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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 佐 々 岡  修 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 中 村 隆 雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子 

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２５５ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 28 年 9月 27 日（火）  ・点鐘時間  12 時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」 

・司会者名 仲 文成ＳＡＡ          ・発行月日 平成 28 年 10月 4 日（火） 

・来訪者名 山田二三夫様（越谷ロータリークラブ） 

平田徳久様（越谷ロータリークラブ） 

 

佐々岡 修会長 

.               本日は近江商人の商売 

                の心構えについてお話を

させていただきます。「売 

               り手よし、買い手よし、世

間よし」、いわるゆ「三方

よし」という近江商人の哲

学は皆さんもよくご存じ

かと思います。昔からこれ

を商売の原則として商い 

をしてきました。自分だけが利益を得ようとするのではな 

く、取引先やお客様の立場に立った物やサービスを提供す

ることが大切であり、夫々が満足すればそこに信頼関係が

生まれて商売が繁盛するようになる。誠実な仕事をして社

会貢献をすることが末長い繁栄につながるということだ

と思います。ひいてはそれが世の中全体を良くするという

ことでしょう。自分ばかりでなく周りも社会もよくなる、

そんな状況の中で共存共栄していけるようになれば良い

と思います。 

 

 

１． 越谷北 RC より「ロータ 

  リー財団設立 100 周年 

  地区大会ポリオ撲滅チ 

  ャリティーゴルフ大会 

  組み合わせ訂正版」が送 

  付されていますので掲 

  示させていただきます。 

２．地区より「地区大会晩餐 

  会登録のお願い」（再送）がきています。 

  日  時：11 月 12 日（土）   

  場  所：浦和ロイヤルパインズホテル 

３． 地区より「ロータリアンとインターアクトクラブ顧問 

  教師 懇親会の集い開催の案内」がきています。 

  日  時：11 月 26 日（土） pm6:00 点鐘 

  場  所：武蔵野ホテルブリランテ 2 階 

４．地区より「NPO 法人国際ロータリー日本青少年交換 

  委員会が多地区合同奉仕活動であることを承認する 

件」について説明資料が寄せられています。 

 

 

■親睦委員会              坪井 明委員長 

親睦旅行（10／8）参加者は 20 名、集合場所等説明書を 

お配りしましたのでご覧ください。当日は 8 時 10 分集合 

となっていますので遅れないように集合願います。尚、旅 

行代金は次週例会時までにお願い致します。 

経費の件でご相談があります。今回の親睦旅行は旅費のみ 

個人負担となっていますが、保険代金と茶菓子代金、写真 

代を含めると収入をオーバーしてしまいます。親睦委員会 

から充当したいところですが、今後の親睦活動のこともあ 

りますので、どのように対応すればよいか次週例会までに 

皆さんのご意見をうかがいたいと思います。 

■スマイル報告 小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

・本日はお世話になります。これからもご指導の程よろし 

くお願い申し上げます。越谷中ロータリークラブの益々 

のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

             山田二三夫様、平田徳久様 

・越谷 RC 山田会長、平田幹事、ようこそいらっしゃいま 

した。秋晴れ、心も秋晴れといきたいですネ!! 

佐々岡 修 

・越谷 RC 会長 山田二三夫様、幹事 平田徳久様、ようこ 

 そいらっしゃいました。山﨑会員、卓話楽しみにしてお

ります。本日もよろしくお願い致します。  中村隆雄 

・越谷 RC 山田会長、平田幹事、ようこそ。本日は卓話よ 

 ろしくお願いします。           山﨑晶弘 

・山田会長、平田幹事、ようこそ！急に暑くなりました。 

 身体が続きません。皆さん、ご自愛ください。仲 文成 

・お客様、ようこそ。長い間天気が悪かったですが、やっ

と秋が来るのではと思います。       山下良雄 

・越谷 RC 山田会長、平田幹事、ようこそお越しください 

ました。今後ともよろしくお願いします。皆様、親睦旅 

行の件、ご協力ありがとうございます。   坪井 明 

・越谷 RC 山田会長、平田幹事、ようこそ。  大野 弘 

・山田様、平田様、ようこそ！        山川純也 

・山田会長、平田幹事、ようこそお越しくださいました｡ 

本日のお話を楽しみにしております。    浅田修司 

・山田会長、平岡幹事、ようこそ！本日は山﨑さんの卓話 

 無料で聴けるのはありがたいことです。   小池和義 

                   小計 17,000 円 

 

次月・次週インフォメーション 

10／ ４  通常例会 理事会 

       ／ ８（土）家族親睦旅行 

    ／11  ガバナー補佐来訪 

 

 

中村隆雄幹事 



■出席報告    小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

20 名 4 名 10 名  2 名 75％ 

 

