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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 18 号 通巻第 2669 号 

第 2669 回例会 

２０１４年（平成 26 年）11 月 11 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様紹介 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「われらの生業」 

幹事 

 

和食 かしま 

平間陸生副会長 

小久保良行幹事 

 

アクサ生命保険株式会社 

千葉支社千葉営業所 

所長 原田 恭子 様 

親睦委員会 

管理運営委員会 

副会長 
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◆会長挨拶 
高橋 邦夫 会長 

 

 東金ロータリークラブ定款

第 6条第 2節、およびクラブ

細則第 4条 1節により、当ク

ラブの年次総会を 12月 2日に開催いたします。つ

きましては、細則第 1 条第 1 節の規定に従い、次

年度理事候補者を指名していただくことを求めま

す。 

 すでに昨年の総会において会長予定者が内定

しておりますので、候補者指名は、次々年度会長

となる次年度会長エレクト、副会長、幹事、会計お

よび５名の理事についてとなります。そのほか、直

前会長と会場監督が理事に加わりますが、会場監

督は次年度理事会において会員の中から選任さ

れます。東金ロータリークラブの未来のため適格者

をご推薦くださるようお願い申し上げます。 

 

◆幹事報告 
小久保 良行 幹事 

 

 1月 13日（火）東金ビュ

ーロータリークラブとの

合同例会を八鶴亭にて

予定をしております。 

 

◆誕生祝 

 
髙橋邦夫会長 

◆結婚祝 

 
高橋邦夫会長、鈴木康道会員、鈴木君江事務局、

土濃塚雅代事務局 

 

◆卓話 

 
大里綜合管理株式会社 代表取締役 

野老 真理子 様 

皆さんこんにちは。今日はお招きいただきまして

ありがとうございます。 

大里綜合管理の二代目経営者の野老真理子と

申します。会社は 41年になります。そして従業員さ

んは 30 人くらい、年商は 4 憶 5 億をうろうろして、

一向に売り上げが上がらない企業です。 

 

●JIU 学園祭に多数の来学をいただきまし

た          小久保良行 会員 

●租税教育功労により国税庁長官用賞を受

賞しました。     髙橋 邦夫 会員 

第２６６８回例会の記録 ＜１１月４日＞ 
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私自身が二代目経営者として 21 年たちました。

