
【年次総会】
ただ今より、年次総会を開催いたします。総会に

先立ち、定足数の確認を阿萬幹事にお願いいたし
ます。阿萬幹事が定足数（会員数43名出席29名）
充足の確認を行いました。よって本年次総会は有
効に成立しております。
クラブ細則第3条および内規第1項(1)(2)(3)(4)

に基づき、先週の例会で2017～18年度役員・理事
および会計監査候補を指名し、会員の皆様に公表
いたしました。クラブ細則第6条第1節により、本日
の年次総会にて、次年度の役員および理事の選挙
を行うよう定められています。

これより候補者名を申し上げ、ご承認を諮りたい
と思います。
【役員】

小柳 智裕 （選挙済）、北砂 彰彦（選挙済）
入江 公敏、鈴木 洋子、高橋 政勝、野口 宏

【理事】
阿萬 正巳、長谷川 清、板垣 克浩、辻 彰彦、
石川 達男

【会計監査】 伊藤 英夫、横澤 創
以上の方々でございます。次年度、役員・理事

および会計監査のそれぞれの候補者に対し、賛成
の方は拍手をお願いいたします。
絶対多数の拍手があったものと見なしますが、

いかがでしょうか。特に異議はないものと見なしま
す。過半数以上の賛成により当選と見なされます。
各候補者につきましては、本年次総会に於いて、

全員が当選いたしました。それでは、小柳会長エレ
クトよりご挨拶をお願いいたします。

①次週12月8日は、11日の移動例会の為、振替休
会となりますので、お気を付け下さい。

②15日はクラブ協議会があります。半期報告を行
いますが、会員の皆様ににお願いがあります。各
委員長に於かれましては、活動計画書に記載さ
れているものは、既に発表されておりますので、
当初の計画と変更になったものや、実際に行っ
た事業活動についての問題点、感想などがあれ
ば発表をお願いします。会員の皆様には、参加さ
れた事業活動についての問題点、感想などがあ
れば手を挙げて頂きたいと思います。尚、クラブ
活動計画書をお持ちください。
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【 本日のプログラム 】 12月11日 移動例会 「交通事故撲滅大作戦」 大和自動車学校
【 次回予告 】 12月15日 第5回クラブ協議会 「半期を終えて」 半期報告

【 第1834例会 】 平成28年12月1日（木） 【 司会SAA 】 辻 彰彦 君
【 斉唱 】 「君が代」 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 野口 宏 君

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

43名 31名 81.58% 89.19% 10名 古郡、原嶋、引田、池澤、石川（達）、岸、苗加

会長の時間 入江 公敏 会長
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幹事報告 阿萬 正巳 幹事



【お祝いの方々】

親睦活動委員会 藤田 方己 副委員長

会員誕生日 岸 幸博 君 12月5日
配偶者誕生日 岸 君子 夫人 12月3日
結婚記念日 長野 俊八 君 12月14日
創業記念日 荒井 純寿 君 12月6日

松崎 正実 君 12月10日
入会記念日 長谷川 清 君 12月1日

松崎 正実 君 12月3日
郡司 守 君 12月8日

新村 千成 君

新村千成と申しま
す。生まれは鹿児島県
加治木町で、3歳の時
に大和市に越してきま
した。小、中、高と地元
の学校を卒業し、大学
受験に合格しましたが、
もう少し良い大学に
行けるのではと、欲が
出まして一年浪人しました。

その間、父が経営しておりました運送会社で人手
不足もあり、アルバイトをしながら勉強と思っており
ましたが、横道にそれてしまい、翌年の受験に失敗
し現在に至っております。因みに小中高12年間皆
勤賞を頂き、誰よりも元気に学校に通い、誰よりも
学んだはずでしたが、このようなお粗末な結果とな
りました。

まず、入会のきっかけですが、数年前に一度、神
作社長からお誘いを受けましたが、悩んだ末にお
断りさせて頂きました。今回も神作社長から熱心に
お誘い頂き、悩みましたが実はお断りさせて頂き、
後日、神作社長に大和の居酒屋に呼ばれまして、
入江会長はじめ多くのロータリーの先輩方とご一
緒にお酒を飲む機会に恵まれまして、半ば強引に
決心せざるを得ない状況となりまして、この度、新た
に入会させて頂く運びとなりました。会社の事を考
えると、不安も多く悩みましたが、今は入会させて
頂き本当に感謝しております。

