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会長 井上 英幸 

私の年度もあと 2 ヶ月余りとなり、非常に心寂しく

思っている今日この頃でございます。 

回数を重ねるごとに例会で何をお話しようかと悩

むことが多くなりました。 

本日は私の信条といいますか･･･商売を始めるきっ

かけとなり、商売をやっていく上において”核”にな

った方のお話をさせていただきます。 

一人は私が 23 歳の時に知り合いました、現セイコ

ーマートのトップの赤尾さんという方でした。商売

のを後継すると決めた時に「これからの時代は個人

の店はもうだめだ。何か大きな組織の中で生きてい

く道を考えたらどうだろう！」と言われました。そ

の時、スパーと言うチェーンに入りました。30 歳

の時に全てをセブンイレブンの店に変えたのです

が、私にとっての二人目のキーマンになった人が現

セブンイレブンの鈴木敏文会長であります。この方

から商売のイロハというものを教えていただきま

した。どういうことかと申しますと「余計なことに

手を出すな。小売人なんだから小売人の道で行け。」

とかく業績が上がり儲かると不動産に手を出して

みたり、多角化ということに走りがちになるそうで

ございます。私はそんな能力はありませんでしたか

ら、すんなりとお話を聞くことができました。「小

売をやる上において幹を太くしたり、枝葉をつける

ことはいいけれど、それ以外の幹を立てることはや

めなさい」と教わりました。 

このお二人のお話から 30 数年、私は今まで商売を

続けてこれました。 

もう一つ、これは私の信条でございますが、「いろ

んなことに常に興味を持ちながら、その中からきっ

かけ、気付きをもらいながらそれを商売に生かして

いこう、自分の生きていくうえに生かしていこう」

と心がけてきたつもりです。そんなことを何か簡単

な言葉で言い表せないかものかと常々思っており

ました。 

 

 

先日、和田さんと飲みながらこの話をしたところ、

和田さんは四文字熟語で良いことを言ってくださ

いました。「眼光紙背」紙の裏まで見通すほどの鋭

い生き方という意味だそうです。簡単に言うと道路

を車で走っていると右に池がありました。池にポン

と波紋が立った。何も感じないで通り過ぎる人、波

紋が立ったと感じることも無く通り過ぎることで

しょう。私としてはあちこち目配りしながら気配り

しながら、商売にとって、人生にとってプラスにな

るのではと、生きてきたつもりです。 

「眼光紙背に徹す」という言葉で私に教えてくださ

った和田さん、私の人生にとって三番目の師匠にな

ってくださるのかと眼光が開いたような気持ちに

なりました。 

今日は、これから「ふれあい農園」の現地に参りま

す。「なぜロータリーが畑仕事なのか？何ができる

か分からない我々に？」と疑問を持っている方もい

らっしゃるかも知れません。今年度はフードマイレ

ージのお話もさせていただきました。地産地消のお

話もさせていただきました。我々の知らないことが

イッパイあろうかと思います。ちょっと体験するこ

とで新たに気づくこと感じること考えることがあ

るのではないかと思います。皆様と一緒に活動でき

ることも含めて農園作業にご理解をいただき楽し

んでいただきたく思います。農園作業のスタートで

す。よろしくお願いいたします。 

 

 

例会出席状況 （2009年4月28日）  

会員数  38名  

会員出席者数  26名  

欠席者数（内：無断欠席） 12（4）名  

出席率 （前回例会）  68.42（89.47）％ 

ゲスト・ビジター出席者数 0名  

出席者数総計  26名  
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幹事報告 幹事 武田 伸也 

本日のプログラム 

各委員会報告 

ニコニコ BOX

 会員選挙です。井上会長、高塚エレクトの推薦に

より㈲東亜珈琲館の鈴木英範氏（代表取締役）を

本日付で選挙に入りますので、宜しくお願い致し

ます。 

 千歳ローターアクトクラブ新旧役員会のご案内

です。5 月 11 日（月）午後 6 時 30 分より千歳

平安閣にて行われます。新旧の会長、副会長、幹

事、関係委員が出席致します。 

 第 2510 地区ローターアクトクラブ地区大会の

ご案内です。6 月 20 日（土）札幌にて開催され

ます。関係委員が出席予定です。 

 第 7、第 12 グループ合同Ｉ･Ｍの決算が、本日

の理事会にて承認されました。、滞りなくすべて

のＩ･Ｍ事業が終了しました。 

 白老 RC 創立 30 周年記念式典が 6 月 20 日（土）

に開催されます。入口直前会長、今井副会長が出

席です。 

 社会福祉協議会より理事推薦の依頼が届いてい

ます。理事会にて、坂井治会員を推薦しました。 

 恵庭 RC 創立 40 周年記念式典の開催日の連絡で

す。2010 年 6 月 5 日開催であります。 

 米山記念館運営資金としてクラブより寄付させ

ていただき、記念館よりお礼状が届きました。 

 支笏湖復興の森実行委員会より千歳セントラル

RC、長泉 RC 両クラブに「森の復興に多大な貢

献を！」という内容の感謝状をいただきました。 

 メーキャップ事業の案内 

 5 月 16 日（土）「長沼国際交流フェステバル」 

正午 12 時に日航ホテルに集合。フェスティバル

出席後、長沼温泉で会食。参加費 3,400 円（交

通費込）。参加希望者は幹事まで。 

 6 月 7 日（日）「アイドリングストップ運動啓発」   

その他、各自が自由に植えましょう！とフリースペ

ースも用意されております。来月 12 日には早朝 

例会で 8:00 よりメンバーで作業に当たりたいと思

います。宜しくお願い致します。 

午前 11 時にポスフール西玄関前に集合。千歳ロ

ーターアクトクラブと合同事業。 

 6 月 14 日（日）「ふれあい農園早朝作業」  

午前 8 時に現地集合。千歳ローターアクトクラ

ブと合同事業 

 

 

 

ガバナー補佐 羽芝 涼一 

「長沼国際交流フェステバルには、第 7 グループこ

ぞって参加しよう！」と、初心表明しております。

次年度の高塚年度には交換留学生を連れて参加し

たく思います。皆さまのたくさんの参加をよろしく

お願いいたします。 

 

会員増強･維持委員会 委員長 入口 博美 

6 月 2 日は、会員増強委員会の担当例会です。新し

く入会された 7 名の方に、会員卓話をお願いします。

ロータリーに入会しどうだったか？良かったこと、

悪かったことなどいろいろお話ください。よろしく

お願いいたします。 

 

親睦活動委員会 副委員長 加藤 正志 

5 月 19 日夜間例会です。昼間はパークゴルフを予

定しております。 

 

 

ニコニコ箱 副委員長 長手 英記 

 手島和枝会員：親睦ゴルフ大会では、ハンディに

恵まれて優勝しました。アリガトーございました。

 佐々木俊英会員：安全意識の大切さを呼びかけま

した。記事が民報に掲載されました。 

 柏田欣也会員：交通安全協会より学校表彰を受け

ました。 

 彦坂忠人会員：最近欠席がちでゴメンナサイ！ 

 

 

 

「ふれあい農園：現地視察」 

担当 ふれあい農園実行委員会 委員長 今井 章夫 

メンバーで現地視察です。 

土地は 300 坪を、清水会員に貸して頂きました。

基本的な耕作は清水会員にお願いします。 

とうもろこし、かぼちゃ、ジャガイモ、枝豆を計画

しております。 
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