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第1320回

2015年3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｢原油安と今後のエネルギー情勢｣

JX日鉱日石エネルギー㈱関東第2支店

副支店長　川村和之様

第1321回

2015年3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｣

会員卓話｢さいたま市の現状｣

神坂達成会員

地区テーマ

ロータリーは人づくりそして奉仕

第1318回･ 2015年3月10日(火)

司会　飯田晃生副幹事

点　　鐘12:30　吉田律子会長

ソ　ン　グ｢我等の生業｣

ソングリーダー上野拓也会員

会長挨拶　吉田律子会長

幹事報告　横田　元幹事

ご挨拶　関亦数斗会員

次年度関係　上野拓也次年度幹事

委員会報告　地区RLI運営委員会

篠原唯史委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

熊田満子委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

斉田英子委員

卓話者紹介　豊田愛祥会員

卓　話｢銀座に学ぶ人間学｣

銀座のママ･作家

白坂亜紀様

点　　鐘13:30　吉田律子会長
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雨がしとしと降ったり､激しく降ったりしましたが､

どうやら今日は大丈夫なようです｡ひと雨ごとに春

が近づいて来るのを感じます｡

今日は素敵な講師､白坂亜紀様をお迎えいたしま

した｡後ほどご講話をいただきます｡どうぞよろし

くお願いいたします｡

先日3月8日､岩槻東ロータリークラブ創立35周

年記念式典がこの浦和ロイヤルパインズホテル4階

で行われました｡今まで営々として築いてきたこと

が花闘いたといいますか､約240名のロータリアンが

お集まりになりまして､司葉子さんの講演を聴きま

した｡本当に素晴らしい会に出席させていただきま

した｡

私どものクラブも次々年度に創立30周年を迎えます｡

それに向けて皆様のお力を集結させていただきたい

と存じます｡今から楽しみにしております｡

今年度の親睦旅行が､ 4月19(目)に行われます｡

東北大震災の後､石井会長の時に一度訪問して､あ

れから約4年経っておりますが､震災後の復興状態

を視察したいと思っております｡まだまだ心の傷跡､

現実の傷跡が沢山残っているそうです｡視察といい

ますとおこがましいですが､伺ってきたいと思います｡

宮城県の金葦山黄金山神社に参拝します｡松島湾

を船で15分位の所にある大変由緒ある立派な神社です｡

そして､震災の復興状況をみて地域の活性化に貢献

できればと思っております｡

皆様方沢山のご参加をいただければ大変嬉しく思
います｡

本日の卓話者　白坂亜紀様

Light Up Rotary

ロ本日例会終了後､当ホテル3階｢常盤｣にて臨時

理事会を開催いたします｡理事の皆様のご出席をお

願いいたします｡

□岩槻東ロータリークラブ創立35周年記念式典に出

席してまいりました｡

□3月10日に入会者､八山の宇津野さんのお店に紹

介者の篠原会員､富樫会員､吉田会長､浅見増強委

員長､私の5名で伺ってきました｡入会が理事会承　′ヽ

認されましたので報告いたします｡

関亦数斗会員

久しぶりにこの壇上に上がりました｡出席免除会

員にさせていただきました｡先日横田幹事から財団

寄付をお願いしますと電話がありまして､私も幹事
の当時の大変さを思い出して今日財団寄付を持参し

た次第です｡

先日､日本とアメリカの会社のM&Aの立合をしま

したが､その時に日本の経営者の立派な方ですが､

最後に英語で｢ワン　プリーズ｣ひとつよろしく､と

言いました｡私も皆さんにワンプリーズ｣ 0

上野拓也次年度幹事
□次年度第1回会長幹事会開催のご案内
日時: 3月17日(火) 18:00-

場所:割烹｢千代田｣
出席:次年度町田会長､次年度幹事上野
□地区研修協議会の開催のご案内
日時: 4月17日(金)点鐘10:20

場所:大宮ソニックシティ
出席:各委員会委員長

篠原唯史地区RLI運営委員会委員長
口RLIパートⅢ　5月17日(日)私はこれで委員長は

最後になりまして一旦休みをとらせていただきます｡
私が委員長のうちにぜひ参加して下さい｡
□地区研修協議会は次年度の活動方針を伝える大事
な会議ですので各担当委員長並びに委員長から依頼
された方は必ず出席して下さい｡
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白坂亜紀様
銀座のママ･作家
(東京中央新RC)

