
 

第 2121 横浜港南ロータリークラブ週報 
2018．4．25．[水]  第 2349回例会報告 

 

◎司 会            山野井正郎ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング        『港南友愛の唄』 

◎ソングリーダー       横尾博之合唱委員 

◎ｹﾞｽﾄ ・ｾﾌﾞﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰＲＣ  小 池 雅 生 様 

・ｾﾌﾞﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰＲＣ  ロディン・パカ様 

      ・ｾﾌﾞﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰＲＣ  アントニオ・タン様 

      ・米 山 奨 学 生    デ ル バ さ ん 

 

◎出席報告          小後摩重正出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(6)名 29(6)名 82.9% 97.1%  87.0% 

（  ）内は出席免除会員数  

メークアップ 

4/19 高岡ロータリークラブ       北見丈治会員 

公式出席 

4/16 次年度プログラム委員会 

     青柳民朗会員 大井和子会員 佐々部宣宏会員 

  橋浦重己会員 宮下賢会員   

4/21 社会奉仕委員会 

     橋浦重己会員 根本雄一会員 

4/21 米山記念奨学ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ    佐々部宣宏会員 

4/21 セブポートセンターＲＣ会食会 

   天野憲二会員 海野俊彦会員 北見丈治会員 

   櫻井富雄会員 豊場建伍会員 平山滋也会員 

宮下賢会員  山野井正郎会員 

 

◎親睦委員会(今週のお祝) 

尾形達也親睦委員長 

＊ 会 員 誕 生 日 祝     櫻井富雄会員(２９日) 

＊ 配偶者誕生日祝     林田きみえ様(２８日) 

                   豊場友壬子様(２９日) 

 ニコニコボックス本日合計 ４０，０００円 

ニコニコボックス 累 計 １，２１９，１００円 

 

◎米山チャリティボックス     

高栁良作米山記念奨学委員長  

青柳民朗会員 阿曽輝彦会員 飯島直人会員 

上杉順一会員 海野俊彦会員 尾形達也会員 

小後摩重正会員 北見丈治会員 坂巻照代会員 

佐々部宣宏会員 高森政雄会員 高栁良作会員 

瀧 文 博 会 員 根本雄一会員 橋浦重己会員 

林田利治会員 福嶋昭会員 宮下賢会員 １８名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 １８，０００円 

米山チャリティボックス累計 １８７，０００円    



◎会長報告            

①セブポートセンターＲＣのロディン・パカ様、アントニ

オ・タン様、小池雅生様ようこそいらっしゃいました。 

②第 2348号の週報について訂正をお願いします。 

P２ 右側 6行目   糸井(正)   細井(誤) 

③先日、富山県高岡ＲＣの例会に出席して来ました。

通常の例会でしたが、出席について、メークアップを

含めて１００%が５年以上位の方を表彰していました。

最終例会で行っていますが、単年度ホーム１００％だ

けではなく、長年メークアップを含めて出席率が良い

方の表彰を考えても良いと思いました。 

④昨日、元祖『鉄人』の衣笠祥雄氏がご逝去されました。

昨年のデイリースポーツの記事に山本浩二さんと星

野仙一さんと衣笠祥雄さん３人の写真がありました

が、その中の 2 人が亡くなり、山本さんも言葉に出来

ない寂しさがあると思います。 

⑤最近、いろいろな所で録音されるようなことがあるよ

うです。皆様ご注意ください。 

⑥明日、全世界で２０００店舗目の吉野家がオープンし

ます。兵庫県の COROWA（コロワ）甲子園店です。 

 

◎幹事報告 

①セブポートセンターＲＣの皆様・デルバさんようこそい

らっしゃいました。セブポートセンターＲＣの皆様から

お土産を頂きました。 

②次週５月２日(水)は休会となります。 

 

◎委員会報告  

①次年度青少年交換留学生について 宮下次期会長 

 ホストファミリーが決まりました。はじめの２ヶ月は佐々

部会員、残りの４ヶ月は私が受け入れます。後半の６

ヶ月は横浜南ＲＣでお世話して頂きます。受け入れに

ついて、横浜南高校は他にも留学生が来る可能性が

あるので未確定です。その場合、私立横浜学園高校

へお願いするかも知れませんが、私立なので負担が

大きくなる可能性があります。 

②次年度理事会について         宮下次期会長 

 理事会を行っていた会場が会議室から倉庫に変わり

ます。７月の理事会会場は決まり次第お知らせしま

す。 

 

③社会奉仕委員会  

  根本雄一地区社会奉仕副委員長 

４月２１日 (土 )宮城県岩沼市千年希望の丘にて第   

２５９０地区主催の『海の見える植樹祭』に行って参りま

した。当クラブから私と橋浦会員・大八の社員の方・元

グローバル奨学生の竹内陽介さんが参加。社会奉仕

活動としては大規模で、充実した時間を過ごしました。 

 

