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HIRATSUKA RC テーマ
：ロータリー活動を楽しもう
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BE THE INSPIRATION

１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
会長 : 杉山 昌行

副会長 : 鳥山 優子

2019 年 5 月 16 日

幹事：木村 義広

第 3206 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3206 号

5 月 16 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 43(42) 名

出席率 72.88 %

前々回

4 月 25 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 36(36) 名

出席率 63.16 %

入会（平成 30 年 4 月 5 日入会）記念卓話
合同会社 オフィス石井
石井 允三幸会員

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

5名

計

41

名

修正率

日

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

71.93 %

⑵取引先の多くは、倒産の危険性も十分有った会社、経営
者のパートナーとして一緒に改善してきた先。独立後紹介
を受けた先５社以外はいずれも５年以上のつき合い。
現在の業績は、利益10億以上計上先2社、1億以上2社、
まだ赤字計上5社を除き利益は計上。
⑶仕事の仕方は、
基本は訪問です。
業績確認しながらLine、
メールで連絡取りながら常時経営者の相談を受け、一緒
に問題解決に取り組んでいます。
相談事項の殆どは、経営上の重要事項です。
業種限定なし。依頼があれば何でもする。
その為に士業と
のネットワークは十分あります。
会社、社長、組織に合った改善策、改善方法を策定し実行
していただきます。
当然ながら私の仕事には、社長教育、マネージャー育成も
含まれるケースもあります。

卓話

「起業の経緯、業務内容、仕事の仕方等」
合同会社 オフィス石井
石井 允三幸

5.会社の再生、改善をやってきて思うこと
⑴課題・問題点がない会社はありません。
改善するには、解決策を長期・短期に分け、出来るだけ
具体的な行動計画を策定し
（但し実行しなければ意味が
ないので、
改善事項は絞り込んで）
それを実行し、
継続する。
それだけです。
一度始めたら修正は可ですが、
改善途中
やめてはいけません。

1.小学校低学年まで
3月生まれで体が弱く、通信簿も1と2しかなくいじめられ
っ子でした。小学校三年生までは運動会も参加出来ず見
学です。
どもりで舌が回らず、人前で話をすることが全くで
きなかった。

⑵どのような会社でも、仕事も改善も人がやるのです。
人も育てるには、同じ事を辛抱と忍耐で何度も言う必要
があります。嫌になると思いますが、継続するしかありま
せん。中小企業は人材不足です。人の育成は大事ですが
一番難しいと思います。

2.横浜銀行退任後、神奈川県中小企業再生支援協議会へ
リーマンショック後、中小企業がバタバタ倒れていた時期
かつ金融円滑化法施行前で中小企業は条件変更も難しい
時に再生支援協議会統括責任者に就任。
中小企業が、銀行や専門家・行政の相談窓口からの紹介
で協議会に殺到し6年間で400社の再生を手掛けた。

⑶時代の変化も激しく、加えて景気は良くありません。
会社の経営も難しくなっています。後継者や管理職の育成
も含めてパーフェクトな経営者はあまりいません。
努力されている方も多く、努力勉強で解決できることも
多いと思います。
それでも難しい時は、外部の人間に確認
するのも一つの方法だと思います。

3.協議会退任し、経営コンサルタントとして独立
独立当時は、関内に事務所をセットアップし4人でスター
ト。独立後2年経過し法人化、諸事情勘案し2017年8月に
事務所を自宅に移転し、一人で活動中。
4.業務内容・仕事の仕方
⑴クライアントは現在21社。
内訳は銀行時代からの先9社、
協議会からの先7社。独立後、税理士・弁護士・銀行からの
紹介先5社。

S 49/ 3
S 54/ 3
S 54/ 4
H 21/ 3
H 21/ 4
H 27/ 3
H 29/ 5

卓話者経歴

平塚江南高校卒
一橋大学商学部卒
横浜銀行入行
横浜銀行退任(最終ポスト…常務執行役員東京支店長)
再生支援協議会 統括責任者
同退任 独立
合同会社 オフィス石井設立 代表役員
現在に至る

平塚ロータリークラブ 週報 3206 号
幹事報告
◎第1回インターアクト委員会が開催されます。
日時：5月18日
（土） 13:00より
場所：アイクロス湘南6階
青山次年度インターアクト委員長が出席されます。

“巣箱づくり教室”報告

( 江藤博一社会奉仕委員長 )

