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第３０３２回例会 ２０１６年１月１４日

週報第３０３２号

の時にやる様になり、そのまま就職をしました。その後
８年間レントオール小田原で働き、27 歳の時に社内移
動でレントオール平塚の店長として初めて平塚の地を踏
む事になりました。その当時の平塚店は売上も少なく、
行政関係の仕事もほとんどやって無い状況だったので改
革が必要でした。そこで自ら３年計画を経てました。１

本日の卓話者ご紹介

有限会社レントオール

代表取締役

グランドホテル神奈中

嶋 田 政 光 会員

年目で顔を覚えて貰い、２年目で見積りを書かせて貰い、
３年目で確実に受注する。毎日飛び込み営業を行い、お
金を頂けるなら何の仕事でもやって来ました。
その頃、社内でいろいろな動きが有り、当時のグルー
プ会社だったセブンイレブン５社、レントオール３社を
分社化する形になりました。それに伴い 29 歳 10 ヵ月
の年に独立をさせて頂く事になりました。32 歳の時に
宮の前から四之宮に移転をし、現在に至っております。
今でもグループ会社の会長で㈱マルエイ商事の社長で

入会記念卓話
有限会社レントオール
皆さんこんにちは。昨年の９月に入会しました㈲レン
トオール平塚の嶋田と申します。今後ともよろしくお願
い致します。この度は、入会記念卓話のお話しを頂きま

もある岡田会長には、いろいろな面でアドバイスを頂い
ております。現在は小田原北ロータリークラブに在籍を
しております。ちなみに岡田会長は二市八町で初めてセ
ブンイレブンを開業された人でもあります。
次に平塚商工会議所青年部のお話しをさせて頂きま

してありがとうございます。私の自己紹介と商工会議所青
年部の活動についてお話しをさせて頂きたいと思います。
昭和 45 年３月 3 日、３人兄弟の末っ子として松田町
で産まれました。両親は二人とも長野県出身で私が産ま
れる頃に神奈川県に引っ越してきたらしいです。現在は
南足柄市の壗下という所に住んでおります。
子供の頃から活発で体を動かす事が大好きだった事も
有り、中学校そして高校時代はバスケットに青春を注い
でおりました。高校３年当時、セブンイレブンでバイト
をしていた事がきっかけで、同じグループ会社としてレ

す。29 歳で独立をさせて頂いたのですが、売上が思っ
たほど上がって行かない状況。どうすれば良いのか考え
知人に相談したところ、商工会議所に行き商工会議所青
年部という団体に入会してみれば？と言われ何も分から
ない状態で商工会議所に行き平成 13 年度の４月に入会
しました。入会した当時は知り合いも居ない自分が人見
知りという事も有り、なかなか馴染めず半年後くらいに
幽霊会員になりました。約２年間の幽霊会員を脱却し平
成 16 年度に理事になりました。その当時に声を掛けて
頂いた小野学先輩をはじめ数名の方には今でも感謝をし

ントオールという仕事もやっているからバイトに行っ
てみなよ！と当時の店長から言われ初めてレントオール
の仕事に携わりました。実際に仕事に行ってみるとコン
サートの会場設営で、何千脚あるか分からない椅子をひ
たすら手運びするという過酷な内容でしたが、何故かそ

ております。
その後、青年部の活動をしていく事で私はどんどんの
めり込んで行きました。年を重ねる毎にいろんな仲間に
出会い、例会及び事業等で関係する各所の皆さんと新た
な交流が出来て、それにより絆が生まれて行く喜びを感

れがすごく楽しくこんな仕事もあるのだと思いました。
その後専門学校に通いながらレントオールの仕事も休み

じていました。平成 22 年度には会長職をやらせて頂い
た事で、さらに人として成長をさせて頂いたと思ってお

代表取締役

＜出席報告＞

嶋

田

政

光

本 日 1月14日 会員数 61名 対象者 58名 出席者 45(42)名 出席率 81.82％
前々回12月24日 会員数 61名 対象者 58名 出席者 47(45)名 出席率 79.66％ MUP 1名 計 48名 修正率 81.36％

ります。その会長年度の時に常盤会長のお口添えで全国
七夕サミットを平塚に誘致し、その事業を我々平塚商工
会議所青年部と平塚青年会議所の当時の理事長の秋山さ
んと一緒に出来た事は大変印象に残る出来事でもありま
した。その後、平成 24 年度に関東ブロックに出向、平

日
場

時：2016 年 1 月 23 日（土） 14 : 00 ～ 17 : 00
所：第一相澤ビル 6 階「会議室」
（但し、人数が多くなった場合にはアイクロス湘南
に移します）
第３回「地区補助金説明会」

