
                         

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第２５回 通算 519 回 

2018 年 12月 16日（水）18:30～20:30  

「 株式会社マツモトについて 」 

株式会社マツモト 代表取締役 松本卓真 氏 

 

「会長の時間」   

会長 大谷 和年    

 

 

1 月は職業奉仕月間です。 

「ガバナー月信 1 月号」のガバナーメッセ

ージで職業奉仕のことを述べられていますの

で、一部を紹介します。 

職業奉仕とその他の奉仕は一対のものだと

思っています。奉仕とは一般的に世のため人

のために尽くすことです。それは相手のため

であり自分のためではありません。しかし、

それらの奉仕活動を行うためには、時間と資

金が必要です。時間と資金を作るためにはご

自分の仕事〓職業が順調でなければなりませ

ん。職業が順調となるためには、職場で高い

倫理基準を推進することが必要です。 

事業や専門職務のリーダーであるロータリ

アンは、職場や地域社会において模範を示し、

高い倫理基準を推進することのできる立場に

あります。ロータリアンは次のような方法で

倫理を実践し、奨励できます。 

 

●従業員の雇用、研修、指導において、誠

意、責任、公平さ、尊重について説明し、

その重要性を強調する。 

●仕事仲間による模範的な行動を称え、奨

励する。 

●顧客、業者、仕事仲間と接する際は、高

い倫理基準を遂行し、思いやりと熟慮を持

って行動する。 

●ビジネスや組織において、社会的・環境

的に責任ある慣行を推進する。 

（RI リソース：職業奉仕の手引き：実践し

よう） 

職業を順調にし、得られる利益と時間を使

いさまざまな奉仕プログラムを開発し行う

ことが大事です。 

手続要覧 2016 年度（ｐ6 社会奉仕に関す

る声明）に以下の記載があります。 

 

495th  Program  

司会 SAA 青木謙二 会員            

大谷和年 会長 

開会点鐘／ロータリーソング

「我等の生業」／「四つのテ

スト」唱和／お客様並びに来

訪ロータリアン紹介／昼食／

ゲスト卓話／会長の時間／幹

事報告／各委員会報告／出席

報告／スマイルＢＯＸ報告／

閉会点鐘 

 

 



2 
 

〇社会奉仕プロジェクトを実施するにあたっ

ては、会員の得意とする職業上の能力や趣味

の力を生かすこと。 

〇どのようにささやかであっても、あらゆる

社会奉仕活動が重要であると認識した上で、

地域のニーズを汲み、地域内のクラブの立場

や力量を考慮してプロジェクトを始めること。 

私は毎回唱和している「四つのテスト」はロ

ータリアンの行動方針＝経営方針ともいえる

ものと思っています。前述と合わせて考えて

いきましょう。 

 