◎セブポートセンターＲＣ ロディン・パカ様より 

                   （訳小池雅生様） 

 

 

 

 

 

 

 

私はセブポートセンターＲＣプレゼントエレクトのロデ

ィン・パカと申します。貴クラブと姉妹クラブとしては一

番長く、一番深くお付き合いさせて頂き心から感謝して

おります。我々のプロジェクトのロータープラストやウオ

ータードリリング等全てに深いご理解を賜り、又、毎年

ドネーションをたくさん頂戴し感謝しております。昨日は

磯子カントリークラブにて、横浜港南ＲＣ・横浜港南台Ｒ

Ｃ・セブポートセンターＲＣで三姉妹での合同コンペあり

がとうございました。 

２０１８年６月１８日に第３４回年次役員就任式を行い

ます。そこでロータリーの長年にわたる献身的な活動を

広く知ってもらうべく、地元紙に全面広告を記載するほ

か、記念プログラムを出版する運びとなりました。イベ

ントのスポンサーとして協力頂きたく存じます。これは

地元紙に掲載する他にも記念プログラムに広告スペー

スをご用意致しました。是非ともクラブプロジェクトのサ

ポートをお願いします。 

① ロータープラスト（みつくち手術） 

② 井戸掘りプロジェクト 

③ 学習システムセンターへの経済的サポート 

④ セブ各地の提携先学校での食事提供プログラム実

施 

是非皆様お越しください。 



◎『職業奉仕について』     根本雄一会員 

 

 

 

 

 

 

 

