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清水幸彦会長
我らの生業
小島会員 小林会員

※出席報告
会員数
32 名

出席者数
22 名

出席率
88.00 ％

前回修正
-

パスト会長の時間

沼崎 正徳 パスト会長
私はロータリークラブに入会して１７年になりま
す。そこで諸先輩をはじめ色々な方から学んだ事
と感じた事などから、今思っている事を話させて
頂きたいと思います。

例会の記録

まずロータリーのスタートについてですが、これ
は「時のメンバーの利己的な考え方から始まった」
と思っています。
「奉仕の理想」と言う誠に耳に優
しいキャッチフレーズ、これは後から別の人が作
ったものに違いないと私は思っています。
「四つのテスト」も同じく後からに違いない、幸
いなことにクラブの活動を引きついた後の人たち
が賢かったのです。
今から百余年前のシカゴ、弁護士ポールハリスを
中心とした四人の実業家が自分達相互の利益を保
ちあうためにクラブを作った。
参加条件を一業種一人としたことも考えてみて下
さい。それぞれのメンバーの仕事を互いに依頼し
合う、メンバーの間で仕事を回しあう。このよう
にしてこの仲間同士だけで利益を回す、そのよう
なクラブです。この事がスムーズに行くためには
一業種一人でなければ困るわけです。
さらに深く考えると、必ず仕事を頼まれるために
はその業種でその地域でトップでなければいけな
いし、少なくとも一位を目指している亊業者でな
ければならない事になります。
「職業奉仕」も「きちんと収益を上げる企業主に
なれ」と言う訳で当たり前、何も難しく考えるこ
とは無いのです。
こうしてみますと計算高い「アングロサクソン」
が考えそうなことだと納得できます。簡単に言え
ば「沢山稼いだ人は沢山寄付をする」現在のアメ
リカの社会に似ていると思いませんか？
ロータリークラブはこの様な主旨で始まったクラ
ブに上手に奉仕の精神を組み入れたクラブである
し、現在では会員になる資格もほとんど壁が無く
なっていることからことさら重く考えることはな
いのです。

さて、それではそのようなクラブに何故私が長く
会員で有り続けるかその理由を話しましょう。
人は一生涯で二つの仕事をやって一人前。
その第一の仕事は「稼ぐ」こと。これは大切。
自分の生活を確立し、家族を育てその幸福を追求
しなければならないし、社会的責任も果たさなけ
ればならない。
次の第二の仕事は「働く」こと。これは無報酬で
地域を始めとする世のため人の為に行う仕事、即
ち奉仕。ロータリークラブは私の「働く」ことに
対する私の考えに合っているからです。一人でや
るより同じ志を持つ仲間たちと一緒に出来る幸せ
をクラブから得ることが出来るからです。
さて私達のクラブも当然存続しなければならず、
その為にはリーダーがいて役員がいなければなり
ません。
ロータリーのリーダーは一年交替、本年度は清水
会長、佐々木幹事。来年度は東会長エレクト、菊
田幹事エレクトが決まり、柴田パスト会長が協力
してその他の役員をお願いしつつあります。
お分かりの様にロータリークラブは今、非常に開
かれたクラブで入会も退会も何時でも出来ます。
しかし、どのような会でもリーダーがいて主体的
に会の運営をして下さる人達がいなければうまく
行きません。困ったことにこのようなクラブには、
どうしても会の運営に積極的に携わらず、会員と
言う名前だけで会にぶら下がるだけの人がいます。
私はこれではせっかくの機会を失う大変不幸でも
ったいないなと思います。是非正面からクラブに
向き合って活動して頂きたいのです。
例えば多くの人がやって頂く親睦委員から始め、
委員長として企画立案実施の実績を積んで戴き、
活動の楽しさを味わって頂きたい。さらに進んで
SAA,プログラム委員、幹事、会長と場を踏んで頂
きたいし、よそのクラブとの交流の場で多くの知
遇を得、ご自身にもご自身の商売にも利する結果
につないでほしいのです。ただぶら下がるだけで
実績のないままではいつでも退会できるでしょう
が、その結果は決して良い評価にはつながらない
し思い出も良くはありません。
さて東年度の役員人事については先にお話ししま
したように進行中ですが、いくつかお話したいこ
とが有ります。
30 年近く経過した私達のクラブも役員の世代交代
が進み若手にバトンタッチが進んで来ました。そ
の代表としてこのたび東会員が次期会長を引き受
けて下さいました。一番若くまた初めての女性会
長です。本当にありがとうございます。

私達は全力で彼女を支え、可能な限り協力して活
動しなければなりません。経験の少ない彼女の手
足になることは当然で、夢にも足を引っ張る事な
ど決して行ってはならないのです。新年度発足ま
で４ヶ月、東エレクトは鋭意勉強中で、上位組織
の指示に従い次年度のクラブ方針、役員人事、例
会の開催予定などを決めつつあります。続いてそ
れぞれの役員、委員長さんにお願いして年度計画
書の作成を進めています。新年度を私達は楽しみ
にし、大いに期待したいと思います。
くどくなりますが、もう一度言わせて下さい。
「私達は東年度をスムーズに進行するべく最大限
の協力をする」
「ロータリーには NO は有りません、会長の要望に
答え役員を積極的に引き受けて下さい」

