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８月は、会員増強およびクラブ拡大月間です。 

会員増強・クラブ拡大委員長である本庄ロータリークラブの渋澤健司様においで頂き、会員増強をテーマに

卓話を頂戴しました。 

    

    

 

 

   会長 島﨑 次弘 

  
皆さん今晩は。８月はロータリー月間のうち「会

員増強・拡大月間」となっております。そこで今日

は地区クラブ奉仕部門 会員増強・クラブ拡大委員

会 委員長の渋沢健司様をお招きしております。こ

のあと卓話をして頂きます。どうぞよろしくお願い

します。 

先日、福島県のいわき市行って参りました。今度

の東日本大震災では津波や福島原発の問題の他に、

東北の製造業が大打撃を受けてしまい東北で作る主

要な部品の供給が止まり、いわゆるサプライチェー

ンが止まってしまったことにより自動車やハイテク

企業など日本だけでなく世界の経済を支える多くの

企業が生産に支障をきたし、世界的に景気が減速す

る一因にもなってしまいました。東北地方がこれほ

ど世界に影響を及ぼすほど重要な世界の部品工場と

しての一大拠点だということは日本人でありながら

実は私も初めて知ったことでした。 

その中でも、福島県のいわき市は中核をなす町で

あると聞いていましたので、どんなところか、また

復旧に取り組んでいる現状も一度この目で見てみた

いと思っておりましたので行ってきた訳です。 

最初仕事でも取引のある大手キッチンメーカーの

クリナップへ行きまして色々お話しを聞きました。

曜日の関係で工場見学ができなかったので、代わり

に日産のいわき工場を見学してきました。 

日産のいわき工場はエンジンだけ作っているエン

ジン専門の工場ですが、全車種のエンジンを作って

いるのでその生産がストップしたために、一時日産

の販売網が世界的に麻痺してしまった訳です。工場

の方の話だと、事の重大さに普段めったに来ないカ

ルロス・ゴーンさんが飛んできて、余りのひどさに

絶句しながらも、「君たちの手でこの工場を復旧のシ

ンボルにしてほしい」と檄を飛ばしたそうです。テ

レビのニュースでも流れたので見た方もいると思い

ます。 

ホールに震災の時の写真が飾っており、当時の被

害の状況を見ることができました。工場は予定より

も早く復旧できて普段どおりに稼動しておりました

が、 

工場の中の床のあちこちで段差・デコボコが見受け

られました。地震の時に地盤沈下であちこちが15

センチほども沈んでしまったそうで、それをそのま

ま補修したあとでした。また地割れも出来てしまい、

それをコンクリートで埋めて補修した跡の白い線が

何本も横切っていて、震災の爪痕を残しておりまし

た。 
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工場見学を終えて、この辺りは津波の被害はどうだ

ったのか見てみたかったので、海沿いへ入る道を探

しました。まだ「がけ崩れのため通行止め」のとこ

ろもありましたが北へ向かって海に出ましたのでそ

のまましばらく海沿いの道を走らせました。この辺

はたいしたことなかったのかなと思っておりました

が、やがて広い空地に瓦礫の山が高く高くいくつも

積み上げられており、ああやっぱりそうか、という

光景がまず目に入りました。そのまま走らせると道

路の左右にある家が1階部分はほとんど津波にやら

れていて、これではもう住めないなあという家ばか

りでした。道路より海側にある家は当然もっとひど

く、こちらは2階までやられている家も多く、そっ

くり流されたんじゃないかという家の跡もあちこち

見受けられました。漁港でも打ち上げられてそのま

まの船もいくつかありました。印象的だったのは瓦

礫が積んである空き地の反対側の海沿いに墓地があ

り、そこも墓石が津波でめちゃくちゃに散乱してお

り、家族が何組か訪れていましたが、お盆を前にし

てどうしたらいいのか思案しているというか途方に

くれているようでもあり、私も複雑な気持ちになり

ました。それでも地元の人たちが港に集まって「が

んばっぺ！いわき」というスローガンを掲げて一生

懸命片付けをやっているのも印象的でした。 

 このいわき辺りでも甚大な被害ですが、震源地に

近づくにつれてさらに比べ物にならないほどの被害

が出ていると思うと本当に気が遠くなります。復

旧・復興と口にはしますが、本当に長丁場の戦いで

あり、息の長い支援が必要なんだと改めて感じさせ

られました。 

 

                                                                                                                   

 

 

 