私は、小中高と野球をしておりました。小学校で
はリトルリーグというクラブチームに所属しており、一
学年先輩には、東海大相模の門間監督が一緒で、
その代の先輩方は優秀で多くの方が甲子園に出
場されました。私はというと中学時代に私のトンネ

ルで負け、勝った相手のチームが全国で準優勝を
果たすと言う大失態をおかし、多くの仲間の野球
人生の歯車を狂わし、今でも後悔の念に荷まれて
おります。ちなみに準優勝した相手のチームから3
選手が甲子園に出場を果たしまたが、我々の仲間
のは大半が高校の途中で野球を辞めております。
高校3年間の成績は、ベスト8が1回、ベスト16が2
回、ベスト32が1回とまずまずの成績を収める事が
できました。ポジションはピッチャーとショートをして
おりました。
現在は、高校時代の仲間と草野球をしており、昨

年は神奈川県でベスト4でした。それを導いた監督
がまさに私でございます。現在も全国大会を目指し
活動中です。

小中高時は熱血監督が多く、毎日叩かれ、蹴飛
ばされながら過ごしたおかげで、忍耐強くそして良
くも悪くも大変打たれ強くなりました。
余談ですが、高校時代の同級生は、監督から右

のストレートをもらい、前歯2本が無くなりました。鼓
膜が破れる人多数、鼻血を出す人多数、救急車で
運ばれる人多数おりましたが、練習中に倒れると練
習が止まり楽になるので、皆喜んでおりました。我々
の時代はまだこういった指導が許されており、毎日
学校に行くのが嫌でしたが、12年間皆勤賞でした。
殴られる人は決まっており、残念な事にそのメンバー
の一人が私でした。当時を振り返ると期待の表れ
で、甲子園に本気で行くんだと強い思いが監督に
あったのだと思います。
こういった事が毎日続き、練習にも行かずにさぼ

る事が多くなり、高校3年時はレギュラーを外され、
悔しい思いをしましたが、当時の先生が、野球のレ
ギュラーになれなかった人は、これが全てではなく
「人生のレギュラー」を目指して頑張れとエールをく
れた事を忘れずに、現在も活動しております。人生
においてはまだまだ補欠であります。最後はコツコツ
と努力を続けられる人が勝つのだと、身を持って知
りました。今でも一生懸命に打ち込まず、逃げたこ
とを後悔しておりますが、高校3年間で学んだもの
が、人生の礎になっていると思います。
私の家族は、妻と高校生の娘が2人、中学生の

息子が1人おり、難しい年頃ですが、最高に可愛い
子ども達で、宝物です。
妻とは、中学、高校の同級生で同じ学校を卒業

し、26歳の時に結婚しました。結婚式の2週間前に
妻の兄が亡くなる不幸な出来事がありましたが、
妻の両親から、式は挙げて欲しいと言って頂き、迷
いもありましたが、無事に結婚することができました。
妻の両親には大変感謝しております。

長女は18歳で、大学受験を目指し奮闘中です。
二女は16歳で、高校の演劇部に所属し、毎日自宅
で踊っております。唯一の男の子は14歳です。二人
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の姉がおしゃべりで、また反抗期も重なり、寡黙で
一人暗くなっております。現在中学の野球部に所
属し、ピッチャーをしておりますが、怪我なく長く続
けてくれれば良いと思います。今は、3人の子ども達
の活躍する姿を見に行くことが、最高の楽しみです。

私は父の経営していた運送会社を引き継ぎ、2代
目として（有）新和通商の代表取締役を務めており
す。アルバイトから正社員となり、ドライバーから倉庫
の商品管理、配車、営業まで全てを行い現在に至っ
ております。
弊社の事業は主に輸送事業を中心とし、人材派

遣事業、産業廃棄物収集運搬、古物商、遺品整理
事業を行っております。
輸送については、食品、雑貨、衣料品、医薬品、

家庭紙など生活に関連した商材から建築資材、自
動車部品等様々な商材を県内中心に輸送を行っ
ております。全国への輸配送は、インターネットを活
用した物流インフラを整備し、各地方から上がって
くる車両の帰り便等を活用して輸配送を行っており
ます。
最近は遺品整理事業を開始し、お年寄りの終活