山田二三夫様 

             皆さん、こんにちは。今年

度、越谷 RC の会長を務めて

おります山田でございます。

職業は電気器具製造、シャン

デリアや街灯などを作って

います。ロータリー歴は来月

で 26 年になりますがメーク

アップは今日で 3 回目、人前 

でしゃべることが苦手です。銀座で生まれましたが、その

後明石で育ったため今も関西弁です。 

日曜日に 10 年前から友好クラブとして交流している熊

本城東 RC を訪ねました。そこのクラブ会員で昨年 IM 卓

話をされた本田パストガバナーが宮司を務める熊本稲荷

神社でお祓いを受けた後、すぐ傍にある熊本城を見ました

が、震災被害はテレビで見た以上に大きいように感じまし

た。地域によって被害状況は異なるようですが、熊本の市

街地は以前とそれほど変わった様子もなくクラブの皆さ

んの元気な様子を確認して昨日戻りました。本日はどうぞ

よろしくお願い致します。 

 

                     平田徳久様 

              皆さん、こんにちは。越谷

RC 山田年度の幹事を仰せつ

かっている平田徳久でござ

います。どうぞよろしくお願

い致します。平成 22 年 6 月

に入会しましたのでクラブ

歴は 6 年、越谷商工会議所に

勤務しています。まだまだ駆 

け出しで勉強の最中ですが、これからもどうぞよろしくお 

願い致します。 

 

山﨑晶弘会員 

 越谷 RC 山田会長、平田

幹事、ようこそお越しくだ 

さいました。入会して 24 

年になりますが、予め依頼

を受けて卓話をするのは数

えるほどです。山田会長、

平田幹事をお迎えしてお話

をさせていただくことを光 

栄かつ恐縮に思っております。先ほど会長挨拶で近江商人 

の哲学についてお話がありました。継続・循環していかな

くてはいけないということかと思いますが、個人的には共

存共栄というより強存強栄が実態、つまり強い者が存続し

強い者が栄える世の中ではないかと思います。であれば強

くならなければ生き残れないということになります。 

今日、スーパーマーケットの流通を制しているのは一介

の商店主あがりの方です。特に私はダイエー創業者の中内 

功さんが好きです。書物に木曜日夜 11 時頃であれば在宅 

確率が高いと書いてあったため、田園調布に居を構えられ

たときにアポなしで訪ねたことがあります。残念ながら不 

在でお目にかかることは叶いませんでしたが、経営者とし

て強い憧れを持っています。また、中内さんとは対極的な

イトーヨーカ堂創始者の伊藤雅俊さんは、実家がお母さん

とお兄さんで営む羊華堂という洋品店でした。頑張った者

が成功するには市場が伸びることが必要です。そして最後

まで続けること。私が座右の銘として掲げたうちの一つは

「すぐにやる。必ずやる。できるまでやる。」ということ

です。方向が間違っていればなるべく早く軌道修正するに

越したことはありませんが、間違っていなければ成功する

までやり続ける、これがとても大切ではないかと思います。 

 今回の卓話資料として「我がロータリーライフ 24 年と

生業」を作りましたので、ご覧になりながら耳を傾けてい

ただければと思います。私は住宅リフォームを生業として

いますが今更ながら人生って早いなぁ、あと 24 年経った

らこんなふうに人前に立って話ができるだろうか、と思い

つつリフォーム業界の徳川家康を目指そうと日々健康に

留意しているところです。 

 私は大田区で生まれ育ち 1983 年、私が 30 歳のとき父の

出身地であるせんげん台へ転入。それと同時に住宅リフォ

ーム業をスタートしましたが、当時は住宅リフォームとい

う言葉すらポピュラーではありませんでした。創業資金は

1500 円、名刺 100 枚分です。当時の在宅率は 60％ほど、

営業スタイルは各家を回って歩く訪問販売でしたので午

前と午後合わせて 200 軒ほど回りましたが、これが結構た

いへんで訪問してもなかなか話を聞いてもらえません。門

前払いが続く中、3 日半回ったところでようやく話を聞い

てくれるお客さんが現れました。第一号のお客さんです。

弱々しくて断り易そうな人だったから話を聞いてみよう、

そう思ったそうです。創業当初から注文を受けたら素早い

対応を心掛けてきましたが、お陰様で今はインターネット

集客率が非常に高くなっています。 

 1986 年、創業して 3 年目の頃に営業で訪問した越谷東 

RC の青木伸翁邸で大きな仕事をいただき、それを機に青 

年会議所へ入所しました。やめてしまおうと思ったことも 

ありましたが、友人もできて活動が楽しくなり最後まで在 

籍しました。大きなターニングポイントは私が 40 歳で青 

年会議所の専務理事を務めたとき。市民まつりの際には仕 

事をする時間もないほどたいへんでした。何事も自分が率 

先してしなければ気が済まない性分でしたが、従業員に任 

せざるを得ない状況になりそれが良い結果となりました。 

 2 年前に M＆A をやっている会社からのオファーで、あ 

る上場企業から共同出資をしたいという話があると聞いて 

驚きました。会社を売って大金を手にした人を知っていま 

すし、ましてやリフォーム業界はこれから淘汰の時代、し 

かし私はこの仕事を続けたいと思いました。難しい事業で 

すがこれまで 30 年、なんとかここまで来ました。どれほ 

ど巨万の富を得てもいつかは誰かのもになり、だからこそ 

社会が循環する。だとしたら私は勝って拡大し、次の世代 

に繋ぎたいと思います。普通の人間が成功することで次の 

若い世代に夢を与えることができるのですから。 

 


