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ロータリーソング「奉仕の理想」 

四つのテスト   吉川 栄紀 会員  

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫    

  ビジター：羽原 淑恵 様（藤沢南 RC） 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・昨日 12月 11 日、藤田幹事に元気な男の子が、誕

生致しました。母子共にお元気です。 

 ・大西会員が、体調を崩され、肺炎で入院なさって

います。年内はお休みと会社の方からご連絡いた

だきました。 

 ・今月 19 日の夜間例会・クリスマス家族会の後、

26 日と新年 1月 2日は、休会です。 

 ・2019 年 2月 6日、18時半より、第 3グループの

親睦カラオケ大会です。歌われない方、応援、お

食事などを楽しんでいただける方もいらしてく

ださい。前回は、瀧澤会員が優勝いたしました。 

会場は、新堀ライブ館です。是非ご参加下さい。 

 ・来週 19 日クリスマス家族会で、チャリティーオ 

 

 

  ークションを開催いたします。ご出席の方は、 

  何かありましたら、お持ち下さい。 

    

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・例会中、年次総会を開催いたしますので、ご了承 

  下さい。 

 ・各委員会委員長宛に、上半期報告書の提出をお願 

  いしております。12月 26 日までにご提出をお願 

  いいたします。 

 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

 ・大野木 委員長 

  1 月 30 日の職業奉仕、クラブ研修リーダー企画の 

  件でご報告です。東京 RCクラブへのメークアッ 

        プですが、卓話ゲストが脳科学者の茂木健一郎氏 

  です。メークアップの後もう一箇所見学する場所 

  について、アンケートをとらせていただき、国 

  会議事堂と、江戸東京博物館に絞らせていただき 

  ます。どちらがご希望か、挙手をお願い致します。 

  （江戸東京博物館に決定、後日ご案内配布） 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

１１月２８日 ４５（４５）名 ２４名 ２１名 ５３．３３％ ４名 ２８名 ６２．２２％ 

１２月１２日 ４５(４５)名 ３０名 １５名 ６６．６７％ 
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・ビジター羽原 淑恵様と落合会員 

    12 月 23 日の新堀ギターのコンサートのご案内をさ

せていただきます。チャリティーコンサートとして、

赤十字の募金を寄付しておりますことと、今回は、

麻倉未稀さん、富田京子さんのピンクリボンふじさ

わとコラボレーションいたします。ご招待券を送ら

せていただいております。 

 また、本日お越しの羽原さん、舞踊家の榊まいさん

とギターオーケストラのコラボレーションをいた

します。是非お越し下さい。 

 

・羽原 淑恵 淑恵（榊 まい）様  

    「「「「榊まい」として、遊行の盆などで躍らせていただ

いております。本日は、メークアップと宣伝に参り

ました。クリスマスコンサートでは、笙の方と組ん

で踊りますので、是非お越し下さい。 

 

 

    

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

        会員誕生日  12 月 13 日 大小原 徹 会長 

                                    12 月 13 日 吉川 栄紀 会員 

    

    

        和田副会長より、お祝い贈呈 

   

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

  羽原 淑恵 様（藤沢南 RC） 

   今日は今年最後の名句をしに着ました。23日に

新堀ギターオーケストラで舞わせて頂きます

ので、是非皆様 見にいらして下さい。 

   本日はよろしくお願いいたします。 

  大小原 徹 会長 

   誕生日のお祝いありがとうございます。 

   もうまもなく会長年度の折り返しとなります。

これからもご支援よろしくお願いします。 

   羽原様ようこそお越し下さいました。 

   毛利さんイニシエーションスピーチ楽しみに

しております。 

  今井 重信 会員 

   毛利さんイニシエーションスピーチ期待して

います。 

  泉 信子 会員 

   羽原様、ようこそいらっしゃいました。 

   毛利様 イニシエーションスピーチたのしみ

にいたして居ります。 

  川上 彰久 会員 

   毛利さんイニシエーションスピーチ楽しみに

してます！ 

   南ロータリークラブ羽原さんようこそ！ 

  吉川 栄紀 会員 

   本日は誕生日祝いを頂きありがとうございま

す。今日の例会は出番が多くうまくこなせたか 

   心配です。これからもよろしくお願いします。 

   羽原さん おきものステキです。 



   反田 純正 会員 

    毛利さんイニシエーションスピーチ楽しみ

にしております。 

 

