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今後の予定 

    6月 ロータリー親睦活動月間 

6月 14日（月）   休会（定款第 7条第 1節） 

6月 21日（月）   卓話 会長挨拶  「一年間を振り返って」 

6月 28日（月）   卓話 会長・幹事 「今年度の振り返り」 

 

 

6 月第 1 回例会プログラム 

R3.6.7（月）12:30～ 於：京成ホテル 4F 例会場 

１． 開会点鐘 

２． 国歌斉唱 

３． ロータリーソング斉唱 

４． ビジターゲスト紹介 

５． 会長の時間 

６． 委員会報告 

７． 幹事報告 

８． 卓話  次年度会長 

９． 閉会点鐘 

 

 

 

 

 

 

卓話 平山 哲也 会員 

 

こんにちは。東部燃焼株式会社の平山です。 

昨年 11 月にイニシエーション・スピーチを話してから 6 ヶ月が経 

ちましたが、世の中は新型コロナウイルスが変異型として進化して 

流行を続けています。各地でワクチン接種が始まり、これから収束 

にむけて動いていくと思いますが、いち早く収束を願っています。 

さて、私はといいますと、今年の 3 月にプルデンシャル生命保 

険(株)を退職しました。どの業種においても新型コロナウイルスの 

影響はありますが、保険業界も大変でした。そして今年 4 月から 

東部燃焼株式会社の経営企画取締役部長として就任しました。東部 

燃焼の社会人野球チーム「東部ライオンズ」で岡田会員との交流が 

始まり、野球部の繋がりがなければ、水戸さくらロータリークラブ 

にも入っていなかったと思います。今日もこのような機会をいただいたことに感謝しています。 

そこで今日は、私の教えに営業は自慢であるという言葉がありますので、弊社についてお話していきますので、

お付き合いください。 

弊社は昭和 44 年 11 月 14 日に創業し、今年で創立 51 年目の会社となります。本社は水戸市東赤塚でして、

赤塚駅北口から水戸駅方面に線路沿いを車で 4 分程度走った場所に構えています。今年 5 月 13 日には首都圏事

業所としてひたち野うしく駅近くにオープンしました。茨城県内にとどまらず、千葉や埼玉にもスピーディに対

応するため開所しました。 

弊社は総合建設の会社です。住宅・店舗のリフォーム工事はもとより、新築から増・改築工事まで幅広く対応し、

住宅・店舗のことなら何でもお受けできます。本日お配りした会社案内に施工事例が載っています。まずはおう

ちのお困りごとを何でもご相談ください。スピーディかつ誠実に取り組ませていただきます。 

また弊社では地元スポーツチームのスポンサーをしています。これは地域経済の発展を目指す経営理念があり 

 

※例会にはマスク着用のご協力をお願いします。                                           

※お弁当を持ち帰る方は、事前に出席委員会までご連絡ください。 

※ZOOMは例会開始 10分前より接続可能です。ミーティング IDは 

“ 5420633206 ”です。 

※ZOOMで参加される方は、12時 30分までに接続をお願いします。 

※例会が始まってからの接続は出来ませんのでご注意ください。 

 

 

ロータリーの目的 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨

励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励するこ

とにある。 

第１：知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 

第２：職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値

あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の

職業を高潔なものとすること。 

第３：ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会

生活において、日々、奉仕の理念を実践すること。 

第４：奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通

じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 
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まして、スポーツの力を応援しています。会社案内の後ろに掲載していますが、茨城ロボッツ、水戸ホーリーホ