今回は職業奉仕に関するお話をさせて頂きます。 

平成２８年３月７日に根本建設が５０周年を迎えた時の

神奈川新聞に掲載された記事を見ながら二つに分けて

お話します。 

一つは、根本建設の仕事と私が会社で何を伝えてい

るか、仕事に関する考え方をお話します。二つ目は私

が根本建設に行きつくまでの生い立ちをお話致します。

労働基準監督署の所長から、面白い生き方をしている

ので、仕事以外の事でコラムを書いて欲しいと言われ、 

『１００万点の人生を目指して』という記事を書きました

ので、ご覧頂きながらお聞き下さい。 

 一つ目の私の仕事や仕事に関する考え方についてお

話します。私の建築会社は建物に関わる建築を行う会

社で、ドアノブ交換の仕事からビル・マンション・公共工

事まで行っています。正社員は５０人。施工の協力会は

１００社を超えています。社員はお客様から依頼を受け

て、見積りを出し、仕事を頂き、仕事を引き渡し、お金を

もらうというように仕事をする社員がいたり、ツーバイフ

ォー（２×４）という木造で特殊な工法を持っているので、

お客様からこんな建物を建てたいと依頼があれば、設

計をして図面を決めて、それに対して見積りをして、契

約し、工事をし、引き渡し、お金を頂く。そして、紹介をし

て頂くお客様が増えていく、というように現在に至りま

す。 

社員は設計する人・見積りする人・工事する人、その後

のアフターメンテナンスをやる人が揃っています。５０人

いる社員は真面目です。うそやずるい人は嫌いです。

その都度発信するのが私の仕事で、社員のモチベーシ

ョンを上げる。熱く語る。常に『進化か変化だ』と言い続

けています。澱んだらおしまいです。老若男女に関係な

く、進化をしていくことは一番良いのです。進化できる人

間と進化出来ない人間もいます。進化出来ないなら変

化です。一番いけないのは澱みが出来る事で、川で例

えると、流々と流れている時は魚が住みます。臭くなっ

たところは澱んでいて幕が張っていたりします。 私は

澱みが出来たら棒をもってかき混ぜて社員を盛り上げ

るのです。マンネリで変化のない社員は年齢やキャリア

に関係なく突っつきます。変化がないなら、ペンを変え

たりマウスを変えたりしろと。これも変化だと上司を通し

て言ってみます。とにかく澱まないよう進化だと。 自分

も常に進化と変化をしなければなりません。そして、職

責によって給料・キャリアの高い社員はスパン(戻り)の

長い仕事をしなければ組織が成長しないので、スパン

の長い仕事をやっていこうと思っています。 

 二つ目は、私は会社の人寄せパンダで広告塔です。

社内でパソコンを打っているような仕事ではないのです。

とにかく外へ出てたくさんの人に自分を見てもらいたくさ

ん話す。判断は相手の方にしてもらう。この訓練をずっ

とやってきています。 

三つめは資金繰りです。会社の経営者である以上、

全て私一人が個人保証しているので、資金繰りが一番

大事な仕事です。 

私の仕事は『盛り上げる』『人寄せパンダ』『資金繰

り』の３つが私の主な仕事です。ある時、私の頭に思い

ついた社訓のような言葉を書き留めてありますが、これ

を朝礼などで声に出して読ませるようなことを私はしま

せん。 

以前イニシエーションスピーチでお話しましたが、私

の両親は建設会社で出会い、その後芹が谷で会社を

立ち上げました。芹が谷小・芹が谷中を卒業し、野庭高

校を卒業しました。私は父親とは仲が悪かったので、高

校の時理系を選んだら、根本建設を継がされてしまうと

思い文系を選びました。横浜港南台ＲＣに在籍している

現在専務の弟は理系に進みました。私は父と離れよう

と思いましたし、私はインドネシアでＯＤＡや日本語の

先生になろうと思いました。その時にインドネシアの専



攻学科を持っていた大東文化大学に入学しました。 

私が二十歳の時、父親が肝臓がんで急に亡くなりまし

た。母は会社で経理をしていましたが、建設業の社長と

して、女性の名前ではだめだということで、父が番頭と

していた人がいたのでその人に社長になってもらいまし

た。将来は会社をやらなければいけないと思いインドネ

シアの専攻をあきらめました。建設の事は何も知らない

ので、地元で働いてから戻ろうと相鉄建設に入社しまし

た。ちょうどバブルの頃で、その頃大手のゼネコンは何

億円以下の仕事はやらず丸投げしていました。それを

根本建設は一手にやる会社でした。しかし、バブルが

はじけたらそのような仕事がなくなり、民間のお客さん

はなくて、あとは公共工事です。そうすると、３０過ぎの

番頭の社長は手形を切っている会社なので、恐くなり、

秦野のある会社の人が独立する時にそこの専務として、

少ないお客さんを持っていってしまいました。私は今の

妻と社内恋愛で結婚が決まっていました。先輩や会社

の上司は番頭がいなくなった会社はもうだめだと言いま

したが、私はインドネシアでの仕事をあきらめて、建設

業に来たのは根本建設があったからなので、相鉄建設

にいるのは論外なので会社を辞めました。 

その後、会社を興し現在に至るまでのことについて

は、次回機会がありましたら、お話させて頂きます。 

ご清聴有難うございました。 

 
◎職業奉仕についてお願い  大井和子委員長 
八木会員から以前、職業奉仕に関して、それぞれの

座右の銘や社訓を出し合ったことがあると伺いました。

今回も同じ様に皆さんに何かしらお書き頂きたいと思い

ます。次回の例会でフィードバックしますので、お書き

頂きますようお願い致します。 

 
◎ ニコニコボックス    尾形達也親睦委員長 

セブポートセンターＲＣ 小池雅生様 

   いつも大変お世話になっております。今日はロディ

ンパカ、アントニオ・タンと３人でお伺い出来て、大

変うれしいです。 

北見丈治会長   

先週は中日に連勝したものの、読売にまさかの３

連敗。しかも今シーズン対読売５連敗。勝つ気持

ちはあるのかと思いたくなるような試合でした。 

櫻井富雄会員 

   ニガニガです。ネクタイを忘れました。 

いよいよ６８歳になります。ゴルフの飛距離も落ち

ました。 

セブポートセンターＲＣの皆様ようこそいらっしゃい

ました。昨日はお疲れ様でした。 

会員誕生日祝を頂きましてありがとうございます。 

林田利治会員 

   ８５回目の配偶者誕生日祝頂きまして有難うござ

います。 

豊場建伍会員 

   配偶者誕生日頂きまして有難うございました。 

山野井正郎会員 

   セブポーセンターロータリーラブ小池様・皆様よう

こそ。 

   ネパール大地震３年目を迎えました。 

橋浦重己会員 

   セブボートセンターＲＣの皆様、本日はようこそお

いで下さいました。ごゆっくり楽しんで下さい。 

２１日土曜日に岩沼市千年希望の丘海の見える

植樹祭に行って来ました。感動しました。 

根本会員の卓話楽しみにしております。 

佐々部宣宏会員 

   今日は久しぶりにデルバさんが、いらしたのでとて

も楽しい例会です。 

高森政雄会員 小後摩重正会員 青柳民朗会員 

横尾博之会員 八木禧昭会員 市川敏明会員 

大井和子会員 海野俊彦会員 瀧文博会員 

坂巻照代会員 平山滋也会員 宮下賢会員 

   セブポートセンターＲＣ小池様、皆様ようこそいらっ

しゃいました。 

デルバさんようこそいらっしゃいました。 

根本会員の卓話楽しみにしております。 

西山俊雄会員 

   先週に引き続き何事もなし。 

根本雄一会員 

   今日は私の職業講話です。貴重な体験を頂きあり

がとうございます。 

 

◎５月の予定 
５月２日(水)  休 会 

    ９日(水)  海野俊彦会員 

   １６日(水)  小後摩重正会員 

   ２３日(水)  18：00集合 夜間移動例会 屋形船 

     ３０日(水)  細井順子会員 

◎会報              高栁良作会報委員 