『銀座に学ぶ人間学』

皆様こんにちは｡紹介いただきました白坂と申します｡

作家と紹介していただいたのは初めてのことで､ありが

とうございます｡今日は銀座のお話をしたいと思います｡

銀座というのは､日本の景気を映す街とよく言われて

おりまして､ ｢アべノミクスはいかがですか｣と沢山の

メディアが取材にいらっしゃるんですね｡でも､よその

ママ達と顔を合わせると､ ｢そのアべノミクス様ってい

一■､　つ銀座にいらっしゃるんでしょうね｣と噂をしていまし

た｡でも去年の暮れは､ ｢バブルの暗みたいじゃない｣

という声が聞こえるような賑やかな夜も数日間続きまし

た｡タクシーが一台も居なくなるという夜もありました

ので､いよいよ今年は良くなるのかなと期待に胸を膨ら

ませているこの頃です｡

この銀座には､皆さんのような素敵な男性がいらっし

ゃいます｡一流の男が集う街と言われますけれども､最

も一流と呼ばれる人達に共通している事は何かと考えて

みますと､それは､相手によって態度が変わらないこと

です0　-流といわれる人はどんな偉い人に対しても､姫

びたりしない｡私たちに対しても､若いボーイ君に対し

ても､見下すような態度は絶対に取らない｡誰に対して

も同じ､フラットでやることは一流の人かなとo

白州次郎さんはゴルフが大好きだったそうですけれど

■■ヽ･

も､ゴルフ場に行って､立場の弱いキャディーさんに横

柄な態度を取る男はろくなもんじゃないといつも仰って

いたそうです｡

銀座という街は､接待に使うことが多いです｡出世す

る男性は接待がとても上手です｡出来る男性は､両方に

恥をかかせないような気配りをしています｡そして､接

待を店任せにするのではなく､自分もおもてなしの空気

を一緒に作る努力をして下さいます｡そして､部下の方

を連れてきても､部下の方も接待してしまいます｡日頃

こき使ってごめんな､悪いな､今日は無礼講だ､飲め飲

めと部下の方を上座に座らせて､可愛い女の子を全部部

下の方の横に座らせて､部下の方を接待してしまうんで

す｡そうすると､部下の方は､今日は銀座のクラブに来

られて良かった､楽しかった､またこの上司のために頑

張ろう､と言って帰っていきます｡たった一つの店をこ

のように利用して､ご自分のビジネスに役立てていらっ

しゃいます｡

出来る男性というのは､逆境､苦境にも強いですo　お

勤めをしていると､時々あります左遷｡私も色々な左遷

ロータリーに輝きを

のシーンを見てきましたけれども､出世する男性は､ ｢今

日､報告があるよ｣ ､ ｢社長と合わなくて､今度九州に

転勤することになった｡もう二度と銀座には来れないと

思うけれども､これまで僕の接待手伝ってくれてありが

とう｡ママ､好きなドンペリ開けて何本飲んでもいいよ｡

女の子達も飲んで｣と振る舞って下さいました｡そして､

爽やかに九州に行かれました｡

あの方､どうしているかなと思ったら十年ほどして､

戻っていらっしゃいましたo　頂いた名刺は､代表取締役

社長｡上場企業｡この方も､左遷にあわれた時はめげた

りくじけたりしたと思いますが､そこで落ち込んだりせ

ずに､次の一手も考えつつも､目の前に与えられた自分

の仕事もきちんとこなされていたんだなと思いました｡

こういう方は必ず復活出来ると思って見ております｡

出来る男性は決断が早い｡決断力がある｡常日頃から

色々な人脈を使って情報収集をした上で､直感力に優れ

ていると思います｡それともう一つ､変化する勇気があ

るかどうか｡日本は老舗企業が世界で一番多い国ですo

私のお店に来る一番の老舗の社長さんは､ 4 2 0年の

歴史がある日本橋の会社の社長です｡どうして会社が4

0 0年続いているんですかとある時間いたところ､それ

は変化する勇気があったからだと仰っていました｡

この会社､ 4 0 0年前は建設業でした｡江戸城の建築

や江戸の街造りをしました｡そして､街が落ちついた後､

印刷屋さんに変わりました｡瓦版｡その後､浮世絵の版

元になりました｡ここで会社を大きくしました｡その後

扇子屋さんになり､今では色々な事業を展開しておりま

す｡老舗というのは､伝統を引き継ぐことも大事だけれ

ど､時代に応じて商売替えをしたり､そういう変化をす

る勇気が大事なんだと仰っていました｡

まだまだ沢山､できる男性の共通点はありますけれど

