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手に手つないで
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樋口 正義 氏
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□会長の時間

髙橋 五男

皆さん、こんにちは今日は、
「なんでだろう・
なんでだろう」お笑い芸人「テツ＆トモ」
最近ネタ切れになったのでしょうか、今あん
まりテレビに出ていません、ネ。その「なんで
だろう」から仕事は始まる、クロネコヤマト宅
急便の話です。但し、前社長小倉氏の商売の理
念の話しの事と草水大先輩から言われました。
経済新聞１１月号に宅配シュア５０％が見
えてきた。クロネコヤマト独走。私自身は１２
月に話しをしたかったですが、遅く成りました
が、クロネコヤマトの年末年始の取り扱いもお
歳暮等でグーンと増えるのです。いまでは当た
り前の個人宅配も、少しまえまでは「儲からな
いビジネス」「需要のないサービス」と、どの
運輸会社も見向きもしませんでした。
その当時は日本のベスト 10 にも入らない小
さな零細企業の大和運輸会社でした。それを新
しいサービス、クロネコヤマトの「宅急便」と
して構築したのが、ヤマト運輸の二代目小倉昌

男(まさお)社長でした。父の後を継いでヤマト
運輸の社長に就任した小倉氏は、低迷していた
業績回復のため、「宅急便」の名称で１９７６
年、大阪万博終わって６年後。私が２４歳の時
でしたが、民間初の個人向け小口貨物配送サー
ビスをはじめました。
1979 年、三越事件がおこりました。三越の
社長岡田氏が運送費大幅引き下げを要求に対
して、小倉氏は取引停止を通告した事もある。
両社のシンボルマークに引掛けて三越のシン
ボル、ライオンをクロネコの「猫がライオンを
かみついた」。小倉氏が、誰もが「成功するわ
けがない」と反対した貨物配送サービスに挑戦
した理由は、「デメリットのあるところにビジ
ネスのチャンスがある」と確信していたからだ
と言っています。
開始当所は関東地方だけだったサービスは、
その後、全国に配送網を拡大。ヤマト運輸が売
上高一兆円の大企業に発展する基礎になりま
した。「なぜ個人宅配は儲からないのだろう」
という疑問からすべて始まった経験から、小倉
氏は「(なんでだろう)から仕事は始まる！」で、
宅急便を生み出しました。前例のないことに挑
戦する意味。今は、三代目。木川 眞会長に引
き継がれ、コマーシャルでおなじみの羽田空港
物流拠点を活用してのアジア圏での新たな地
域(国)ヘの宅急便ネットワークを拡充し、皆さ
まの利便性向上を実現に驀進していこうとし
ています。
話は草水会員になりますが草水運送の本社
は都原町にありますが、私の住んでいる都原町
では丸岡ギョーザの配送トラック、製材所の木
材配送トラック、クロネコヤマトのチャター便

など草水運送トラックが頻繁に(ウヨウヨ)走
っています。話を聞きますと「クロネコ」から
相当な請負金額だと聞いています。
今後とも頑
張って下さい。今日は草水先輩から小倉氏の
「理念が大事」を話して欲しいとの事でした。
小倉氏は 2004 年に「なんでだろう」から仕
事は始まる。を講談社から出版されています。
出版されています。
昨年度の 3/31。 売上高 1 兆 4400 億円。
従業員 177.301 名
会長
の時間でした。

□出席報告
47 名
6名
31 名
73.80％

会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率
届出有

1/16
1/22

85.71％
71.43％

届出無

甲斐 河野 藤岡 山下 草水
福本
中村(静) 中山 柳 盛田 和田

ＭＵ有会員
1/２３
都城中央

鳥集 河野 中村（静）

1/25
地区国際奉仕セミナー
ＭＵ無会員
1/16
要ＭＵ会員
1/22

□委員会報告

井福
甲斐
柳
甲斐
山下
盛田

最勝寺 永野 中山 山下
藤岡 吉田 和田 外山
福本 前田 中村（七）
木佐貫 柳

ありませんでした。

□本日のプログラム

□幹事報告

外山 俊明

○大迫ガバナー事務所…
ロータリーレート ２月から 102 円
（現行 102 円）
○日本事務局…ロータリー財団寄付認証ピン
天水 金作会員
マルチプル・ポールハリスフェロー１回目
最勝寺俊昌会員
マルチプル・ポールハリスフェロー３回目
○田中ガバナーエレクト…
国際協議会からはがき
2014-15 年度テーマ
《ロータリーに輝きを》

