★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13
★例

会：第1・第3・第5

会 長

木曜日

TEL/FAX：0463-36-2255

12:30～13:30

石山 智司

大磯プリンスホテル

会長エレクト

斎藤 好正

第２４８０回
■司会:瀬戸 亨一
◇プログラム ・10月10日：休会
◇出席報告

例

会

■点鐘：石山 智司

例会

出席率

幹 事 桜川 誠
令和元年１０月３日 №８

・10月20日：地区大会

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(３名 )

２４８０回 16(15)

１２

80.00％

－

２４７８回 16(14)

１０

71.43％

１

◇合唱：君が代・奉仕の理想

FAX：0463-61-6281

■合唱：君が代・奉仕の理想

・10月17日：ゲストスピーカー

会員数 出席数

TEL：0463-61-1111

－

原、太田、田中さん

78.57％ ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(１名 ) 大藤さん

◇おめでとうございます
結婚記念日祝：守屋紀忠さん (10/3)

◇出席報告

百瀬恵美子委員

今朝綺麗なお花が届きました。有り難うございま
した。50回目です
＝ 会場どよめき”わー金婚式”(^_^)
おめでとうございます!!!。

歳も80才になります。
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◇会長報告

石山智司会長

2．会報2479回
3．米山奨学事業豆辞典
4．10月20日地区大会パンフレット
5．大磯宿場まつり報告書

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

1．9月22日の大磯宿場まつりでは、前日の

河本親秀委員

設営作

業から当日暑い中、皆様のご協力を頂きまして真に
有り難うございました。
2．10月20日の地区大会参加よろしくお願いします。
3．例会後ダイニングで理事会を開きますのでよろ
しくお願いします。

◇幹事報告

・石山智司さん： 宿場まつり出席の皆様有り難うご

桜川誠幹事

ざいました。お疲れ様でした。
守屋さん結婚記念日おめでとうございます。布川さ
んイニシエーションスピーチ楽しみにしております。
地区大会出席よろしくお願い致します。
・百瀬恵美子さん： 守屋さん結婚記念日おめでとう
ございます。
布川史明さんイニシエーションスピーチ楽しみです､
よろしくお願い致します。
・井上浩吉さん： 守屋さん結婚記念日おめでとうご
ざいます。
宿場まつりお疲れ様でした。
・新宅文雄さん： 布川さんイニシエーションスピー
チ楽しみにしています。

回

守屋さん結婚記念日おめでとうございます。

覧

1．青少年交換学生募集のお知らせ

石山年度は凄いですね青少年交換の応募者が2名も

2．新規交換留学生受入支援金のお願い：会員一人

あるとは。

当たり3,000円。

・守屋紀忠さん： お祝いの花有り難うございました。

3．公共イメージ・奉仕プロジェクト合同セミナー

・瀬戸亨一さん： 守屋さん結婚記念日おめでとうご

のお知らせ:申込締切10月21日

ざいます。

4．10月のロータリーレート＝108円

・鈴木美乃さん： 守屋さんご結婚記念日おめでとう

5．ガバナー補佐から：ガバナー月信に載せる写真

ございます。

の応募依頼

・河本親秀さん： 宿場まつりトイレットペーパーつ

6．インターアクト年次大会登録のお願い：

かみ取り、お菓子のつかみ取り、大盛会でおめでと

7．Rotarian誌

うございます。

8．米山月間資料

守屋さん結婚記念日おめでとうございます。

配布物

布川さんイニシエーションスピーチ楽しみです。

1．ロータリーの友
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☆宿場まつり収支報告

費

瀬戸亨一さん

用：

☆河本親秀さん：

理事役員でメールをお持ちの皆さんにはお知らせし

宿場まつり協賛金：30,000円

たのですが、今週 青少年交換学生受験申し込みが2

ヘリュウムガス：

32,292円

件有りました。 一人は 高麗にお住まいの森田実和さ

風船：

15,432円

ん =藤沢の聖園（みその）女子学園(カソリック系)

昼食代：

10,000円

高等部1年生、先生から薦められたとのことで、既

お菓子代：

10,262円

に申請書が来ています。もう一人は 東小磯にお住ま

合計：

97,986円

いの池田光輝（みつき） さん､裾野市にある不二聖

他にトイレットペーパーを石山会長より寄付頂いて

心女学院=（ミッションスクール)

います。

中学部3年生です。インターネットで知ったようで

募金額：

す。申請書は15日までに事務局に着くようお願いし

38,703円

☆新宅奉仕活動委員長：

てあります。＝応募資格は来年7月海外へ出発する
時点で高校生であることですので二人とも資格があ
ります＝。
先ずこのお二人をクラブで推薦するか否かを決め
ます。このための面接を会長、幹事、理事、青少年
関係委員＋地区青少年交換委員等で行い合否を決め、
会長、幹事、ガバナー補佐の署名入り推薦書をガバ
ナー事務所に送付、11月9日筆記試験、10日に両親
と面接試験をガバナー、地区青少年交換委員等で行
い合否を決定します。
合格するとクラブはスポンサーとしてカウンセラ
ーに付くことになります。女生徒ですので、 百瀬さ
ん＋鈴木さん でお願いできたらと思っています。