成 25 年度に日本ＹＥＧに出向、平成 26 年度に関東ブ
ロックに出向と３年間の出向経験で全国のかけがえの無
い仲間達との交流が今でも続いています。
ＯＢとなった今でも平塚商工会議所青年部に入会して
良かったと心から思っています。中でも小野学先輩と髙
橋建二先輩には、青年部在籍中そしてＯＢとなった今で

日
場

時：2016 年 2 月 9 日（火） 16 : 00 ～ 18 : 00
所：第一相澤ビル 6 階「会議室」
（但し、人数が多くなった場合にはアイクロス湘南
に移します）
＊第 3 回説明会に常盤会長・清水エレクト・高橋建
二幹事・高橋賢二副幹事・三荒奉仕プロジェクト委

も大変お世話になっております。小野先輩には公私にわ
たりいろんな事を教えて頂きました。特に青年部に対す
る熱い想いや経営をする為に必要な人脈や資金の調達に
関してなど、私が人として成長する過程でとても重要な
事を教えて頂きました。さらにほとんど飲みに行った事
が無い私を勉強の為にという事で、日々諸外国のお店に
連れて行って頂き、平塚での大人としての立ち振舞い方
や諸外国の言葉を教えて頂きました。また髙橋建二先輩
には、青年部の会長としての心得を一番近い所で学ばせ

員長が出席します。
◎ RID2780 ローターアクト 第 27 回年次大会
大会ターゲット『開眼～かいげん～』
日 時：２／ 14（日） 13 : 30 ～登録
14: 00 ～ 16 : 45 年次大会
17 : 30 ～ 19 : 00 懇親会
場 所：鎌倉プリンスホテル
登録料：ロータリアン ８，０００円
締 切：１／ 29（金）まで

て頂きました。特に印象に残っている事は、平成 21 年

◎公益社団法人平塚青年会議所

度（髙橋会長年度）の２月に県外交流事業で山形ＹＥＧ
との交流がございました。
その当時、髙橋会長の母君が危篤状態で事業には来ら
れないという中で、早朝のバスの集合時間に来て頂き皆
に一通り声を掛けた後、私に「嶋田頼むぞ！」と渡され
た祝儀袋の重さは、次年度会長に決まっていた私にはと
ても重たく感じながらも会長職に対する髙橋会長の想い
を改めて感じた時でもありました。６年経った今でも鮮
明に頭の中に残っております。
こうした経験を踏まえ私が青年部で培ってきた事は、
目の前にやらなければならない事があるにも関わらず目
を背け行動を起こさないでいるよりも、例え１％でも可
能性が有る限り失敗を恐れず行動した結果は、必ず対価
となり自分自身に戻ってくると信じています。今後もこ
の想いを忘れずにロータリーの活動にも邁進して行きた
いと思います。
最後になりますが、当会への入会を熱心に勧めて頂き
ました湘南ケーブルネットワーク㈱の柏手社長様をはじ
め常盤会長、そして青年部の先輩方々には感謝をしてお
ります。
これからもよろしくお願い致します。

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎『新会員推薦者のための認証プログラム』の表彰です
小泉芳郎会員…菅原喜幸会員のスポンサーとして
（認証レベルはブロンズになりました）
常盤卓嗣会長…瀬尾光俊会員のスポンサーとして
（認証レベルはシルバーになりました）
◎地区補助金説明会開催のご案内（両日とも内容は同じ
です。ご都合で参加下さい）
第２回「地区補助金説明会」
クラブ会報委員会

◎西村裕子

○北本省三

新春賀詞交歓会

時：１／ 28（木）18:30 ～受付
19:00 ～ 20:50 式典・懇親会
場 所：ホテル サンライフガーデン 江陽の間
＊常盤会長・高橋建二幹事が出席します。
日

＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞
＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞
＜ゲスト＞
＜ゲ
ス

１名

桐本美智子

会員

会員 25 名と親睦委員会より

１名
ト＞
米山奨学生 ガンバヤル・ツェルメン君
＊本日テストのため早退しました

＜ビジター＞
＜ビ ジ タ

ー＞

０名

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
２月 ４日（木）→２／７（日） 第８グループ I.M.
テーマ『世界でよいことをしよう』
13:00 ～登録開始
13:25 ～合同例会点鐘
14:00 ～ I.M. 点鐘

１１日（木）
１８日（木）
２５日（木）
３月 ３日（木）

15:15 ～ 17:40
パネルディスカッション他
18:00 ～ 18:55 懇親会
休会（祝日）
卓話予定
卓話予定
職業奉仕委員会・会員健康診断

＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞
平塚西
柏手

茂

1/27 ㈬ 移動例会
粟野

裕

葛西

敬

藤田明嗣