のお手伝いと、お亡くなりになられた方のお部屋
の片づけや遺品の分別作業等を、遺族に変わり執
り行います。まだ始めたばかりで、依頼数は少ない
ですが、地域社会への貢献事業として、地域No.1を
目指し活動中です。

営業所は、大和市と千葉県花見川区にあり、横
浜に出張所と綾瀬に車庫を併設した事務所を構え
ております。
我々トラック運送業は国内貨物の90％を担って

おり、世に中にあるものすべてを我々仲間が必ずと
言ってよいほど運んでおります。例会場にあるもの
全て、我々運送事業者が何らかの形で関わってお
ります。
今は、何でも揃っている事が当たり前であり、そ

の当たり前を支えているのが物流業者です。その
陰では、多くの物流事業者が日中夜間問わず輸送
を行っています。我々業界がクローズアップされる
ことはほとんどありませんが、東日本大震災や熊本
地震等災害時に一番最初に危険を顧みずに活動
するのは我々運送事業者です。食料品、水、薬、トイ
レ等多くの生活関連物資を輸送し、いち早く救援
に向かいます。このような活動をしている時に運送
事業を少し理解して頂ける事もありますが、日常生
活でも物流が社会的な大きな役割を果たしている
事を認知して頂けるように発信し、物流業の社会的
な地位向上や重要性を広めていきたいと考えてお
ります。
現在の業界は、少子高齢化によって多くの会社

で運転手不足となっており、大変深刻な状況です。
人材確保が出来ず倒産する企業も既に出始めて

おり、トラック販売事態も1年待ちの状況が続き、人、
車両とも不足状態が現実です。今後は恒常的にこ
の状況が続き、益々厳しい経営環境になっていく
ことが予想されています。
一方で、高速バスの事故やトラックの重大事故

を発端に、コンプライアンスの徹底で多く監査が行
われ、守れない事業者は市場からの撤退を余儀な
くされております。
その中でも、顧客満足度の向上や従業員満足

度を高め、安全で質の高いサービスを継続的、安
定的に提供する事が、我々運送事業者の責務と考
えております。
今後、確実に事業者数、トラック台数、ドライバー

数は減少傾向になります。その中でいかにお客様
や社会から必要とされる物流サービスを提供出来
るかが、最大の課題となっており、クリアーしなけれ
ばならない課題も山積みしておりますが、一つ一つ
着実に実行できるよう取り組んでいきたいです。
私が入社した当時はバブルがはじけ、経済が停

滞し始めた頃でした。私はドライバーとして、コンビニ
エンスストアーやスーパーへの配送を行い、物流の
基礎を学ぶ事ができました。その後、商品管理や配
車業務、営業等を経験し現在に至っております。
営業については、年間600件位のお客様を訪問

させて頂き、多くの取引先を開拓する事ができまし
た。現在の取引先のほとんどが、自ら営業した取引
先となっております。
当時の会社は社員数百十名、車両数百台弱稼

働しておりましたが、景気が後退した中、旧態依然
とした経営をしていた為、累積赤字を繰り返し大変
な状況になっておりました。取引先の倒産や従業
員の大量退職、不正が横行し、会社とは名ばかり
で、手の付けようのない状態が続いていました。資
金はショートしかけて、家庭の金は底をつきといった
事が続き、何度もダメかなと思うようなことがあり
ました。
高校時代のように逃げたら後悔すると思い、や

れる事は何でもやろうと決心し、まず原価計算を行
い、不採算路線の撤退、遊休資産の売却、車庫の
統廃合、入出金サイトの変更、給与改定を行い、同
時に営業拡販のための顧客の開拓を行い、徹底
的なコスト削減を行い、「入るを計って出るを制す」
を実践した事で、何とか今日をむかえることが出来
ております。
当時は無我夢中でがむしゃらに色々な事に取り

組みました。改革にあたり、失うものも多くありまし
たが、振り返ると得られた事の方が多かったのでは
と感じております。そういった過去があり、今日の自
分があると思い、全ての過去を肯定し感謝しており
ます。
私の趣味ですが、今まで野球をやってきましたが、
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少し体にこたえる様になり、最近ゴルフを始めまし
た。健康維持の為、ランニングも始めましたが、2、3
日走ったら膝が痛くなり断念しました。ゴルフはまだ
ルールも分からず、ボールもどこへ飛んでいくのか
の状態ですが、目標は100を切りたいと思います。
今まで休みも少なかったので、時間ができたら、全
国の温泉を回ってみたいと思います。

