第２５５６回例会報告議事録
日時 ３１年１月２２日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

会長挨拶

まりました。

ロータリーソング「それでこそロータリー」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A . : 倉持会員

荒井会長
〆切りが１月２５日ですので、参加される方は本日、
申し込みをお願い致します。
２月２７日のＩＭはテーマの関係で、一般市民に開かれたＩＭにすることとした、
と
の連絡が入りました。
４月１７日の合同例会の前の親睦事業はゴルフとボーリングに決まりました。参
加の出欠のご記入をお願い致します。
１月１０日に親睦旅行の件で親睦委員会を開催しました。場所は沖縄にほぼ決

荒井会長より小池会員へポーフハリスフェロー表彰

親睦委員会報告

米田会員（代理）
来週は親睦ゴルフがあります。参加される方は遅刻のないようにいらっしゃって
ください。
４月９日
（火）
・１０日
（水）
に沖縄旅行を計画しております。ぜひご参加ください。
６月１３日
（木）
に劇団四季の「巴里のアメリカ人」の観劇を計画しております。
瀧日会員、石原会員、関根会員、
お誕生日おめでとうございます。

瀧日会員より
誕生祝いありがとうございます。私は今年、年男なんです。七周りです。天
皇陛下と１つ違いで、天皇陛下は先月２３日に８５歳になられましたが、私は８４
になりました。
やはり年とともにいろいろ衰えがありまして、
ゴルフのドライバは飛ばなくな
りました。
ただ、
１つだけ自慢できるのは歯です。歯は３０本全部揃っています。
目標はなんとかエージシュートをやりたいと思っています。
７０代ではむずかしいですが、
８０代になる
とエージシュートの可能性が出てきます。
石原会員より
誕生祝いありがとうございます。私も歯は全部自分の歯です。
実は、去年は私にとって最悪の年で、人生のいろいろな転機を迎えて、
と言
いますか、苦難あり、忍耐あり、鍛えられ、
という年でした。
年末にいろいろな決着をつけたのですが、
１月２日に誕生日を迎え、
これか
らまた再出発するぞ、
というような希望と夢を持っています。
６４歳にして独身
になりました石原紀子です。
どうぞよろしくお願いいたします。

関根会員より
お誕生日プレゼントとお歌をありがとうございます。私も年女です。
昨年、
お話しさせていただいた時には、母が病気をして手術をして誕生日ど
ころではなかったとお話しさせていただいたのですが、
その後、母が５月にまた
倒れ、心臓が止まり意識不明になり、回復が不可能になり、今、入院していま
すが、
目は開けるけれども話すことはできない状況です。私自身も交通事故を
起こしたり、昨年は本当に大変な一年でした。
お正月を迎え、誕生日を迎えて、
どんな一年にしようかなと思った時に、
テレビでどこかのお坊さんが
「仏教には『只今』
という言葉がある」という話しをされていて、それがすっと自分の中に入ってきまし
た。いろいろ焦りもあったのですが、
ただ今を一生懸命生きさせてもらえばいいかなと思って、
ゆっくりと
今年を迎えていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

出席報告

２６名（出席免除者含む）出席（全員で２９名）
業務による欠席が３名。
業務の為：今井会員、福武会員

関根副委員長
出席率８９.６５％

村越会員より

我孫子市商工会の役員をしておりまして、今年、我孫子市商工会で初めて賀
詞交換会を２月６日
（水）
に開催することになりました。
１００名を目標に人数を集め
ています。銀行さんを含めて、
ロータリーの皆さまも是非ご参加いただければと思
います。
どうぞよろしくお願いいたします。

我孫子ＧＣの月例杯での小池会員の優勝について

鈴木会員
一昨日の日曜日に荒井会長と小池会員ともう１人と我孫子ＧＣの月例杯に出ま
した。
１３０名が参加した非常に狭き門の大会で小池会員が優勝されました。
僕が知らない努力をきっとされていると思います。
５６歳で更に飛び出してる。ア
イアンが高くとまって方向性が狂わない。最も進化しているのはパターです。喜び
を我孫子ロータリーで分かち合いたいと思い、一言申し上げました。

幹事報告

依田幹事

・姉妹クラブの豊原ＲＣより来年度の会員名簿と週報受理。
（水）
の夜に合同例会を開催します。
ゴルフをされない方も親睦がはか
・４月１７日
れるように今回はボーリングも行ないます。事前アンケートを回させていただき
ました。
どうぞご参加の程よろしくお願いいたします。