ック、茨城アストロプラネッツの 3 球団を応援している会社はそうないと思います。茨城ロボッツも先日 B1 に

昇格しましたので、来シーズンは NBA でも活躍した有名選手が水戸に来ますので、多くのファンが集まり、地

域が活性するのを楽しみにしています。 

また、初めにお話ししましたが、弊社にも「東部ライオンズ」という社会人野球チームがあります。西武ライ

オンズが毎年参拝する埼玉の箭弓稲荷神社に参拝してきました。昨日からは水戸市のナイター大会が始まりまし

て、今週日曜日には初戦を迎えます。弊社の野球部はとても強く、筑波銀行の野球部とも対戦して勝っており、

常陽銀行とも練習試合を申込されるほど注目されています。ナイター大会前回王者として今大会に出場しますの

で、もちろん 2 大会連続で優勝旗を持ち帰ってきます。水戸市総合運動公園 4 面球場で 6 月 6 日日曜日 19 時か

ら試合がありますので、みなさんもぜひ観戦にいらしてください。 

ところで、みなさんは茨城新聞をご覧になりますでしょうか。先日 5 月 27 日茨城新聞朝刊に弊社が勢いのあ

る企業として掲載されました。そこにも書いてある通り、弊社の従業員の平均年齢は 33.6 歳です。若手の人材

育成に特に力を入れています。毎朝全体朝礼で 1 分間スピーチや読書感想を 1 分間で話したりとみんなの前で話

す力を身に付けさせています。これは SDGｓの教育に関連つけていて、地域経済を発展させるには若者を育て

ることが重要ですので、社員教育には特に力を入れています。 

こうした動きが、茨城新聞社やＮＨＫの耳に届いてか、取材して頂き、取り上げていただきました。こうして多

方面から注目が集まっていますので一層取り組んでいます。 

また、毎週水曜日夜 7 時から茨城放送で茨城出身のお笑い芸人すいたんすいこうの番組に出演しています。ぜ

ひご聴取ください。 

最後に、営業は自慢です。弊社の自慢を伝えさせていただきました。お困りごとがありましたらなんでもご相

談ください。以上です。 
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地区大会表彰  

 

  

地区大会表彰 25年 100％出席 荒川会員 の表彰がありました。  

荒川会員、おめでとうございます！ 

 

 

 

 

会長の時間 

 

 阿部会長から、5月 23日に開催された地区大会でのパネルディスカッ 

ション「茨城海岸美化プロジェクト」は大変興味深い内容だった旨、 

ＳＤＧｓの世界の大きな流れの中で、ロータリー活動においても経済的な 

問題に関わる奉仕活動だけでなく、今後は環境問題に関わる奉仕活動にも 

配慮していく必要がある旨のお話しがありました。 

 

 

次年度会長報告 

 

大澤次年度会長から、次年度の地区大会が、2022年 5月 7日(土) 

・8日(日)に変更の旨、日本さくらロータリークラブ合同例会日程が 

2022年 5月 21日(土)になった旨のお話しがありました。 

 

 

 

 

クラブ管理運営委員会報告 

 

 圷クラブ管理運営委員会委員長から、6月 21日（月）の例会終了後に 

クラブ管理運営委員会を開催する旨のお話しがありました。 
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ニコニコ BOX報告 

氏   名 内   容 

島村  宏 
本年度、地区大会に於いて、青木会員がガバナー賞を受賞されました。誠におめでとうござ

います。 

青木  進 

第 2820地区、米山記念奨学生学友会の個人寄付に関する規定に従って寄付をしました。

そのことで第 2820地区の永久学友会会員ということになりました。今後も学友会を支援して

いきたいと思っています。宜しくお願い致します。 

井小萩誠一 
コロナワクチンを 3 日前に接種することが出来ました。2 回目は 6 月 18 日です。終われば

頑張るぞ～！ 

大木 清実 平山会員の卓話楽しみにしています。新天地（職場）でのご活躍をご祈念申し上げます。 

岡田  晃 
平山会員、卓話楽しみにしております。ニコニコＢＯＸ達成に皆様ご協力宜しくお願い致し

ます。 

萩谷 慎一 
この度は仲間に加えて頂けることとなり、本当に有難く光栄に存じます。宜しくご指導を賜り

ますようお願い申し上げます。 

集   計 

5月 31日 6件 合計  29,000円 累計 526,000円 

 

例会出席状況報告 

■5月第 3回（5月 31日）例会出席報告 

在籍 計算会員数 出席 A 訂正前出席率 メークアップ数 B A+B 訂正出席率％ 

24名 24名 20名 83.33％ 1名 21名 87.50％ 

■当日欠席者（敬称略） 

荒川誠司 根本佳典 永井郁夫 鈴木正人 

■ゲスト・ビジター（敬称略） 

萩谷 慎一 新会員候補者 

■会員メークアップ 

名   前 メークアップ先 月   日 該 当 月 日 

荒川 誠司 創立 30周年実行委員会      3 月  1 日 5 月 31 日 

 

 

1991年 10月 28日創立、1991年 11月 13日認証 

■ 会長 阿部 克己   幹事 髙野 義久    ■ 例会日 毎週月曜日 12時 30分 

■ 事務所        （但し毎月末月曜日は 18時 30分より） 

〒310-0021 水戸市南町 2丁目 5-5 常陽銀行本店内   会場  水戸市三の丸 1-4-73 
TEL 029(231)2151、 直通 029 (225)4820、FAX (225)4825            水戸京成ホテル 

会報・雑誌委員長 小林 寛之[ TEL 090 (1559) 7027]     TEL 029(226)3111 ㈹ 

副委員長 永井 郁夫[ TEL 029 (221) 0130 ] 