この頃、いろんな形で報道していただいてありがた

く思っております。 

わが社の特徴の一つは、一日一時間、毎朝清

掃活動です。東金駅、大網駅などの 13か所。掃除

をすることは 19年間はやっております。大きな事故

がきっかけに気づかなければ、しっかりと仕事がで

きないと思ったからです。今は 7 時 45 分から 8 時

半まで、夕方の 6時から 6時 20分まで清掃活動を

しています。社内の環境整備を通じて、「気づく」訓

練としてやっています。どこを動かしても埃がない、

必要なものが取り出せる。「気づく」という訓練は、よ

く講演でお話をするのですが、我が社の机の引き

出しの中には、同色同種類のペンが一本ずつしか

入っていません。2 本以上ペンは必要ないと気づ

いたからです。そういうことで、銀行さんや農協さん

からいただく景品までも、しっかりと在庫管理をして

います。そして、すべてのものに名前がついていて、

使われた道具が必ず戻ってくる。小さな消しゴムに

も名前がついている。なぜなら、ごみとして間違え

られず、誰かが使うものとして戻ってくる。そういうこ

とを一つずつ数えると、その業務改善した数は

1,000を超えると思います。 

社内の業務改善はもちろんですが、お客様への

「気づき」、危機管理への「気づき」、地域への「気

づき」。こんな風に発展し、もう一つの特徴を見出し

ます。 

もう一つの特徴は、現在 280 種類を超える地域

活動を社員が地域の方々と一緒に展開をしている

ことです。 

我が社は接客スペース、会議室、ありとあらゆる

場所が地域に開放されています。もちろん、個人

情報についてはきちんと保護するという前提で、あ

りとあらゆるスペースが解放されています。例えば、

接客している隣では、地域の方たちが会議をして

いる。その隣では、学童保育の子供たちが勉強し

ている。こういう光景が日常の光景です。 

私が机を置いていた会議室、そこはいま、三段

の棚を作って間口 60ｃｍ、60 人の作家さんがいろ

んなものを置いています。会議室としては失ってい

ません。外から見るとお店、中から見ると会議室、こ

ういう形の「気づく」という訓練は、今までの「こうある

べき」というようなことを、乗り越えて私たちらしくある

べき方向へ持ってきた気がします。 

26年度の中小企業白書の「新しい企業の在り方」

というところに、我が社が登場することができました。

社会活動と企業の価値をひとくくりにする。新しい

指標として、CRSV－社会価値と企業の価値を結

び付ける、社会の課題を企業の課題をこなしなが

ら社会の課題を解決していき、社会的企業になっ

ていく、という方向です。その事例として掲載されま

した。大変光栄に思っています。 

具体的に最近の事例をお話します。毎月 1日は

13か所の駅の掃除、毎月 7日は全長 12㎞の道を

地域の方々と共に掃除、第二土曜日は海の掃除、

これは 12 年以上やってきていますが、いま現在、

我が社がどんな社会の課題をわが課題としてやろ

うとしているかというと、二つの事例があります。 

3 年前の震災から、企業が原発の是々非々を口

にすることがいいことではない、という風潮がありま

した。私もそれは口にするべきでない、と思ってい

ましたし、政府も、国も、東電も大丈夫だといってい

るのだから、私も大丈夫だ、と思っていました。とこ

ろが、私たちがそんな風に思っていたことが理由で、

あれだけの被害を出させてしまったことに、福島で

発電した電気を使っていたことにとても心が痛み、

その時から我が社は「節電」をしてきました。震災 1

年目は原発が受け持つ電気が 3割だと聞いたので、

会社としては 3 割の節電をしようと目標を掲げて、

その 1 年間達成することができました。その時に大

飯原発が稼働されました。平均 3 割というのは、病

院、警察、節電したくても難しいところがあって、誰

かがそれを負担しなければ、平均 3 割に行かない。

そう思い、翌年はトータルで使用料を 35％にする

目標を掲げました。社員さんは「無理だ」といいまし

たが、最終的には 32％に下げることができました。

そして 3 年目。30％を割ろう、そして、4 年目の今

年、トータルで行くといま 22％です。 

震災がなかったらこんなことができると思ってい

ませんでした。電気を通常に使うより 22％まで落と

すことができたことは我が社の誇りですし、社員は

自信を持ちました。 
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今年は使っているガソリン、紙を 3割減らそうと目

標を掲げました。社員はひるまずに、当たり前に

「やること」として受け止めています。 

もう一つ、209 万人という数字をご存知でしょう

か？もしくは 3兆 8千億円。これは、今の日本が掲

げる生活保護の公費の額です。209万人は生活保

護受給者です。どんなに頑張って税金を納めても、

子供たちにかけたいと思っているところにお金が回

らない現状があると思っています。確かに高齢者、

もしくはハンディキャップを持っていることで、国とし

て保証しなければならないこともあります。ところが、

1/3 に当たる人たちが、働けるけれども働かない、

やる気がない、という理由で、ずっと保護をもらって

いる現状があります。 

我が社は何人かの生活保護受給者を研修生と

して受け入れ、3 年 4 年という期間をかけて、税金

をもらう側から払う側へ、きちんと働く側にすること

をしてまいりました。 

引きこもりの人を紹介され、いきなり雇用は無理

でしたが、地域活動がたくさんある我が社で、朝の

掃除から、いろんなことを一緒にやりながらなんと

か働く側になりました。今はしっかりと働いています。

「貧困の連鎖」といいまして、小さなころに生活保護

を受けていると大人になってもそこから抜けられな

い、という問題が深刻です。生涯生活保護を受給

すると 1 億円を超えます。私たちはたくさんの税金

を払える企業にはなれないけれど、その子に 3年 4

年関わることで、税金をもらう側から税金を払う側に

なってもらえたら、私たちは 1 億円の税金を納めた

ことと同じじゃないか。大変だけれども、誇りある仕

事として受け止めあおう、と関わってきました。今現

在も 4人の研修生を迎え入れています。 

これが負担かというと、そうではなく、たとえばメ

モ用紙を作りたいけれど忙しくてできないときに、そ

ういう人たちがメモ用紙を作ってくれると私たちとし

てはうれしいのです。そのときの「ありがとう」の言葉

が、彼らにとっては働く意味、働くということは人様

のお役に立つ。それで、ありがとうという言葉をもら

うとしたら、お金と「ありがとう」をもらうことの延長線

が仕事。その積み上げの中で、一人前になってい

ってくれたらいいな、と思っています。徐々に社会

参加、地域デビュー、企業デビューにつながって

いくのではないかと思っています。 

毎日毎日、掃除をしながら「気づく」ということをし

て、気づいて、気づいたことを気づいてもやらなけ

れば、気づいていないことと同じじゃないか。やれ

ることをやれる人がやれるときにやってみようよ、と

いう積み上げが、いま目の前のゴミを拾うことから、

社会の課題とされていることに挑戦できるようにな

ってきていることをうれしく思い、皆さんにご報告さ

せていただけたことを喜びに感じています。 

わが社の社員さんは 30 人いますが、収益を伴う

事業を営利とすると、収益にはつながらないけれど、

世の中にとって大切な仕事、6対 4で給与の伴う仕

事をして、4 割は地域の仕事をして、結果的にこの

ことで出会う人たちが仕事もさせてくれるようなプラ

スのスパイラルになっているような気がします。こう

いう視点を持つことは、私は最初から気づいていた

わけではありません。ただ、目の前の課題を仕事か

仕事でないか、お金になるかならないかではなく、

必要か必要でないか、私にできるかできないか、と

いうことで選び続けてきた今になります。そういう視

点を持った企業が増えてきたらいいなと思っていま

す。 

本日はご清聴ありがとうございました。 

 

出席率  11 月 4日 

会員数 出席者 出席率 コインBOX

23名 20名 86.9％ 1，550円

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 