卓話「一期一会」

梶会員
アビコ西武観光の梶と申します。
昨年、
ロータリーに入らせていただきまして、
自分や会社の紹介をさせていただこう
かなと思い、今日は用意して参りました。
我が社は「一期一会」で、人との出会いは一生に一度の縁であり、出逢った全て
の人の喜びと感動を追求し続けます、
という理念を掲げております。
設立は平成元年７月で、社員数はパート・嘱託を含めて現在４０名です。
業務としましては、貸し切りバス事業と旅行業をしております。
営業所は我孫子と、
２年前に東京でも運営しております。
平成元年にアビコ西武観光を設立しましたが、その前はＬＰガス販売、住宅設備屋をしておりました。
昭和４８年（１９７３年）
に父が栃木から我孫子に来てガス会社を始めましたが、父はサービス業をした
くて、
レンタカーをやり、その後、貸し切りバス事業を始めたそうです。
９５年に父がくも膜下出血で急遽他界し、残された母が後を継いでアビコ西武観光を進めましたが、
そこに至るまでは紆余曲折がありました。そもそも母は事業とか商売が好きではなく、常に夫婦喧嘩が
絶えませんでした。
商売をしていれば、借金をして、それを返済しながら事業を伸ばしていくというのは当たり前だと思う
のですが、一介の主婦だった母にとっては借金を背負うことはものすごく嫌だったのだと思います。そん
な中で父が突然他界し、母親が引き継ぎ、手探り状態で進めてきました。母は癌で２００２年に他界しま
した。母が余命２年と言われた時、私は別の旅行会社で勤めていたのですが、そこから戻ってアビコ西
武観光で働き始めました。
２年間しっかり引き継いで、アビコ西武観光を運営できるようになろうとした
のですが、親子なので揉める訳です。
会社が設立された当時、バスは小型バスが４台だけでした。父は事業を拡大していきたかったのです
が、志し半ばで他界し、母親は借金をしたくないので、そのままの運営を続けました。バスはどんどん古
くなり、故障したりしましたが、古くなるばかりで不具合も出て来る中、バス会社も増え、
ジリ貧な状態に
なりました。
引き継いだ時、そんな状態で売り上げも少ないし、正直、非常に迷いました。
ＬＰガスも需要が少なく
なり、お客様が地元ではなかったので、何かあった時にすぐ行けず安全性に欠けるので、売却しました。
その売却益で初めての中型バスを購入しました。
母親がいなくなって新しく始めるようになるのですが、
なんとか今までつぶれずにやって来れておりま
す。
常々、一番重要だなと思うのは、企業理念にも掲げているように、お客様の満足度を追求していこう
ということです。会社の定期的なミーティングがあるのですが、みんなで唱和しています。唱和するだけ
だと、思いもなく唱和するので、時折少し指導を入れながら今に至っています。
バス会社がどんな活動、
どんな取り組みをしているのかというと、運輸安全マネジメント、
ＰＤＣＡサ
ービスという、安全に関する計画作成、実行、
チェック、改善、
ということを行なっています。
セーフティマークというハートマークがあり、三ツ星取得を目指しています。
運輸安全マネジメントとセーフティマーク取得は必須の課題です。
昨今問題になっているのは、
ドライバの健康管理です。運転中に意識を失ったとか心筋梗塞になっ
たとか、
よくニュースになっています。社員さんに健康診断を受けさすだけでは駄目です。健康管理指
導も定期的に行なわなければなりません。それをしていないと定期的に監査が来て、違反していると何
ヶ月間、バス１０台停止ですよ、
というような取締りを受けます。
うちは年に２回の健康診断と、無呼吸症候群（ＳＡＳ）のスクリーニングを２年に１度、脳ドックも２年に
１度行なっています。
ドライバーに健康管理ノートを１人１冊ずつ会社で作っているので、今日、参考までにお持ちしました。
まだ始めたばかりなので成果は出ておりませんが、少なからずドライバーの中では今まで以上に健康に
注意する気運が高まったのではないかと思っております。
もう１つは働き方改革です。残業時間や休暇日数なのですが、お客様ありきの仕事なので難しいで
す。バスが出発する時、帰って来る時、必ず事務所にいなければなりません。
うちはタイムカードではなくて、パソコンの勤怠アプリで管理しています。これは重宝しています。残
業や休暇の申請の仕方ですが、時間を自分でマネジメントできるようになってほしいので、
うちは必ず
事前申請です。そう指導してから、かれこれ２年になります。
直近の課題は、人が増えることによっての、指導教育です。
どうしたら社員が同じ方向、ベクトルに進
んで目標を達成できるか、
というところです。ロータリーには先輩方が大勢いらっしゃいますので、いろ
いろご教授いただければなと思う今日この頃であります。
ご清聴ありがとうございました。

閉会の言葉

梶会員、貴重なお話しをありがとうございました。
これで例会を閉会いたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前
荒井会長
石原会員
梶会員

メッセージ
梶会員、卓話ありがとうございました。
誕生祝い ありがとうございました。
卓話やらせていただきました。ありがとうございます。
昨年末に３人目の孫が産れました。
小池会員
我孫子ＧＣの月例杯で優勝をしました。
佐藤雅教会員 寒風の毎日です。
鈴木会員 小池さん月例優勝おめでとう！！
関根会員 お誕生日プレゼントありがとうございます。
寺井会員 卓話ありがとうございます。
日暮会員 ありがとうございました。
藤本会員 梶さん卓話ありがとうございます。
村越会員 星野市長へのご支援ありがとうございました。
当 日 計
今期累計

荒井会長

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１６,０００円
１８９,６５０円

今週の表紙「水生植物園」千葉県我孫子市高野山新田130番地
毎年5月になると薄紫色の藤棚が見事な植物園です。2012年までは毎年6月にあやめまつりが開催されて
いました。2013年の夏は一面ひまわりの花が咲き誇りました。
手賀沼のほとり、親水広場に隣接しています。周辺には手賀沼遊歩道、鳥の博物館、山階鳥類研究所等があ
り、ウォーキングやサイクリングの途中にも立ち寄れます。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

