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会長卓話 

 

小宮山 大介 会長 

皆様こんにちは。コロナウイルスが世界で深刻化し

てきました。昨日には感染拡大を防ぐため、政府は対

策の基本方針を公表しました。風邪の症状がある場

合は休暇取得、イベント開催は要否の検討を求めて

います。ただ判断基準に明確さを欠き経営者の皆様

も、対応に苦慮されているのではないでしょうか？

我々のロータリークラブでも、先週 IM を開催した地

区は懇親会だけは中止したそうです。当クラブの

近々の規模の大きいイベントとしては、3/10 に越谷ク

ラブ中クラブとの合同例会が控えています。昨夜の会

長幹事会では、それの開催要否を審議いたしまし

た。 

世間では、今週末の東京マラソンはかなり早いうち

に、一般参加者は不参加という事で決定しています。

そしてＪリーグでは一定期間の公式戦中止、スポーツ

界では中止、延期、無観客試合など様々な策が議論
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されています。ただ同時に経済に与える影響も懸念

されています。クラブメンバーでも海外との取引の為、

仕事が止まっている等の話が聞こえています。また昨

夜の会長幹事会後、何故か上りの電車に乗り、そし

て二次会後、某N会長と共に遅い電車で帰路につき

ました。しかし電車はとても空いていました。たぶん飲

食業、その他多くの業界でかなりの痛手を被っている

のではないでしょうか。 

最後に、昨日の朝は週明けという事で、神保町の

オフィスに時差通勤してみました。通常は 7時半頃の

電車に乗りますが、満員電車を避けるため、9 時過ぎ

にしてみました。ところが…いつもと変わらぬ満員電

車。考える事は皆一緒。皆、時差通勤していたようで

す。ただオフィス街は人が少なく、どうやら会社に行く

人、行かなくていい人で二極化しているのではと感じ

ました。 

コロナウイルスに感染せぬ様、しっかり予防を頂き、

来週の例会でお会いしましょう！ 

 

幹事報告 

 

関 雄二郎 副幹事 

皆さま、こんにちは。お客様ようこそ。本日もよろしく

お願いいたします。それでは幹事報告いたします。 

（地区より） 

・2020 年度地区研修・協議会のご案内が来ており

ます。日時は 4 月 17 日（金）大宮ソニックシテイにて

10 時 20 分点鐘 16 時までとなっております。次年度

の地区役員、クラブ役員の皆様が対象となりますので、

ご出席よろしくお願いいたします。 

・第 3750 地区訪韓中止のお知らせが来ておりま

す。3 月 28 日～4 月 2 日のインターアクト交流事業

は、新型コロナウイルス拡散に伴い生徒の安全を考

慮いたしまして中止となりました。 

（クラブより） 

・第 2530 地区（福島県福島市）復興フォーラム実

行委員会様より 3月 22日（日）の復興フォーラムへの

参加のお願いが会長あてに来ております。当クラブと

友好クラブの浪江ロータリークラブ締結に至る経緯や

復興に関する奉仕活動等のスピーチを小宮山会長

にご依頼ありました。 

・昨日の会長幹事会より、4 月 3 日に予定しており

ます、IM 記念エンドポリオチャリテイーゴルフ開催に

ついて、新型コロナウイルスの拡散による安全を考慮

し会員の皆様の参加状況を鑑みて開催内容を検討

することとなりました。 

・昨日、3 クラブ合同例会の打ち合わせにおいて、

新型コロナウイルスの状況を考え、会長幹事全員、開

催の中止となることで決定いたしました。 

・本日、事務局杉山さん、伊丹さんの給与をお支

払いいたしました。 

以上幹事報告でした。 

 

お客様挨拶 

 

春日部南 RC 伊澤 秀雄 様 

皆様こんにちは。私も何回かこちらにお伺いさせて

頂いたのですが、今日は久しぶりに会える方がいて
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大変うれしく思っております。本日は次年度会長の三

藤がまだ他のクラブに行ったことがないとのことなの

で、連れてきました。 

 

春日部南 RC 三藤 俊也 様 

皆様こんにちは。次年度会長を拝命致します三藤

と申します。何分ロータリー歴が 3年少しと短いため、

春日部のグループから出た事がありません。本日は

初めて、お隣である越谷北 RCにお邪魔させて頂い

ております。 

また、本日は春日部南 RC として支援しております

タイ山岳民族の里親制度のパンフレットをポストの方

に入れさせて頂けたらなと思いお邪魔させて頂きまし

た。お隣のクラブとして、今後共よろしくお願いしま

す。 

 