≪年次総会≫≪年次総会≫≪年次総会≫≪年次総会≫    

                会員総数 45 名 

    出席者  30 名  委任状 9名 

    出席率  66.67% 

    年次総会成立 

  2019-20 年度 理事役員選出 

（敬称略） 

理事（役員）・会長      藤田 浩二 

理事（役員）・会長エレクト  野口 捷代 

理事（役員）・副会長     今井 重信 

理事（役員）・幹事      吉野 貴美 

理事（役員）・会計      鈴木 隆一 

理事・直前会長        大小原 徹 

理事             小島 正幹 

理事             瀧澤 秀俊 

理事             椋梨 兼彰 

理事                     大野木 加代子 

理事             川上 彰久 

理事・副幹事         吉川 栄紀 

理事             小河 静雄 

役員・S.A.A.         杉本 繁則 

 

 

≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

 反田 純正 会員 

 

年末といえば、年末ジャンボ宝くじ!! 

宝くじのお話をいたします。「宝くじ」は、戦後直後 

日本勧業銀行の行員が発案しました。物資不足の当時、 

    缶詰、嗜好品を賞品として、一枚 10円で販売され、 

    「喉から手が出るくらい欲しい宝物のような品々が 

当たるくじ」ということで、宝くじと名づけられま 

した。宝くじが登場した1945年、1年間の販売額は、

3 億円でした。その前年 1944 年私どもみずほ銀行

藤沢支店は、日本勧業銀行藤沢支店として、開設し

ております。2001 年には 1 兆円の販売額となりま

した。宝くじは、戦後日本発展と共に大きく成長し

てきました。直近の販売額は 8500 億円、34 億 6 千

万枚、日本人一人当たり 27 枚の購入となります。 

では、一番関心の高い、高額当選したのはどんな人

なのでしょうか。1年間に 1 千万円以上の宝くじ当

選金を受け取られた方の内 1277 名の方のアンケー

トに基づいたデータによりますと、男性女性共 60

歳以上の方で、男性 1 位は、山羊座、2位が水瓶座、

3 位がおとめ座です。女性の 1位は、水瓶座、2位

は牡牛座、乙女座、射手座です。総合では、水瓶座、

山羊座、乙女座の方が非常に多いことになります。

購入歴は 10 年以上がトップで、一回の購入枚数は、

男性が30枚、女性は10枚が1位となっております。

一度に大量に購入して、一攫千金を夢見るよりは、

10 枚 30 枚をこつこつと長く購入されている方が、

高額当選者に多いようです。継続忍耐が幸運を呼ぶ

といったところでしょうか。この年末、ご購入され

る方に宝くじの女神が微笑むことをお祈りいたし

ます。 

 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』    

            株式会社株式会社株式会社株式会社    アール・アイ・シーアール・アイ・シーアール・アイ・シーアール・アイ・シー    

            代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    毛利毛利毛利毛利    英昭英昭英昭英昭    会員会員会員会員    

 



本日は、お時間いただきありがとうございます。 

私のやっています会社、アール・アイ・シーは、 

Retail Innovation Consaltants.Inc と申します、 

流通関係のコンサルティングの業務をする会社とし 

て立ち上げました。 

1959年9月3日、北海道室蘭市の出身です。子供の頃、 

東京に来た後、北海道に戻りますが、その後は東京に 

来まして、こちらにいる方が長くなりました。 

最初、日産自動車にいました。その後、コンピュー 

ター関係のメーカーに勤めました。それが縁で、コン 

サルティング会社の創業メンバーとなり 16年勤めま 

した。その後独立し、現在に至ります。 

 

コンサルティング、教育事業をメインにやっています。 

過去に本を出したことがあり、出版社から雑誌を作ら

ないかと声をかけられました。流通を中心としたコン

サルティング事業とメディアを持ち、ゆくゆくは最初

にやりたかったソフトウェア事業、3 つあわせればお

もしろいことができるのではないかと考えています。 

現在は「飲食店経営」という業界誌と「月刊コンビニ」

という雑誌を発行しております。

 

