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第 1180回例会
の頃から人に縛られるのが嫌いで、自由に生きたいと

いよいよ 6 月に入り、私の任期も残す所 1 ヶ月とな 思っていました。それでも、相模原から出たいとは思
りました。皆さんに助けて頂きながらの 1 年でしたが、 わず、相模原にいてお金儲けをしたいという野心を持
ホッとしています。6 月は「ロータリー親睦活動月間」 っていました。お金を稼ぐには、大きい企業への就職
です。クラブの基本は第一に親睦があって、そこから を考えますが、転勤は絶対に嫌なので、小さい所で自
様々な奉仕活動に派生して行く訳です。私達の様な少 分が大きくなるしかないと思い、相模原の税理士事務
人数クラブでは、会員同士の顔も名前も直ぐ覚えられ 所に就職しました。約 2 年勤務しながら、色々な社長
ますし、会員の人柄も理解し合えます。大きなクラブ さん方と話す機会が有り、大きい所でやっていくのは
になると、名前も分からない、話した事もないという 厳しいと思い、新宿にある IT 企業（経理）に転職しま
事が多々あるようです。とは言え、少なすぎても思う した。そこでは経理部長まで昇進しましたが、自社の
ような活動が出来ず、会員増強は必至です。次年度は 会長や社長と一緒に仕事をするようになった時、
“人を
会員委員長として、1 人でも多くの仲間を迎えられるよ 大事にすることが出来れば、何をしてもきっと上手く
う、努力をして行きたいと思っています。

いく”という信念の様なものが芽生えました。私の妻

6／20 は年度末の宿泊例会ですが、残念ながら参加 の実家は税理士事務所で、妻も税理士です。独立した
者は半数のみです。会費は 1 人 2 万円の予定ですが、 いという希望は以前から話していましたが、ある時、
クラブ会計からの補助は難しいので、羽目を外さない デイサービスをやってみたらと勧められました。全く
よう宜しくお願いします。チェックインは 15 時から可 縁のなかった業種で、突拍子もない事を言われ戸惑い
能ですが、スタートは 19：30 に設定しました。時間は ました。妻は私と正反対の性格で、お嬢様学校出身の
十分ありますし、紫陽花の時期でもあるので近隣の散 しっかり者です。高校 1 年生の時に知り合い、15～6
策など楽しんで頂けたらと思います。以前は観桜会を 年の付き合いを経て 3 年前に結婚しました。そんな妻
したり、隅田川で屋形船を仕立てたりしましたが、こ の一言で決断し、退職しました。以前から貯蓄が好き
こ数年は人数の関係もあって寂しい限りです。若い人 で、株や投資もしていたので、資金的には余裕があり
が増えれば、親睦活動も活発になると期待しています。 開業に支障はありませんでした。右も左も分からず、
介護のかの字も知らない状態からのスタートでした。
・次）会長幹事会案内

出欠返信：6／14（木）

6／19（火）18：30 「とん平」
例会変更

サービスです。午前は 9～12 時、午後は 2～5 時の 2

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無 回に分けて、利用者の送迎付きで行っています。今思

6／15（金）大和田園
週報受領

私の事業所は、機能訓練特化型のリハビリ専門のデイ

相模原グリーン

うと、何でこの仕事を始めたのか、特に勝算があった
訳でもありませんが、どれだけ機械化が進んでも、仕
事をする上で、人と人との関わりが一番大事だと信じ

森 崇彦

会員（グリーンフォレスト）

私は、昭和 60 年（1985 年）8 月 13 日生

続けて、お客様第一に 5 年が経ちました。
ロータリークラブには 3 年ほど前に声を掛けて頂き

まれで、もうすぐ 33 歳になります。生まれ ましたが、当時は何から何まで全て自分でしていまし
も育ちも相模原市東橋本です。結婚を機に たので、平日の昼間に時間を空けることは考えられま
JR 相模原駅近くに転居しました。私は末っ子で、子供 せんでした。今は仕事も軌道に乗り、時間的に余裕も

持てるようになったので、今年 4 月に入会させて頂く 子どもが生まれて少し落ち着けば、微力ながらお手伝
事が出来ました。サラリーマンを続けていたら、この い出来ることも増えてくると思います。
様な機会は無かったと思いますし、右も左も分らない