本日のお客様紹介
カネパッケージ㈱

< 菊田邦彦 副会長 >
代表取締役社長 金坂良一様

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・3 月 16 日(土)「ひまわり倶楽部」への食料贈呈
式を挙行（会長・幹事・社会奉仕委員長参列）
・受贈会報 入間ＲＣ
・回

覧 医療法人尚寿会ｸﾞﾙｰﾌﾟ広報紙
「Syow 尚」第 120 号
ﾊｲﾗｲﾄよねやま 228 号
飯能 RC 例会変更
入間 RC
〃
新所沢 RC
〃

訃報
平成 29 年にご病気治療の為退会されました
小澤泰衛様が 3 月 17 日（享年 87）に永眠され
ました
当クラブの創立会員でもあり生前に賜りました
ご厚誼は計り知れません
小澤泰衞様へ哀悼の意を表して黙禱を捧げたい
と存じます
謹んでご冥福をお祈り申し上げます

卓話

「環境経営とマングローブ植林」

カネパッケージ株式会社
代表取締役社長

金坂 良一

様

【プロフィール】
1959 年 岡山県生まれ
中国山地の山の中で育ち「兼高かおる世
界の旅」を見て海外を夢見る
1982 年 明治大学政治経済学部卒業
1987 年 ２７歳で単身米国ｵﾊｲｵ州へ子会社立上
夢見た海外への第一歩
経営者として初ﾃﾞﾋﾞｭｰ
1997 年 カネパッケージに中途入社
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ社の立ち上げと経営立て直し
海外事業の責任者として、中国、香港、
ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾀｲ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱと事業を拡大
2007 年 日本本社の社長に就任
従業員と共に毎日楽しく「驚き」と「感
動」体験中

【モ ッ ト ー】
人のできないことをやる
驚きと感動を常に感じ提供し続けて行く事
感じる心、感動する心、感謝する心を大切に

【著

書】

スモールエクセレントカンパニー
「驚きと感動」を生む梱包業界のニッチトップ
創々たる！！小さな世界企業
梱包材（パッケージ）は一度使われると捨てられ
ゴミになるという悪いイメージがあります。それ
をクリーンで環境に優しいイメージに変えたい。
そして海外展開した進出先の国に恩返しをしたい。
そういう思いから環境改善活動を始めました。
会社のブランディングを確立するべく、パッケー
ジをダウンサイジング（使用料を減らす）し、物
流コストを削減して CO2 を減らし、そして本日の
テーマでもあるマングローブの植林を 2009 年か
ら開始しました。

江原君

浜野君

環境活動がもたらしたこと・・・・・・・
従業員の意識が変わり
従業員が一つになった
従業員のモチベーションが非常に高くなり
お客様の評価が変わった
ステークホルダーからの強化と賛同が高まった継
続可能な環境配慮型成長企業に変わり当社のブラ
ンドが出来た

寶積君

小島君

益子君

沼崎君
田端君

若松君

カネパッケージ㈱代表取締役社長金坂
良一様、お忙しい中お越しいただきま
してありがとうございます。本日の卓
話を宜しくお願い致します。
また、小澤泰衞様の訃報に接し、悲し
い気持ちで一杯ですが、今までご指導
いただきました事を感謝し、大好きだ
った我が狭山中央ロータリークラブを
皆で盛り上げていきたいと思っていま
す。
カネパッケージ㈱代表取締役社長金坂
良一様、ようこそお越しくださいまし
た。本日の卓話を楽しみにしていまし
た。宜しくお願い致します。先週お休
みしました。
カネパッケージ㈱代表取締役社長金坂
良一様、ようこそおいでくださいまし
た。卓話、心より楽しみにしておりま
す。
会長の時間、沼崎パスト会長、楽しみ
にしておりました。外来卓話、カネパ
ッケージ㈱代表取締役社長金坂良一様、
本日はお忙しい中ありがとうございま
す。宜しくお願い致します。
本日の卓話カネパッケージ㈱金坂良一
様、楽しみにしていました。宜しくお
願いします。
元会員 小澤泰衞氏の訃報に接し謹ん
でお悔やみ申し上げます。
カネパッケージ㈱金坂良一様本日はよ
うこそ狭山中央ＲＣにお越し頂きあり
がとうございます。感謝
カネパッケージ㈱金坂様、本日の卓話
楽しみにしていました。宜しくお願い
致します。

◆ 次の例会 ◆

4 月 16 日（火）
例会臨時変更
4 月 13 日(土)－4 月 14 日(日)
第 2570 地区大会に例会振替
清水(幸)君本日のお客様カネパッケージ㈱の金坂
社長、お忙しい中ありがとうございま
す。お話し宜しくお願い致します。沼
崎パスト会長、パスト会長の時間を宜
しくお願い致します。
佐々木
カネパッケージ㈱代表取締役社長金坂
良一様、本日はようこそ当クラブへお
いでくださいました。本日の卓話楽し
みにしていました。沼崎パスト会長、
本日のパスト会長の時間宜しくお願い
します。

4 月 23 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）
4 月 30 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）