米山記念奨学生 アワンドゥ ドリス アウィンノ 様 

皆さんこんにちは。大学院に合格して安心しました

が、これから住居やビザの更新等ありましてすごく忙

しいです。残り1か月ですが、皆様と楽しく過ごしたい

です。これからもよろしくお願いします。 

 

外部卓話 

 

一般社団法人 自己承認力コンサルタント協会 

理事 尾形 さくら 様 

「ほめて・認める人材育成で結果を出す戦術」 

尾形さくら様には、経営者向けに自己承認力を通

した人材育成の方法というテーマで卓話を頂きまし

た。 
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中高年に多いタイプです。自分が正しいと思い込

み、感情がコントロール出来ません。自分に自信があ

る人は自慢話をする必要がありません。 

この方が管理職になると、部下を怒鳴ってしまい退

職に追い込みます。 

「根性がない」「この仕事向いていない」と言ってしま

い、本来育つはずの方々がメンタル不全になり、辞め

て行きます。 

 

 

若年層に多いです。周りに気を遣える良い子。 

しかし、自分の意見を言わなかったり、人に流されや

すく発想力も乏しい傾向にあります。自信がないタイ

プです。「自分なんて・・・」「すみません」「そんなこと

ないです」 

 

「ピンチはチャンス！」「明るく行こうぜ」「なんとかな

るさ」と思っているタイプです。 

しかし、他者の気持ちを汲んで行動が出来ないタイ

プでもあります。思ったことを口にするので、人望が得

にくく、自分ではうまく振る舞っているつもりでも、人が

ついてこない傾向にあります。結果的に自分に自信

がなくなり、ひそかに悩んでいることも。 
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NG：ワード 

「落ち込んでも仕方ないだろう！」 

「仕事だからそんなことあるだろう」 

「ずっと落ち込んじゃって時間の無駄でしょ」 

自分がそうして切り替えて、乗り越えてきた方は特に

注意です。 

 

 

 

 

現在は、頑張れば頑張るほど給料が上がるような

時代ではありません。しかし、人からの「いいね！」と

いう承認欲しさにお金を出す若者が多いです。 

仕事で相手に達成感を与えるには「承認」すること。

「助かった！君がいてくれてよかったよ！」と、承認を

ぜひトップの方からより一層浸透をなさってみてくださ

い。 

 

 

 近くの会員同士でお互いを褒め合うワークがありま

した。大変盛り上がっています。 

 

 各会員が与えられたテーマについて話し合ってい

ました。 

 

 髙会員とドリスもテーマについて話し合っています。 
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 伊澤様と三藤様もお互いを褒め合っていました。 

 

 大濱幹事と松﨑副会長の会話は止まりません。 

 

従業員に対する接し方など、沢山の課題を抱える

経営者にとって大変勉強になった事に加え、ワーク

が入る事で盛り上がった卓話となりました。 

尾形さくら様、ありがとうございました。 

 

   

・今日はメーキャップ伺いました。懐かしい方が多く、

大変うれしく思っております。勉強させて頂きます。 

伊澤 秀雄 様 

・春日部グループから出た事がなく、今日はとてもい

い経験をさせて頂きました。お隣同士、今後も協力

し、2770地区の発展に寄与して行きたいと思って

おります。御指導よろしくお願い致します。 

三藤 俊也 様 

・尾形様、先週に引き続きありがとうございます。今日

はよろしくお願いします。伊澤様、三藤様ようこそ。 

小宮山大介 

・お客様ようこそ。本日もよろしくお願いします。 

大濱裕広 

・新型コロナウイルスの影響は色々なところで発生し

ています。手洗い、うがいはしっかりと。 

関森初義 

・お客様ようこそいらっしゃいませ。尾形様、卓話よろ

しくお願いします。 

松﨑義一 須賀篤史 

・3月7~8日に予定されていた「越谷梅林公園梅まつ

り」が、コロナウイルス対策のため中止となりました。お

客様、いらっしゃいませ。 

鈴木英男 

・休会が続きますが、宜しくお願い致します。 

髙瑠美子 

・今こそ、世界平和を祈る！ 

堀野眞孝 

・本日も宜しくお願い致します。 

伊藤純 

 

 

出席報告 

会員数           46名 

出席免除者欠席      6名 

出席者           26名 

欠席者           20名 

出席率         65.0 % 

 