子供の頃、引っ込み思案だったため、親が心配して、

ボーイスカウトに入れられました。若い頃は、ロック

クライミングやアイスクライミング、ダイビングに行

ったりしていましたが、30 代半ばで、心臓が悪いこと

がわかり、運動禁止となりました。それで体重が増え

始めました。また出張が多く、日本全国飛び回ってお

りますと、若い頃の2倍の体重になってしまいました。 

現在は、仮の姿でいずれ痩せると思っていることを皆

様にお伝えしたいです。 

雑誌の仕事は、斜陽産業といわれていますが、非常に

面白く、やりがいがあります。多くの素晴らしい方に

お会いでき、お話をうかがうことができます。行政の

トップや、有名な企業家の方々、緊張することもあり

ますが、雑誌を作りならではのことと思います。雑誌

を作ることによって、普段お会いできないような方に

お会いでき、お話を聞き、非常に刺激を受け、やりが

いのある仕事をさせていただいています。 

事業所は芝公園近くにあり、拠点は東京です。自宅は、

辻堂にあります。家族は、妻と娘での三人で、来春大

学を卒業します。心臓の手術後、敗血症になりまして、

3 ヶ月入院しました。腰にウイルスがつき、ひどい腰

痛を経験しました。車椅子も覚悟したのですが、よい

医師に恵まれ、歩くことができますが、腰が弱いまま

です。長時間立っていたり、歩くことができず、車が

足です。 

車が趣味で、小さな車から大きな車、キャンプ用の車

を持っています。カメラも好きで、同じレンズを買っ

てしまったりします。人や風景ではなく、ずっと動物

を追いかけています。知床の熊や単調、鷲など。最近

のベストショットは、羅臼のしまふくろうです。夕方

から朝まで見張って 700 枚くらい撮りました。その内

の1枚です。ダイビングも復活させました。宮古島や、

伊良部に行きます。ダイビングを一番楽しみにしてい 

ます。 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こういった趣味でストレスを発散解消させ、平日は、 

人の 2倍働くことをモットーにしています。 

3.11 後の震災の写真をお見せいたします。皆さん同じ

思いでしょうが、何かできないかと思いました。 

すぐに被災地には行けませんでしたが、ずっと心に引

っかかっていて何かしたいと思い、被災地に行きまし

た。目の当たりにすると本当に驚きました。ビルの上

にバスが押し上げられていました。一番ショックだっ

たのは、大川小学校に押し寄せた津波で、74 人の子供

たちが亡くなった場所の光景です。胸にこみ上げてく

るものがありました。 

 

実はロータリークラブに入会しようと思ったきっか

けは、これでした。ぬくぬくと生きているが、役に立

つことを何もしていないのではないか、 

と思いました。しかしボランティアはなかなかできま

せん。現地に行って身体を使って何かするということ

がなかなか困難です。自分の事業に中で社会貢献でき

ることはないだろうかと考えました。

 

私のやっている3つの事業を元に地域活性化の支援を

することを計画しています。もうひとつは子供の支援

です。私は、済生会中央病院に通院しているのですが、

大変立派な病院で、恵まれない子ども達を預かり育て

ている施設や、ホームレスの人達への医療支援をして

います。そこで新しい病棟を建設する時に寄付をした

のが、最初で、できる範囲で寄付や支援を始めました。

ロータリークラブに入りたいと思ったのは、一人では

できないことをやりたい、道をいただいたり、アドバ

イスをいただいたりしながら、役に立つような事業に

チャレンジをしたいということからです。そういう思

いで、現在活動しています。ご清聴ありがとうござい

ました。 

 

 



 

毛利会員の入会推薦者 大小原会長より謝辞 

 

 

 

同じ 12 月 13 日生まれのお 2 人 

大小原会長と吉川 S.A.A 

 

 

 

上半期のホテルへのお礼 

いつもありがとうございます！ 

 

國分会員のスマイル報告 

 

 

 

 

 

 

 

本日のお料理 

クリスタルホテル 

名物！カレーライス 