   幹事 奥田 尚幸 

１． 地区より 

 ＊クラブ・ビルダー賞推薦について 

 ＊第 1 回新世代部門セミナー開催のご案

 内 

２．熊谷市国際交流協会より 

 ＊「第19回外国人による日本語スピーチ

 コンテスト」開催にかかる御後援並びに御

 協賛について（お願い） 

３．立正大学ラグビー部後援会より 

 ＊立正大学ラグビー部激励会開催のご案

 内、他 

４．米山梅吉記念館より 

 ＊館報18号、他 

       

 以上が届いております。 

 

 

 

 

 会員増強・クラブ拡大委員長 渋澤健司様 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕部門 第１回セミナー 報告 

      職業奉仕委員会副委員長 渡邊 藤男 
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開催日：２０１１年８月６日(土)                       

会場：キングアンバサダーホテル熊谷 

                           

職業奉仕部門の第１回セミナーに参加してまいりま

した。当クラブからは、島崎会長と山口部門委員長・

澤田研修委員・当クラブ職業奉仕副委員長渡邊の４

名で、参加いたしました。 

はじめに、職業奉仕委員長田代充雄様より『我等の

生業』編纂についての説明があり、続いて高校生社

会体験活動委員長五十嵐敦子様より、高校生社会体

験活動についての説明がありました。体験活動につ

いては、「本年度、６校で行う。時期については、９

月～１２月の間に５日間で行う。体験活動がはじま

ってから、退学者が減っている。」と説明がありまし

た。 

続いて、田中毅(尼崎西ロータリークラブ)１９９６

～９７年度 第２６８０地区ガバナーの講演があり

ました。講演の内容は、「シェルドンの思考」 

クラブの原点とは、同じ目的を持った人の集まり(ロ

ータリーが好きな人がいればよい) 

創立当初の目的は、 

※ 事業上の利益の促進 

※ 会員同士の親睦 

※ 奉仕理念を持ったロータリーへの転換 

※ ロータリーの職業奉仕理念は、アーサーシェル

ドンの修正資本主義に酷似した、企業経営理念

に基づくものである 

修正資本主義 

※ 資本主義のもたらす社会 

シェルドンの職業奉仕理念は限りなく修正資本主義

に近い考え方。時代を３０年先取りした思考。 

奉仕とは、米山梅吉様はサービスと訳している。 

４つのテストについて 

倒産の危機にあった会社の為にあるもの 

１、 事実かどうか 

２、 すべての取引先に対して公正かどうか 

３、 信用を高め取引先を増やすかどうか 

４、 すべての取引先に利益をもたらすかどうか 

現在ある４つのテストは、かなり抽象的に訳されて

いるもので、本来これが正しいと田中先生はおっし

ゃっておりました。 

以上 
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お客様：本庄ＲＣ・地区会員増強委員長 

    渋澤健司様 

 

� ニコニコ BOX 

本庄ロータリークラブ・地区会員増強委員長 

渋澤健司様 

 皆様、本日は増強月刊です。増強委員長のお役目

として楽しく卓話をさせて頂きます。クラブ奉仕

部門委員長、山口茂委員長の元で活動しておりま

す。よろしくお願い致します。 

島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事 

 地区会員増強・クラブ拡大委員長、渋澤健司様、

ようこそ熊谷南RCへ。本日の卓話お世話になり

ます。まだお盆休みの人も多いので若干出席者が

少なめで恐縮ですが、その分、精鋭部隊が目をら

んらんと光らせて拝聴させて頂きます。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

山口茂会員 

 ２５７０地区、会員増強委員長、渋澤健司様、本

日の卓話、表と裏の話を大変楽しみにしておりま

す。 

棚澤正行会員 

 ２５７０地区会員増強委員長、渋澤健二様、よう

こそ南クラブへお越し下さいました。「熱いぞ熊

谷」でニュースを沸かせている熊谷の南RCの会

員増強を熱く出来る様、御指導よろしくお願い致

します。 

渡邊藤男会員 

 毎日暑いですね。本日の卓話をしていただける、

渋澤健司様宜しくお願いします。 

塚越尚之会員 

 昨日すごくうれしいことがありました。お医者さ

んから妻の退院の説明がありました。近日中に退

院です。３月１２日の入院から５ヶ月は長かった

です。皆様にもいろいろありがとうございました。 

中島勉会員 

 渋澤地区会員増強委員長、ようこそ熊谷南RCへ。

本日の卓話よろしくお願いします。本庄南RCで

は、大変お世話になりました。 
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