私は社長に就任して9年目ですが、多くの方に支
えられ事業を続けることが出来ました。お蔭様で就
任以来厳しい環境の中ではありますが、増収を継
続しており、順調に推移しております。
私もこのロータリークラブに入会させて頂き、多く

の先輩方から学び得て、自己研鑽を積んで社会の
役に立てるようしっかり取り組んでいきたいと思って
おります。勉強不足でご迷惑をお掛けする事もある
かと思いますが、これからもよろしくお願い致します。

竹野 国敏 君

9月に入会させて頂
き、やっと3ヵ月が経
過した次第でござい
ます。

そんな小童が諸先
輩方の前でお話をすると言うことで、大変緊張して
おります。また、人前でお話をする機会もございま
せんので、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、そ
の時は先輩方の大きな心で受け止めて頂けたら幸
いでございます。どうぞ宜しくお願いします。

それではまず最初に、我が社の紹介をさせて頂き
ます。相模原市南区に本店を置きます（株）ヴィレッ
ジと申します。最寄駅は小田急相模原でございま
す。

私どもは携帯電話の販売代理店をしておりまし
て、大和市には駅の近くの中央通りにauショップと
ソフトバンクショップ、鶴間にソフトバンクショップと合
計3店舗運営させて頂いております。それ以外では、
神奈川県を中心にドコモショップ、auショップ、ソフト
バンクショップ、ワイモバイルショップを合計25店舗
運営しております。

私が所属しているのは、法人様の携帯電話や、イ
ンターネット回線、各種ソリューション等の通信にか
かわるトータルの提案やアフターフォローをする部署
におります。携帯電話関係でお困りごとや不明な
点等ございましたら、お気軽にお声掛け頂けます
様、お願い申し上げます。

私が携帯電話の業界に身を置いたのが、今から
18年前でございます。18年前と今の携帯電話を比
べるとものすごく進化をしております。また今後も進
化のスピードは増々あがって行きます。今日は携帯
電話の歴史と今後携帯電話についてお話しさせて
頂きます。
①5G・第５世代移動体通信「世界に先駆け」2020

年東京オリンピックに向けて実現へ
（詳細につきましては事務局にあります）

貴重なお時間をありがとうございました。これか
らもご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申
し上げます。
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入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事
長野さん、ご子息のご結婚おめでとうございます。

新村さん、竹野さん本日のイニシエーションスピーチ宜
しくお願い致します。本日は、年次総会です。皆さん宜
しくお願い致します。
横澤 創 君

小栁さん、北砂さん、いよいよ本日より本格的な次
年度の準備が始まりますね。ご成功をお祈りいたしま
す。
荒井 純寿 君

創業記念日を祝って戴き、ありがとうございます。当
行は12/6で創業92周年となります。
長谷川 清 君

入会記念日のお祝いをありがとうございます。
川名 惠美子 君

岸幸博様、お誕生日おめでとうございます。
新村 千成 君

本日はイニシエーションスピーチを担当させて頂きま
す。皆さん宜しくお願いします。

北砂 明彦 君
本日のイニシエーションスピーチ、新村さん、竹野さん、

宜しくお願い致します。楽しみにしておりました。
石川 健次 君、橋本 日吉 君
竹野会員、新村会員、本日のイニシエーションスピー

チ楽しみにしております。ロータリーも少しずつ慣れてき
て、これからのご活躍を期待いたします。
野口 宏 君
私の誕生日、家内の誕生日、会社の創業日、11月

はお祝いでいっぱいです。ありがとうございます。
玉川 雄 君
長野さん、息子さんご結婚おめでとうございます。

ニュースで流れるなんて凄いですね。
松崎 正実 君
①長野さん、博君のご結婚おめでとうございます。
②創業記念日と入会記念日のお祝いありがとうござ
います。

藤田 方己 君
本日、事務局よりバッヂ代を頂きましたので、皆様の

お幸せのために。

スマイルボックス 小栁 智裕 委員長 本日 \28,000 累計 \356，103


