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第 2780 地区

第 8 グループ

平塚湘南ロータリークラブ
◆ロータリーソング 〜奉仕の理想〜
◆４つのテスト・職業宣言【牧石会員】
◆誕生祝い【杉崎会員 原茂美会員】
◆委員会報告【杉崎会員 細野会員】
◆米山奨学金授与【米山奨学生 「于 宏宇」君】
三澤京子様】
◆卓話【地区会員増強維持委員会副委員長

国際ロータリー 本年度テーマ

事務局：〒254-0014 平塚市四之宮 5-8-20
TEL 0463-51-4870 FAX 0463-51-4840
http://www.hiratsuka-shonan-rc.com/
例会場：ホテルサンライフガーデン
例会日：毎週金曜日 12：00〜13：30

◎ロータリーソング 〜奉仕の理想〜
◎4 つのテスト・職業宣言【牧石会員】
◎ 幹事報告 【近藤幹事】
花火大会は皆様お疲れ様でした。とても楽しい一日になったと思います。

本日は嬉しいお知らせで、下田益子さんが正式に会員の手続きが完了いたしました。
９月１日付で入会されましたので、これからよろしくお願いします。

１８日の地区大会は電車で行きますので、平塚駅北口に１０：１０待ち合わせでお
近藤幹事

願いします。次にＩＭの日程変更です。２月１０日平塚プレジールで行われます。
お気を付けください。今日は月初ですので、例会終了後理事役員会を行ないますので、
よろしくお願いします。

◎ 会長挨拶 【三富会長】
前回は働く年数が５０ ~６０年になるとお話ししましたが本日は会社が社員の副業を

認める「副業解禁」のニュースについてお話します。リクルートキャリアの「兼業・
副業に対する企業の意識調査」
（2017 年）によれば、兼業・副業を容認している企
業は 22.6％、推進しているという企業は 0.3％です。副業を認めている企業は、ま
三富会長

だ少数です。

しかし、今後、兼業・副業を容認、さらには奨励する企業は増加していくのではな

いかといわれています。ベンチャー企業ではそうした動きが起こりつつある。EC 事

業を営むエンファクトリーは、「専業禁止」を宣言しており、社員の半数が「復業」
に取り組んでいます。狙いは「人材の自立と育成」でベンチャー企業はそもそも人

材が流動的であり、待遇も一部の例外を除けば大手に劣るところが多く「囲い込み」
が難しいからこそ、副業も推奨したいという思惑があります。
副業奨励が企業にもたらすメリットは 3 つあります。

1 つは停滞した組織や組織にぶら下がっている社員に対する組織と個人の活性化

2 つめは、成果主義を徹底し、社員に任せている仕事や役割と本人の実年齢・勤続年数、
家庭生活、そして雇用を切り離すことによる人件費と役職の抑制。

3 つめは、外でも活躍することのできる人材を見極めることによる「タレント人材の
発掘」です。

副業を敬遠する社員は

□唯一の収入は会社から受け取る給料である。
□転職エージェントとつき合ったことがない。
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□副業のためにすぐ使えそうなスキルがない。

会長挨拶続き

□会社に対する忠誠心は強いと自負している。
□会社の仕事が忙しすぎて他に手が回らない。

一方、副業奨励をチャンスとしてとらえるサラリーマンには以下のような特徴があ
ります。

□いつでもどこでも、誰とでもすぐに仕事を始めることができる。
□特定の組織を離れても、使える人脈をもっている。

□スキルに市場性、汎用性があり、常に更新している。

□複数の収入源をもっている、自分の会社をもっている。

□自分と会社、仕事をつなぐエージェントとは友人としてつき合っている。

日本の企業が「集めた人材に長く働いてもらう」ための施策としてあった（1）終身
雇用制の崩壊し年功序列型賃金も成果主義の導入に伴い、日本企業で課長になれる

のは８人に 1 人、就社した企業から受け取るサラリーではご子息の大学在学中の学
費も払えない社員も増え、副業という働き方が、企業と社員双方にとっての最適か
どうかは現時点では分かりませんが働き方の多様化・シニア時代働き方を考えた場
合、若い時から複数の仕事を経験することは将来役立つのではないかと思います。
最後に社員の「成功」と「失敗」の法則をお伝えして終わります。