奉仕活動の責任者でありながらどうしても宿場まつ

クラブの面接を17日(木)の例会後の14時に森田さ

りに出席出来ず誠に申し訳ありませんでした。成功

ん、14時30分に池田さんにお母さんと一緒にお出で

おめでとうございます。石山会長には私には思いも

頂くことになっていますので、よろしくお願いしま

つかない皆を一致協力させる力/人柄がお有りで、

す。
原卓さん に久しぶりにメールをしましたら､近況

それが成功の元と感服しています。
今日皆さんにチャリティコンサートのチケットを

を含めた返信を頂きましたので、披露致します。

買って頂きまして、有り難うございました。ファッ

「メールありがとうございました。

クスを流させて頂きまして一番早く反応頂いたのが

参加も返事もできず申し訳ございません。

星槎の宮澤さんでした。

税理士会がなかなか抜けられず、現在、経理部長

皆様有り難うございました。御礼申し上げます。

という立場で支部の資金管理や人事関係の職務を担
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岐に渡るが、その中でも一番得意としていたのは宴

っております。
仕事も整理がつかず相変わらずの生活をしており

会営業だったこと。企業の周年行事や社長就任披露
パーティー、顧客招待会やインセンティブ、忘年会

ます。

などその目的はたくさんあります。

お声がけうれしく思っております。

この仕事をしていて良かったと思うのは、様々な

また、参加させて頂きたいとは常々思っておりま

業種・立場のお客様と会話ができること。国会議員、

すので、その際は何卒宜しくお願い致します。
原

卓」

企業の社長、病院の教授、芸能人、その中でも一番
お世話になったのはお亡くなりになった、当時中日
ドラゴンズの監督だった星野仙一さんだった。私も

◇ イニシエーションスピーチ
布川

史明さん

球団営業担当者として3回殴られましたが、ユニフ
ォームを脱ぐと侠気があり、それでいてとても優し
い、テレビの

画面からは想像がつきにくいでしょ

うが、本当に素敵な方でした。
・17年の営業生活の中で良い経験をさせてもらえた
のは、4ヶ月間ハワイのプリンスホテルで仕事をさ
せてもらう機会があったこと。 2001年同時多発テロ
があった時で、朝起きてテレビをつけたら飛行機が
ビルに突っ込む映像が流れていて、映画と勘違い
をしてしまったくらいの衝撃を覚えている。
その当時はハワイのロータリークラブの会合の打
合せもさせてもらったこともあった。一番身にしみ
たのは国民性による考え方の違い。具体的に、テロ
など危険な状態
歴史ある大磯ロータリークラブに入会させていた
だき、本日このようなイニシエーションスピーチと
いう機会をいただけたことについて感謝致します。
自己紹介
・1969年1月9日生まれ50歳出身は東京都小平市、独
身。瀬戸さんと同級生で同じ1月生まれです。

になると日本人はその危険を避け

てしまうが、欧米の人たちは「自分のライフスタイ
ルを簡単に変えたくない」という意思が強く、ハワ
イの観光客も日本人は当時激減したものの、欧米か
らの旅行客はそれほどの

減少はなかった。

・2008年に初めての異動で本社にいった、6年半勤
務。シティホテルを統括する事業部で2年、本社営
業部で4年半を過ごした。

・学生時代はバスケットボールに打ち込んだ。
・中央大学商学部大学までバスケットボールをして
いた。
就職

ホテル業界を選んだ理由

・お客様と話をするのが好きで、漠然とフロントで
仕事をして将来支配人にでもなれたらいいなという
くらいの感覚でこの業界を選んだ。実際はまったく
違う道を歩むことになる。
・1991年に入社し、赤坂プリンスホテル勤務となっ
たが、わずか2ヶ月で大磯ロングビーチへ出向、ラ
イフガードとして4ヶ月勤務した。ここでの一番の
思い出は10mの飛び込み台から頭から飛び込んだこ
と。
・夏が終わり、赤坂プリンスホテルに戻りそこから
17年営業として勤務した。

・ 2015年1月1日

大磯プリンスホテルの管理支配人

として赴任したが、4ヶ月で箱根・伊豆地区として
異動、事業戦略支配人として約4年勤務し、 2019年4

ホテルの営業とは・・・
宿泊、宴会、レストラン、婚礼など売る商品が多

月1日現職の大磯・鎌倉地区総支配人 として着任、
当社の湘南・箱根・伊豆エリアの事業所は7ホテル
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・2旅館・7ゴルフ場・3園地、合計19の事業所から
構成されていて、今年の春までのこの4年間はほと
んど毎日車でこれら19の事業所を廻る生活だった。
これまでの仕事の中で印象に残っていること
・一番は17年間働き、私自身のホームグラウンドで
もあった赤坂プリンスホテルが営業を終了し、2011
年の東日本大震災の際に被災者の避難所として無償
で提供したこと。
座右の銘 など高尚なものはないが、仕事をする上で
気にかけていること。
・常に自分の目で見たり、体験してみないと気が済
まない性分のせいか、時間があれば現場を歩いて見
て廻っている。この夏も会議等ない日は大磯ロング
ビーチを1日3周巡回していた。
ロータリークラブに入って思うこと
・ロータリアン初心者のため、現在の愛読書は前回
いただいたこの冊子です。 （新会員

オリエンテー

ション用「今日からロータリアン」）中には「奉仕
の理念」 とありますが、 西武グループも「感謝・奉
仕」を創業の精神 としていたこともあり、共感でき、
私自身がこれからどうやって社会に奉仕していく
のか、考えているところであります。微力ながらで
きることをコツコツやっていきたいなと思っていま
す。みなさま諸先輩がたの教えをいただきながら西
武グループの理念でもある 「地域・社会の発展」に
貢献していきたい と考えております。
ご静聴ありがとうございました。
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