男会員

卓話者紹介　大熊勝巳会員組織委員長

卓　　話｢会社経営成功の秘訣｣
株式会社セントエイブル経営
代表取締役　大塚直義様

点　　鐘13:30　横田　元会長
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お客様ようこそお出で下さいました｡先週の夜間例会､

寒い中お疲れさまでした

本日は､新年早々めでたく新しい会員お二人を迎える

事と成りました｡野崎さん､杉田さんご入会おめでとう

御座います｡後ほど､例会の中で入会式を執り行います｡

本当に寒い目が続来ますね｡本日は冬型気圧配置が続

くため､おおむね晴れそうですが､長野県や関東地方北

部山沿いでは雪が降る様です｡風邪などひかない様､お

体ご慈愛下さい｡

長野と言えば､娘と婿殿が帰って来まして､婿殿がど

うしても地獄谷の猿が見たいと以前から言ってまして､

家族6人で行ってきました｡

寒かったことは言うまでもなく､凍った山道を4-50

分歩き､転びそうになるは､脚が棒の様に成は､大変で

したが､温泉につかる猿を見てほっこりしましたが､驚

いた事に日本人を探すのが困難なほど､外人さんばかり

でした｡果たしてここは日本なのかと思うほどでした｡

今は海外メディアが日本のレアな観光地を紹介してい

るおかげで様々な観光地に外人さんが足を運んでいる様

です｡日本の良い所を色々と発見して日本のフアンなっ

て頂ければ嬉しいなと思いました｡結構寒い地獄谷でし

たが､お猿さんを見て結構楽しめました｡

本日はイベント目白押しなのでこの辺でご挨拶を終了

させて頂きます｡

野崎英紀会員
株式会社協立化成　代表取締役

さいたま市岩槻区上野5-2-2

製造業

杉田将大会員
＼､株式会社AIINE　会長
｣

さいたま市緑区東浦和5-1-1

不動産業

Rotary尊台禁する　腰

□IMのご案内

2月18日(土)､浦和ロイヤルパインズホテル4階｢ロイヤ

ルクラウン｣ 15:30登録開始､ 16:00点鐘

全員参加でお願いいたします｡

ロアトランタ国際大会のご案内

2017年6月10日～14日､米国アトランタにて開催され

ます｡当クラブより､横田会長､斉藤副会長､内田ガバ

ナー補佐が参加されます｡皆様のご参加をお待ちしてお　ノー､

ります｡

ロフィリピン国際奉仕事業参加申し込みが終了しました｡

□浦和南RCより創立40周年記念例会･祝賀会のご案内

が届いております｡

平成29年3月24日(金)､ベルヴィ武蔵野､点鐘17:00

□特別分担金納入のお願いが届いております｡

日本のロータリー100周年委員会運営協力金､ 2017年

1月1日の会員数に応じて､一人当たり200円｡

卓話者株式会社セントエイブル経営代表取締役大塚直義様

米山記念奨学生　鳥目はんさん

2017-18年度青少年派遣候補生　矢島　玲さん

2017-18年度青少年派遣候補生

矢島　玲さん

(浦和第-女子高等学校2年)

米国派遣

2015-2016年度

町田信行会長
上野拓也幹事

大熊勝巳広報委員長

′ヽ＼



′しき象　　　　　　　　　　Rotary

′■＼

_禦鈍セントエイブル経営代表-役大塚直義MBA

トップアスリートに学ぶ

会社経常成功の秘訣(要旨)

リオオリンピックの男子40 0mリレーで日本チームが

銀メダルを獲りました｡ 4人の選手の実力ではメダル獲

得は不可能ですが､なぜメダルを獲れたのでしょうか?

それは､バトンパスや走順など､戦い方の工夫があった

からです.メダル獲得や優勝を狙うトップアスリ-ト達

は常に戦略戦術を持って戦います｡戦略戦術が無ければ

勝つことはできません｡ビジネスも同じです｡競合他社

との競争に勝って会社を成長させていくためには戦略戦

術が不可欠なのです｡

長期的な視点で見ると､彼ら4人の選手は世界で戦える

トップアスリートにどのようにしてなれたのでしょうか?

2つのポイントがあります｡ 1つは､子供の頃から一一ォリ

ンピックに出たい｡メダルを獲りたい｡日という夢を持ち

続けてきたことです｡ 2つ目は､その夢の実現に向けて､

目標や課題を設定しながら努力を続けてきたということ

です｡

ビジネスにおいても､社長が自分の会社をどのような会

社にしたいのか?　その思いが重要です｡このような会

′′､　社にしたい!という夢､理念を社員に熱く語り､社員が

共感して全員でその夢の実現に向けて頑張る､というよ

うな経営のあり方が理念経営です｡社員が経営理念の実

現に向けて頑張れる会社は強いです｡

次に､経営理念の実現に向けて会社を成長させていくた

めのマネジメントですo　アスリートは､遠い夢の実現に

向けて､ ｢今年はこの大会で優勝しよう｡そのためには

この課題をこういう練習で克服していこう｡ ｣といった

目標設定と達成方法の計画を作って実行しています｡ま

さしくPDCAです｡

会社で数字目標のみを設定するのではなく､目標達成の

戦略戦術､行動計画をつくり､日常のマネジメントの中

でそのプロセス管理をしていくことが､予算などの目標

を達成しながら､業績を上げていく秘訣です｡

是非､夢の実現に向け､目標設定と戦略戦術､行動計画

をベースにしたマネジメントで会社を成長させていって

ください｡
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内田康信第2 Gガバナー補佐

IMのリーフレットが出来ました｡

2月18日(土)のIMには､ご多用とは

存じますが､全員の出席をお願い申

し上げます｡

富樫　孝IM実行委員長

2月18日のIM､主催内田康信ガバナ
ー補佐､ホストクラブ浦和北東RCで

す｡当日は会員の皆様には14:00に集

言.六.下合していただき準備をおこないます｡
i J

よろしくお願いいたします｡

吉田律子地域奉仕プロジェクト委員長

□緑区新春の集いが2月16日開催され

ましたので､出席してまいりました｡

□ペットボトルキャップ回収の報告

280kg､ワクチン40人分になりました｡

口第12回見沼田んぼキレイきれい大作戦が3月11日(土)