成功の法則

①こだわりと素直さを兼ね備え行動している
②アクションが早い

③コツコツと仕事を継続する

④1 日、1 週間、月間の目標を決めて実行している
⑤手間ひまを惜しまない

⑥何のために社員になったか常に確認している
⑦お客さまの立場になって考え、行動する
⑧自社商品・仕事が好き

失敗の法則

①素直じゃない（課題を直視できない）
②基本動作が出来ていない

⇒余裕をもって出社しない、頼まれ事を放置する（遅い）

③何も（目標・習慣）を決めない

④出来ない理由を探したり、何かのせいにする
⑤手間を惜しむ

⇒お話していると「面倒・時間がかかる・効率的」という言葉が多い

⑥心の矢印が自分に向いており、お客様の立場になって考え行動できていない
⑦自分の仕事にウルトラＣがあると思っている

⇒成績の良い社員のスキル・トークややり方を真似れば売れると思っている

⑧自社商品や仕事が心から好きではない

社員の「低迷」脱出のきっかけ
①気にかけてくれる仲間の存在
③素直に仲間から学んだ

⑤上司とのコミュニケーション
高橋会員

②毎日働くリズムを作った
④自分の目標を明確にした
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◎ 誕生祝い
【杉崎会員】

誕生祝有難うございます。今年初めての経験で自宅で
一人で寝ました。一人というのがこんなに寂しいもの
だと感じました。目標として５０周年記念まで頑張り

杉崎会員

ます。

【原茂美会員】

８月３０日で４９歳になりました。４０代最後の一年
を健康に気を付けながら、楽しく過ごしていきたいと
思います。よろしくお願いします。
原茂美会員

原茂美会員

杉崎会員

三富会長

◎ 委員会報告
【友好クラブ

杉崎会員】

先にお知らせいたしました通り今年は高山に行きますので、ホテルの都合上仮予約
をしていますが、２５日までに出欠をお願いします。追加が難しいので、ご承知く
ださい。次年度は黒柳会長の意向により七夕に招待したい旨を高山に伝えたところ
了承されましたので、来年度は７月になります。その時にはよろしくお願いします。

【会計報告

細野会員】

別紙会計報告をご参照下さい。事業年度より２か月以内ということで、本日報告さ
細野会員

せていただきます。見ていただいてお分かりのように奉仕予算が不足してしまうの
で、奉仕予算を捻出するために皆様スマイルのご協力をよろしくお願いします。

◎ 出席報告 【吉田会員】
吉田会員

会員

４１名

出席義務者３９名

出席者３０名

出席率７６．９％

◎スマイル報告【曽我会員】
スマイル

曽我会員

２４名

２８，０００円

◎ 米山奨学金授与
【米山奨学生

亨

宏宇（ウ

コウウ）君】

最近やっていることを報告します。大学院に進学する
ことを決めました。来週の火曜日に進学試験を受けま
す。健康に気を付けるためにジョギングをしています。

亨宏宇君

亨宏宇君

三富会長
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三澤京子様

原プログラム委員長】

三澤京子様のプロフィール

寒川ロータリークラブ

国際ロータリー第 2780 地区、2017 〜 2018 年度会員増強会員維持委員会副委員長
職業分類； 介護老人福祉施設
職業役職； 社会福祉法人 吉祥会 理事長 ・ 寒川ホーム 施設長
【ロータリー歴】
2011 年 6 月、寒川ロータリークラブ入会
2013 年〜 14 年度、同クラブ親睦委員長
2014 年〜 15 年度、同クラブ会計
2015 年〜 2016 年度、地区副幹事、同クラブ副幹事
2016 年〜 2017 年度、地区会員増強会員維持委員会委員、同クラブ幹事
2017 年〜 2018 年度、地区会員増強会員維持委員会副委員長、同クラブ会長エレクト

三澤京子様

２０１７年神奈川県民功労者表彰者 43 人が発表され、寒川町から（福）吉祥会寒

川ホームの三澤京子さん（62）が選ばれた。三澤さんは施設長として 25 年間の功
績が認められ、栄えある受賞となった。

表彰は、団体や地域の活動などを通じて社会福祉、保健衛生、産業・経済、教育・文化、

生活環境などの各分野で長年にわたり活躍し、特に優れた業績を上げた人に贈られ
るもので、県の最高表彰の一つ。
三澤京子様

三富会長

三澤さんは寒川で育ち、管理栄養士として病院に勤務していたが、17 年目のある日、

父親が脳梗塞で倒れ、当時でいう要介護度５の状態になってしまったという。突然

のことだったが、熟慮を重ねた末、農家の父親が使っていた土地を寄付し、そこに
特別養護老人ホームを立て、そこで父親の面倒を見ようと決意。これが寒川ホーム
の始まりだった。