「 株式会社マツモトについて 」   代表取締役社長 松本卓真 氏

こういう機会

は、初めてで

大変緊張して

おります。自

分の事を話さ

せて頂きます。

小学 5 年生か

ら高校 1 年ま

で野球をやっていましたが肘を痛めてやめてし

まいました。芝浦工業大学に入学し、岩谷産業

に入社して 2 年間、東京の新橋でサラリーマン

をしました。24 歳のときに弊社に入社し私で３

代目となります。まず会社のロゴを作りホーム

ページを作成しました。経営理念として 1.エネ

ルギーの販売を通してお客様から必要とされる

企業を目指します。2.健全経営に徹し信頼され

る企業を目指します。3.従業員、取引先、お客

様、関わる全ての人の幸福を実現します。社訓

として 1. 挑戦 才能や知識を頼みとするのでは

なく、必ず志を立ててやる気を出し努力する 

2. プロフェッショナル お客様の期待通りでは

平凡。もう一つの行動、気遣いでお客様に感動

を与える 3. 思いやり 誰しも一人では良い仕

事は出来ない。最高のパフォーマンスをするた

めに仲間が何を欲しているかを感じ、手助けし

てあげる を掲げガスの取り扱いを開始、以後

住宅関連工事や不動産事業、健康関連事業を行

うようになりました。東日本大震災時、ガソリ

ン等の燃料が入荷できず、ガソリンスタンドは

お客様で渋滞になりました。小高のガソリンス

タンドは、津波に被害にあいました。6 月にや

っと復旧できました。震災で経験し感じたこと

が友達の有難みでした。避難でバラバラになっ

た時、いくら資格があっても自分ひとりでは何

もできないと。友達、社員がいたから今に繋が

ってるんだと。又、当社としてフィットネスの

取り組みをしています。地域でイキイキと暮ら

せる女性の健康作りと予防医療の推進として行

っています。これから小高区のガソリンスタン

ドを再開します。小高区の復旧・復興の役にた

てればと思います。会社として雇用をうみだし、

街づくりと仲間の輪を広げていきたいと思って

います。 

好きな言葉として 

夢なきものに理想なし 

理想なきもに計画なし 

計画なきもに実行なし 

実行なきもに成功なし 

故に、夢なきもに成功なし 

最後に今でも心に響いてること。「人は生かさ

れている」「世の為、人の為」ということ。自

分一人では何もできないこと。どれだけのひと

が心から自分のお葬式にきてくれるのかを成績

表した人生にしたい 

 

 

 

 

 

＊松本様、貴重なお時間とお話しをありがとう

ございました。 
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PHF・米山功労者授与  

第２５３０地区 平井義郎ガバナ

ーよりポリス・ハリス・フェロ

ーを大谷和年会長が米山功労者

マルチプル第 2 回を宮城住夫会

員が授与されました。 

 

 

リーダシップ研修会終了証書授与  

青田会員が研修会終了証書を授与されました。 

 

 

 

「Lunch time  １分間スピーチ」
三浦宏美 会員

１月 14 日に三重県に住んでいる娘が結婚し

ました。 

震災の年、娘は高校 3 年生で福島市にある福

島学院大学に進学する予定でした。震災の影

響で校舎が一部倒壊し、福島市は放射線量も

高いということで、不運が重なりました。避

難のことも考え、嫁の親戚が三重県桑名市に

住んでいたので、そちらに就職することにな

りました。勤め先は、長嶋観光開発会社で、

温泉、遊園地、ホテル、ゴルフ場などを経営

している大きな会社です。娘は、サービスエ

リアのパーキングで商品の販売をしています。

その勤め先で、相手の方と出会い５年間つき

あいました。相手の方はイルミネーションで

有名な、ななばの里に務めています。その相

手の方の年齢が４０歳で正直驚き、若い子と

結婚して話があうの？と質問したくらいです。

家族婚ということで、宮城県仙台市内で結婚

式を行いました。家族婚なので、緊張するこ

とはないと思っていましたが、言わなくては

いけない事を言い忘れてしまいました。最後

に両親への挨拶があると思い涙をとっておい

たのでしたが、記念品と手紙を渡され挨拶が

なくがっかりした気分もありましたが、無事、

結婚式を終えることができました。 



「幹事報告」    

●2017-18 年度地区要覧が届いています。 

●原町青年会議所より JC プレス広報誌が届いています。 

●ハイライト米山 Vol.225 が取祖いています。 

●原町中央 RC より１月のプログラムが届いています。 

●ロータリー囲碁同好会より「韓国・大邱市での第 20 回 RI 囲碁大会のご案内」が届いています。 

「各委員会報告」   

●社会方針委員長佐久間会員より 12 月の資源ゴミ回収報告がありました。 

●米山奨学会委員長荒明会員より 普通寄付金納入のお願い がありました。 

 

計   ￥5,000.  累計 ￥134,000.  

計 ￥12,000.  累計 ￥123,000.

計 ￥13,368.   累計 ￥305,868. 

青木謙二 1,000 松本さん卓話ありがとう御座意ます。 

荒明健 1,000 松本卓真様卓話ありがとございます。 

大谷和年 1,000 松本様卓話ありがとうございました。 

岡田義則 1,000 松本様、卓話ありがとうございます。 

小澤積 1,000 松本さんご苦労様です 

佐久間岩男 1,000  

野口美佐子 1,000 卓真さんご来訪ありがとうございました 

野地庄蔵 1,000 松本さん、ありがとございます。 

三浦宏美 1,000 卓真社長卓話ありがとうございます。 

宮城住夫 1,000  

 2,368 12 月 19 日クリスマス会残金 
               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数１７名  出席率５９％ 

 

南相馬ロータリークラブ Since.2007      会長：大谷 和年  / 幹事：岡田義則   

例会日 ： 毎水曜日 １２:３０～１３:３０ 

例会場 ： ウエディングパーク 原町フローラ 南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6   

事務局 ： 南相馬市原町区錦町 2 丁目 68-6  

              TEL 0244-23-1268  FAX 0244-26-5935 

HP http://www.minamisoma-rc.org/   E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp 

http://www.minamisoma-rc.org/