去る 4 月 27 日、第 46 回平塚市緑化まつりが平塚総合
公園にて開催されました。当クラブでは恒例となっておりま
す【巣箱作り】と【麻薬撲滅キャンペーン】を行う為に参
加をさせて頂きました。また【END POLIO NOW 】のキャン
ペーンものぼり旗を立て、平塚学園のインターアクトの生徒
の皆さんにご協力頂き併せて開催をさせて頂きました。

◎平塚西ロータリークラブより
「オープン例会」のお知らせです。
今回は大和中ロータリークラブより後藤定毅パストガバ
ナーをお迎えします。
後藤パストガバナーはRI規程審議会の代表議員を務めら
れました。
次年度は地区諮問委員会、
姉妹地区委員会でご
活躍されます。今回はロータリー歴の浅い会員向け、
また
はご入会を希望されている方に
「ロータリーを楽しむこと」
をテーマにお話されるそうです。
日時：5月29日(水) 12:00〜13:30 （点鐘12:00）
場所：カルチャーボンズ4階
お申し込みは当クラブ事務局までお願いいたします。
ビジター費は2,500円です。
◎6月6日(木)に下期情報集会の報告会が開催されます。
各グループ幹事より集会のご案内が行っているかと思い
ます。皆さんの親睦を兼ねて多くのご意見を交わして頂き
たいです。
今回のテーマは「来年度のロータリーライフをより楽しく
するためには！」
です。

当日は朝から気温も低く、冷たい雨が降ったり止んだり
の状況で大変不安を感じる状況でしたが、9 時 30 分に皆
さんに集合頂き、まずは【巣箱作り】の準備に入りました。
スタート時間の 10 時には曇りの状況ではありましたが、雨
も止んでおり、人気のコンテンツのひとつである【巣箱作
り】が始まるのを待っていてくれている様で、以前に巣箱を
作り四十雀が入ったよという方が来場されキットを数個購
入してくれ、また息子さんを連れた親子連れの方が巣箱作
りにトライして頂ける等、幸先の良いスタートが切れたな！
と思っていたところで雨が降り出しました。雨は止む事無く
更に強くなり、各ブースを展開されている他の団体の皆さ
んもテントの中に避難している状況。そのうちに来場者も
居なくなり総合公園全体がいつもの活気が無く、閑散とし
た寂しい状況となってしまいました。

・親睦委員会 山口紀之副委員長
5月23日に行う家族例会ですが、ＮＴＴ前の集合時間を
10：00から10：30に変更となりました。
また、首相官邸の
見学では、身分証明書（免許証等）が必要となります。
お忘れ無きように準備をお願いいたします。

当クラブのメンバーの皆さんにもテントの中で避難しな
がら雨が止むのを待ってもらっている状況でしたが、11 時
過ぎには有志の方を何名か残し解散する状況となりました。
その後は更に雨が強くなり、残ってくれた有志の方にも解
散して頂きました。雨対策はテントを余分に借りるしかな
く、予算との兼ね合いがあり、次年度に向けた課題となり
ました。

・七夕飾りへのご協力 升水一義会員
７月５日〜７日に開催される湘南ひらつか七夕まつりに
例年のように平塚ＲＣの飾りを出して参加したいと考え
ています。場所は、東横インのところに会員の手作りの飾
りを掲出し、ＲＣ活動の周知をしたいと思います。近々に
協賛のご案内をさせていただきます。１口5,000円で2口
以上の協賛をお願いいたします。

キットも濡れてしまい、来年どこまで再度使えるか？という
中で、メンバーの皆さんにご協力を頂き、43,500 円の売上
をあげる事ができました。
また【麻薬撲滅キャンペーン】ではのぼり旗を本部テン
トにたて、リーフレットを来場している皆様に配布し、啓蒙
活動をさせて頂く予定でしたが、雨で極端に来場者が少な
く、300 枚準備したリーフレットをほとんど配る事が出来ま
せんでした。
今回の【巣箱作り】【麻薬撲滅キャンペーン】で社会奉
仕委員会の目的でもある地域青少年の健全育成という大き
な目的を達成する事が出来きましたとは大きな声で言う事
は出来ませんが、存在感は示す事が出来たと思います。
平塚クラブの皆様は勿論、ご協力頂いた全ての方に改め
て感謝申し上げます。ありがとうございました。
クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

委員会報告

メークアップ（MUP)

5名

青山紀美代、常盤卓嗣、平井敬規、三荒弘道、米山俊二会員
本日のスマイル

19名

ゲスト

0名

ビジター

0名

卓話・行事予定
5月30日
（木） 卓話：自衛隊 神奈川地方協力本部
本部長１等海佐 兼本貢祐 様
現在ございません

市内例会変更
○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