特養をやろうと決意したのは平成３年のこと。そこから行政の協力などを得て平

成５年には開所することができた。介護スタッフの不足に窮する現代の福祉現場と

違って、当時は利用者不足が頭を悩ませていた。「知って頂くだけでも大変だった。
それでも、小学校時代の同級生がおばあちゃんをデイサービスにと誘ってきてくれ

たりして、地元の皆さんの協力で軌道にのった」と当時を振り返る。いまでは高齢
福祉全サービスを提供する施設として営業を続けている。

現代のスタッフ不足というのは、あくまでも全国的な傾向というだけで、寒川ホー

ムは離職率が低く、三澤さんがスタッフに向ける愛情が、そのまま利用者に注がれ
るという好循環を生み出している。管理栄養士出身の施設長というだけに、食事面
でも万全の体制が敷かれている。「開所してから介護保険が始まるなど、激動の時代

を潜り抜けてきた、これもスタッフや地域の皆さんのおかげです」と感謝する。寒
川町社協の評議員や、寒川ロータリークラブに所属するなど、見聞を広げて時代の
推移を見つめ続ける努力も。寒川ホームは進化し続ける。

PDF 資料へのリンクはこちら
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◎スマイル報告 【曽我会員】
地区会員増強副委員長 三澤 京子 様
地区会員増強より宅でお招きいただきありがとうございます。例会場がとても素敵な場所で恵ま
れていらっしゃいますね。平塚湘南ＲＣのメンバーにも恵まれ皆様とともに考えていただける卓
話になりますよう、よろしくお願いします。
第８グループガバナー補佐 常盤 卓嗣 様
本日は地区の会員増強の副委員長の卓話ということを昨日地区新委員長より連絡がありましたの
で、出席させていただきました。勉強させていただきます。
地区会員増強委員 櫻田 敬 様
日は会員増強卓話でお邪魔しました。水越さん会員増強をよろしくお願いします。
平塚北ロータリー会長 根岸 君代 様
三澤さんの増強卓話勉強させていただきます。
三富会長
三澤さん、本日卓話よろしくお願いします。常盤ガバナー補佐平塚湘南ＲＣをよろしくお願いし
ます。
近藤幹事
三澤さん、櫻田さんご苦労様です。本日の卓話よろしくお願いします。
芦川会員
地区増強副委員長、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。また、先週は花火大会、
親睦委員の皆様ご苦労様でした。楽しい一時が過ごせました。
麻生会員
東京ビッグサイトの開発において当社がＮＨＫに放送されました！品物は女性にやさしい低糖質
麺です。
井出会員
９月から社長交代して事業継承のスタートです。常盤ガバナー補佐、三澤さん桜田さんようこそ！
小沢会員
三澤様、本日は宜しくお願い致します。公務員６５才定年に成るようです。自営の我々としては
さらに長生きして、もっと働かなければいけないのでしょうか？
川内会員
本日は新人研修を行っていただきました。ありがとうございました。又、市民相談会は介護分野
で頑張ります。
黒柳会員
先日の花火大会、親睦委員会の皆さんお疲れ様でした。調理人の牧石さん、清水さん大森さん、
特に大変だったと思います。特に特に原親睦委員長お疲れ様でした。
小泉会員
本日は防災の日ですね。地震・雷・火事・親父が災いの種です。親父をどのように防災するのでしょ
うか？ここにも親父がたくさんいますがね、、、、、
佐藤会員
昨日、サッカーワールドカップロシア大会への出場を決めた、日本代表チームジョホールバルの
歓喜より２０年、６大会連続の出場はとてもうれしいです。
ゲストの皆様ようこそ。卓話楽しみです。
真道会員
常盤ガバナー補佐、増強の三澤さん、櫻田さんよくいらっしゃいました。よろしくお願いします。
関口会員
花火大会、皆様アセダクでご苦労様でした。三澤様会員増強卓話よろしくお願いします。
曽我会員
教育委員長の長谷川さんから新人教育を受けました。大変丁寧な説明でよーく分かりました。有
難うございます。みかんマルシェＴＶに出ます。８：５５〜ＴＶ神奈川のあっぱれ神奈川大行進
見てネ！
高橋会員
三澤様本日の卓話楽しみにしています。よろしくお願いします。
野崎会員
今年の夏はニューヨーク、シカゴと行ってきました。気候も良く特にシカゴダウンタウンの豪快
な摩天楼ビル群には驚かされました。そして、話題のトランプホテルのバーでも一杯やってきま
した。
長谷川会員 三澤様本日の卓話よろしくお願いします。
原 ( 康 ) 会員 花火大会、多数ご参加有難うございました。おかげをもちまして無事終了することが出来ました。
改めて御礼申し上げます。
古木会員
花火大会、暑くて死にそうでした。
細野会員
本日、会計報告させていただきます。
牧石会員
最近驚いたこと、女房のおばさん９４歳で骨折して都市を感じたそうです。俺のお袋九十一歳８
月に骨折して同じく年を感じたと言っていました。ロータリーの皆さん、年だと思うことをもっ
と早く感じましょう！骨折減ります。
水越会員
今日の卓話、三澤様よろしくお願いします。