介護の世界も、先行き安泰という訳にはいかないと

ような状態ですが、折角お仲間に入れて頂いたので、 思っていますが、何とか食い下がって行く積りです。
色々勉強させて頂きたいと思っています。

居宅介護支援事業所、高齢者支援センターのケアマネ

人との“縁”を感じることがあり、妻との出会いが ージャーから利用者さんを紹介してもらうシステムで
無ければ、今は何をしていたのかなと思います。自分 す。一般の会社なら、営業や販促作業をするのは当然
の性格では、新宿で夜の仕事でもしていそうな雰囲気 で、ポスティングも限度があります。この業界は、他
があると思っています。妻と出会った時も、決して不 の業種に比べて周知は比較的楽だと思います。支援事
良ではありませんでしたが、尖っていた方なので、正 業所、支援センターのケアマネージャーが広告塔にな
反対の真面目な彼女との縁も不思議な気がします。私 ってくれるので、ケアマネージャーが気に入ってくれ
が町田で路上ライブをしていた時に、聞きに来てくれ るサービスを提供し続ければ、自然と利用者は増えま
ていた彼女の方からアプローチしてくれました。彼女 す。但し、介護保険という枠がありますので、改正が
との出会いで自分も少しずつ変わっていったような気 あれば報酬が下がることもあり、先行き苦しくなる事
がします。今、私の事業所にいる従業員とも縁を感じ もあると思います。介護保険の枠を外れて、自費での
ます。仕事を始めてから特に思うのですが、人との出 サービスを提供するとしても、自分に周知する力が有
会いは自分で広げようと思っても中々できません。出 るか疑問が残ります。今は、籠の中で仕事をさせて頂
会った人とは、また何処かで会った時に、恥ずかしく いている状態なので、経営者としての未熟さを痛感し
ない自分でいようと心掛けています。例えば、車を運 ています。介護保険が改正されれば、私などは淘汰さ
転している時、道を譲った方がお客さんの知り合いだ れてしまう側ではないかと思いますので、全く土台の
ったら・・・と考えるようになり、365 日笑顔でいた ない所から発信している経営者の方を見ると、凄すぎ
方が気持ち良いし、自分にとっても損はないのかなと ると思ってしまいます。折角の機会を大事にし、皆さ
思うようになりました。時々、宮崎先生、小口さんに んから経営者としての考え方などを学び、研鑽を積ん
もご相談させて頂くのですが、経営者の視点と従業員 でいきたいと思いますので、宜しくお願いします。
の視点が噛み合わないことも多く、人を扱う難しさを
感じます。ロータリークラブの皆さんは夫々が経営者
なので、皆さんから学ばせて頂く事は多いと思います。
最近はランニングをすることで、ストレスが軽減され
る事を知り、毎日続けています。走らないとイライラ
したり、考え込んでしまうので、適度に発散できてい
ます。実は柔道の経験もあり黒帯です。小口さんには
勝てませんが、身体を動かすことは好きですので、経
営者として自分のメンタルを常に一定に保つ事も仕事
の一つだと思うようになりました。是まで、自分の背
中を押してくれた経営者の方々も、夫々悩みを抱えて
いたり、そんな中で経営者の集まりであるロータリー

おめでとう
ございます！

今月のお祝い
会員誕生日

大野治雄 会員（11 日）

スマイル報告
小口伸夫

会員

今年度累計

￥296,000

愛媛県松山で行われた、全日本ベテ

ランズ柔道大会に出場して参りました。結果は、決勝
に進むも銀メダルに終わりました。来年は福井で開始
ですが、金メダルを狙います！
大野治雄

会員

明日から、相模原西 RC の姉妹クラ

ブである台北トンファ RC の会長交代式に出席するた
め、台北に行ってきます。

今後の予定

の素晴らしさを教わり入会を決めました。
今年 8 月に第一子が生まれます。又、土曜日・日曜
日は忙しく、行事があっても参加できない状態ですが、

出 席 報 告

6／20（水）年度末宿泊例会（エクシブ箱根離宮）
6／27（水）クラブ協議会≪次年度に向けて≫
7／4（水）クラブ協議会≪会長・各委員長就任挨拶≫
7／11（水）クラブ協議会≪ひばりの夢コンサート≫

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

14 名

1名

10 名

3名

0名

2名

76.92 ％

5／19 76.92 ％