小俵 武 会員 卓話
別紙に掲載しております。

□ＳAA 報告
別紙に掲載しております。
◎今後のプログラム
２／５
国際奉仕 担当
２／１２
Ｒ情報・健康管理・友愛 担当
2／１９
社会奉仕賞
２／２６
特別休会
1/29
4,000

計
222,600

1,667

54,329

ﾛｰﾀﾘｰ 財団

10,200

289,600

米山奨学会

25,000

205000

教育振興基金

10,000

134000

0

22,000

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

40 周年準備金

雑誌会報・インターネット・広報委員会
吉田
努 ・ 盛田 祐一
藤岡 成学 ・ 中原八重子

今年初！ 登壇！！

ロータリー事務局

制作

天水 金作 会員

（１回目）

最勝寺俊昌 会員

（３回目）

マルティプル・ポール・ハリス・フェロー とは？？
年次寄付の合計で 1,000 ドル以上寄付した人（ポール・ハリス・フェロー）
は、その後 1,000 ドル寄付するごとにマルティプル・ポール・ハリス・フェ
ローになります。

□本日のプログラム

＊プログラム委員会 担当

ロータリー・リーダーシップ研究会
Ｔhe Rotary LeadershipInstitute

『 RLI とは 』

(RLI)

① ＲＬＩの背景
昨今、日本のロータリーの会員数の減少傾向が止まりません。ロータリーに関して、充分
な知識を持たないロータリアンが増え、話合いも出来ず、充分に理解されないまま、ロータ
リーを去って行く人が多いことは、非常に残念なことです。そこで、私達は、本当にロータ
リーを理解し、ロータリアンとして活動するためには、クラブの底辺から、一人一人のロー
タリアンが、自発的に、自覚を持った話し合いをして、本当のロータリーを理解することが
基本的な課題だと考えます。RI の新長期計画の実践目標でも、ロータリー活性化の目標とし
て、クラブの柔軟性と刷新性が強調されています。
② ＲＬＩの目的と意義
私たちがロータリアンとして成長し、充実した活動するためには、ロータリアン一人ひと
りがロータリーを本当に理解し、自発的なモチベーションを高め、コミュニケーションや活
動を活発にして、クラブの活性化につなげて行く必要があります。
すなわち、RLI の目的は、ロータリアンの自主性と卓越した指導性を涵養し、クラブの刷新
性と柔軟性を育て、ロータリーを活性化することです。
③ ＲＬＩの研修のカリキュラム
各セッションのディスカッション・リーダーは、前もって、丸１日掛けてオリエンテーシ
ョン・プログラム（ファシリテーション）の講習を受け、RLI でのリーダーシップの方法
について厳しい訓練を受けます。この研修は RLI の本質を表現する極めて重要な研修です。
各リーダーは、地区の RLI シニア・リーダーや地区ガバナー等によって推薦されます。リ
ーダーを選ぶ場合の選考基準は、議論を引き出す能力、即ち参加者の考えや意見を率直に
引き出して討論し、ファシリテーターとして前向きなパワーを引き出す力を重視します。
＊＊＊ 小俵会員の資料より抜粋 ＊＊＊

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□ＳＡＡ報告
◎ニコニコ箱◎
樋口 正義（都城北ＲＣ）･･･本日は私にとって７９歳の誕生日です。
貴クラブでのＭＵ嬉しく思います。今後ともよろしく。
髙橋 五男･･･１７年皆勤賞を先週頂きました。ありがとうございました。
外山 俊明･･･皆さん明けましておめでとうございます。インフルエンザで
２週連続で欠席しました。申し訳ありません。
◎ロータリー財団◎
船木 修一･･･池田委員長 喜んで!!
◎米山記念奨学会◎
木佐貫鐵蔵･･･委員長様 御苦労様です。
高辺 晃也･･･米山記念奨学会へ
中原八重子･･･米山記念奨学会へ
◎教育振興基金◎
井福 博文･･･委員長さん 御苦労様です。
脇丸 孝和･･･教育振興基金へ。

樋口さん、メークアップ
いつもありがとうござい
ます(*^_^*)