に開催されます｡皆様のご参加をお願い申し上げます｡

篠原唯史創立30周年記念実行委員長

□1月24日(火)､ 10:30より当ホテル

で実行委員会を開催いたします｡

□1月末までに､各クラブの招待者

リストを事務局へ提出下さい｡

平成29年1月10日(火)点鐘18:00　｢うらわ高砂｣
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横田　元会長　皆さんこんにちは｡野崎さん､杉田さ

んご入会おめでとうございます｡本日の卓話､ ㈱セン

トエイブル経営大塚社長様よろしくお願い致しますo

烏さんこんにちは｡矢島さんようこそ｡

鈴木義男会長エレクト　本日の卓話､株式会社セントエ

イブル経営代表取締役大直義様宜しくお願いいたしま

す｡新会員になられました野崎様､杉田様おめでとう

ございます｡矢嶋様ようこそ｡

斉藤忠治副会長　㈱エーライン杉田様､ ㈱協立化成野崎

様､入会おめでとうございます｡一緒にロータリーラ

イフを楽しみましょう｡ ㈱セントエイブル経営大塚直

義様本日は卓話よろしくお願いします｡

清水敏夫幹事　野崎さん､杉田さん入会おめでとうござ

います｡

星野和央会員　あけましておめでとう｡新年最初の例会

場でのスタート､ 30年の歴史にふさわしいクラブに

しましょう｡新会員のおふたり､歓迎します｡

豊田愛祥会員　富樫さんの新年会の演説にニコニコを入

れます｡アルコールの影響下にあるとは言え､クラブ

を思う真情に溢れていました｡飲み過ぎないよう御自

愛下さい｡

篠原唯史会員　杉田将大様､野崎英紀様入会おめでとう

ございますo　例会は毎週火曜日ですので､必ず出席で

きるようスケジュールを調整して下さい｡ロータリー

クラブを楽しむ秘訣です｡

浅見　定会員　皆さまこんにちは｡株式会社セントエイ

ブル経営代表取締役大塚直義様､本日の卓話よろしく

お願いします｡

内田康信会員　野崎英紀様､杉田将大様入会おめでとう

ございます｡今後ともよろしくお願いします｡第2グ

ループIMのリーフレットが出来ました. 2月18日(土)､

16:00より行ないます｡全員の出席を宜しくお願いし

ます｡

囲谷昭吾会員　新年おめでとうございます｡今年は酉年､

鳥の飛び立つように健康で元気な一年になるよう祈念

します｡又､新会員の野崎英紀様､杉田将大様おめで

とうございます｡共にロータリーの道を歩みましょう｡

今日の卓話､ ㈱セントエイブル経営代表取締役の大塚

直義様宜しくお願いします｡

森　　裕会員　もうひと月ほどで､桜が咲きます｡
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町田信行会員　皆さんこんにちは!!野崎英紀さん､杉

田将大さん入会おめでとうございます｡大塚さん､

本日の卓話､よろしくお願いいたします｡矢島さん

ようこそ!!

石井孝一会員　株式会社セントエイブル経営代表取締

役大塚直義様宜しくお願い致します｡本年もよろし

くお願い申し上げます｡

富樫　孝会員　野崎英紀様､杉田将大様入会おめでと

うございます｡ロータリーライフを楽しみましょう｡

吉田律子会員　新しい年が始まりました｡それぞれの

思いで､皆さん今年のお仕事を始めた事とお喜び申

し上げます｡我が社の部屋に､窓辺に､ Sさんからの

深紅のシクラメン､ Yさんからのピンク､ Ⅰさんから

の桜色のシクラメンと華やかです｡年齢を数える暇

もない､働き者の私です｡一年､又､頑張りましょう｡

皆さんよろしく!

上野拓也会員　野崎さん､杉田さん､本日は入会おめ

でとうございます｡よろしくお願いします｡烏さん

ようこそ!!本日の卓話､ ㈱セントエイブル経営代表

取締役大塚直義様よろしくお願い致します｡

鈴木寿和会員　野崎さん､杉田さん､入会おめでとう

ございます｡よろしくお願いいたします｡

宇津野芳志男会員　暮､正月は会員の皆様にはたいへ

んお世話になりました｡ありがとうございます｡又､

長くお休みさせていただきました｡すいませんでした｡

やっと平常に戻りました｡

岡崎　渉会員　皆さんこんにちは｡本年もよろしくお

願いいたします｡

繰越金715,000円　本日42,000円　計757,000円

出席報告

星野和央会員(1月17日)

熊田満子会員(1月18日)

杉田将大会員(1月26日)
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト
TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

墓1%:る　事務局さいたま市浦和区高砂2-4-3　幹　事
口~タリ~　　　　内田ビル3陪〒330-0063　　　S A A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野幡横鈴音清星岡森
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