も､とてもシンプルな共通点も見つけました｡それは､

早寝早起きです｡出来る男性は､私たちと朝までカラオ

ケしたりしません｡ 1 2時半には銀座を去って行かれま

す｡そして朝7時に会社に電話すると､もう出社されて

います｡おそらく9時くらいまでには自分の仕事を片づ

けて､部下の面倒を見るとかそのようなことをしている

のではないかと思います｡あともうひとつ､早寝早起き

というと健康管理にも繋がっています｡私のお客様にも､

後一歩で社長になるという時に倒れられる方が結構いら

っしゃいます｡とても残念です｡でもご本人が一番無念

だと思います｡健康でいると言うことが出世する上では
一番大事なことではないかと思います｡　(卓話要旨)



吉田律子会長　ひと雨ごとに春がやってまいります｡

宮本のお宮の前に約800本の桜が開くのは四月の第
一週あたりが満開です｡ロータリーのように毎年

輝いております｡又､本日は作家の白坂亜紀様､

当クラブにようこそ!お忙しいところ有難うござ

います｡楽しいお話をよろしくお願いいたします｡

石井孝一副会長　本日は､お忙しいところ有難うご

ざいますo　｢銀座に学ぶ人間学｣国際ロータリー

第2770地区東京中央ロータリークラブ､銀座のママ･

作家白坂亜紀様､本日の卓話宜しくお願い致します｡

横田　元幹事　皆さまこんにちは｡本日の卓話､白

坂亜紀様｢銀座に学ぶ人間学｣大変楽しみにして

おります｡よろしくお願い致します｡

町田信行会長エレクト　本日の卓話｢銀座に学ぶ人

間学｣ ､銀座のママ･作家白坂亜紀様よろしくお

願い致します｡

大島雅文会員　3月7日～8日､三陸海岸､八戸･

宮古･釜石･陸前高田･気仙沼､復興がだいぶ進

んでいます｡こんな復興で良いのかと考えさせら

れる事が多々ありました｡

豊田愛祥会員　本日は卓話に白坂亜紀様をお招きで

きました｡ 30分､一流男性の品格について示唆に

富むお話がうかがえると思います｡

関亦数斗会員　お久しぶりです｡

熊野義治会員　白坂様､お忙しい処有難うございます｡

楽しいお話を期待しております｡よろしくお願い

いたします｡

篠原唯史会員　東京中央新ロータリークラブ白坂亜

紀様､本日の卓話を楽しみにしておりました｡よ

ろしくお願いいたします｡

金子　努会員　白坂様､本日卓話あ.りがとうござい

ます｡ 5月にはお世話になります｡

内田康信会員　白坂亜紀様､本日はお忙しい中あり

がとうございます｡本日の卓話楽しみにしており

ます｡

浅見　定会員　本日の卓話よろしくお願いします｡

斉藤忠治会員　白坂亜紀様､本日はようこそ浦和北

東クラブにおいで下さいました｡銀座の話楽しみ

にしています｡卓話よろしくお願いします｡関亦

さんお久しぶりです｡

囲谷昭吾会員　この2-3日の天候不順で寒い目が

続き､桜の花も休憩の様子ですね｡今日の卓話､

銀座のママ･作家の白坂亜紀様ようこそ､ここさ

いたま市にお出下され卓話をして下さるとのこと｡

歓迎します｡又､私と大学同窓とのことで余計親

しみを感じます｡

富樫　孝会員　本日はお忙しい中を作家白坂亜紀様

ありがとうございます｡本日の卓話待ち望んでお

りました｡宜しくお願い致します｡

上野拓也会員　本日の卓話｢銀座に学ぶ人間学｣ ､

銀座のママ･作家白坂亜紀様よろしくお願いします｡

山中重則会員　本日はようこそ目　白坂先生卓話楽し

みにしております｡

繰越金885,030円　本日38,000円　計923,030円

2015年3片14日(土)見沼臨時グランド　点鐘9:10
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例会日　毎過火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
TEL 048-827-1 1 1 1

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3

内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
クラブ広報委員長

子行一元央生一律信孝　和晃謙田田井田野田作吉町石横星飯矢
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