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国際ロータリー会長 HOLGER KNAACK             Rotary Opens Opportunities 

      ホルガー クナーク       テーマ  ロータリーは機会の扉を開く 

  ＊例会日  木曜日  １２：３０                 ＊事務所 １０２－００８３ 東京都千代田区麹町３－５ 

  ＊例会場  ホテル  ニュ－ オータニ                                     得水ビル 2階 202号 

  ＊創  立  １９９２年９月１７日（平成４年）       電  話  東京０３（３２６５）８５９７番 

  ＊会  長 大竹章裕   幹事 坂田生子            ＦＡＸ  東京０３（３２６２）５２７９番 

  ＊会報雑誌委員会 委員長/森田建二 副委員長/佐藤香織･吉岡幸志 委員/今井千晶､熊川貴昭､馬渕知子､山口妙子 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１１月５日 第１６回例会（通算１２８０回）  会場：麗の間 

１．出席者 会員   ５７名 

      Zoom参加者 １名 

      ビジター   ３名    計６１名 

  司会        堀内雅史会員 

２．開会の辞・点鐘   大竹章裕会長 

３．国家斉唱 

４．四つのテスト    林ひろみ会員 

  皆様こんにちは。わが社のビジョンは幸せのサポートで、幸せな世界作

り。夢は一人でも多くの人が幸せに生きる世界作りです。今、コロナで

鬱になる人とか、特に７月、８月は女性の方の自殺が増えているという

事をニュースで聞きます。現場では本当に不安で悩んでいる人が多くな

って、コロナでもお客様が多くなっています。私達の運命コンサルタン

トの仕事は、お客様に希望と勇気と自信を差し上げる仕事です。運命学、

手相とか、算命学と言うのは、学問を使ってお客様の心に希望の光を灯

すのが仕事です。この仕事自体が職業奉仕になっていて、とても良い仕事についているなと思います。ご

興味のある方はよろしかったら是非、一緒に勉強致しましょう。それではご唱和願います。 

５．ビジター紹介    久保田優子会員 

６．会長挨拶      大竹章裕会長 

朝晩大分寒くなってきました。今週土曜七日に立冬を迎えます、冷えは万病のもと、十分お気をつけくだ

さい。さて先日うれしいことがありましたので、ご紹介します。 

2580 地区ガバナー事務所より増強について紀尾井町ＲＣを紹介したので、協力してほしいという要請が来

ましたので、神奈川東ＲＣに行って参りました。このクラブは創立 45 年(昭和 51 年)会員数 52名、会場は

横浜駅前のホテルで今期は 2590 地区のガバナーを出しているという堂々たる内容でした。そのような歴史

あるクラブですが、強い危機感を持っており訪れた私は大変温かいもてなしを受けました。 

ちなみに 52名というのは紀尾井町ＲＣでは 2014-2015小島年度の中間点位に当たります。 

私は以下のお話をしました。 

                                                                   

１１/１２ 第１７回例会    麗の間    １１/１９ 第１８回例会予告      麗の間 

         「人を幸せに導くアニマルセラピー」        「作って、送って、医療を支える防護服支援プロジェクト」 

  NPOアニマルセラピー協会・アニマルセラピスト師範                  東京神田ＲＣ 新  健一様 

       大村  敬様      「手相を知って・・・Be Happy」 林ひろみ会員 

                                        

卓話者 垣見裕司会員 



 

結論として「増強委員会だけが頑張っても増えません」「クラブ全体が変われば増える道を歩み始められ

ます」増える道筋のプロセスは３つだけ。１．あるべき姿を決める ２．現状を正確に把握する ３．

ギャップを埋める勇気を持つ「人間形成道場として 100 名となる」→「現実は 44 名単年度赤字」→「えい

やっ！」紀尾井町がこのあとどうなったかは皆さんの方がよくご存じですね。 

訪問後に神奈川東の増強委員長からメールが来ました。そこには「若手の心に火がつきました。口々に自

分たちがまず行動を起こそうと言い出しています」とありました。私たちの事例がお役に立て、本当にう

れしいと思いました。 

翻って考えると我が紀尾井町も 76 名とまだまだ道半ば、歴史あるガバナー輩出クラブの謙虚さにならい足

下を固め改めて日本一のクラブを目指したいと思います。今日の卓話は当クラブ職業奉仕の第一人者であ

る垣見さんです。瓦礫の三陸へ乗り込んだことを代表に改めて奉仕のあり方を伺い、糧としたいと思いま

す。紀尾井町でしあわせを作りましょう。ビーハッピー！以上で会長挨拶を終わります。 

・ロータリー財団表彰  

    ポールハリスフェロー  茨田浩之君、池尾彰彦君、森田建二君、中村ひろみ君、坂田生子君 

                佐藤香織君、髙橋ゆき君、渡邉藍子君 

    ポールハリスフェロー+１ 江口英彦君、江副 碧君、金井繁晴君、小島清治君、宮地勝美君、 

中村俊輔君、大西太一郎君、渡邊俊一君、 

    ポールハリスフェロー+３ 深尾一郎君、手島京子君、新村敏明君、宗田裕司君 

７．幹事報告      坂田生子幹事 

  ①週報、バギオたより、ガバナー月信、卓話資料、配布致します。 

②今月のロータリーレートは 104円です。 

③2023-2024 年度ガバナー（ガバナーノミニーデジグネート）は、栃木一夫さん（東京北ＲＣ）に指名さ

れました。 

④次週（11/12）は、期初、ＩＭの振替として休会としておりましたが、ＩＭが中止となったため、通常例

会を開催致します。お間違いのないよう、宜しくお願い致します。 

⑤本日、例会終了後、第 5回定例理事会を開催致します。役員・理事の方はご出席願います。 

８．委員会報告 

９．ニコニコボックス発表         林 裕人会員 

10．卓話  「いにしえスピーチと私の職業奉仕」 2015-16東京紀尾井町 RC会長   垣見 裕司 

はじめに 自己紹介 

1. 誕生から大学まで 
1959年 2月、三代目垣見佐右衛門の次男として麹町（垣見油化本 

社）を本籍として誕生 

成蹊学園、小中高を経て大学は 理工学部経営工学課で経営シミ

ュレーションを学ぶ 

中学 3 年で、これからはコンピューターだと直感。大学案内で理工

学部経営工学課に決めた。 

上位 1/3 にいれば、大学に行ける。中学と高校は、硬式テニスを本

気＝体育会モードでやる。 

高校 2-3年に東京代表でインターハイ出場。団体優勝、個人ダブルス準優勝、シングル 10位。 

その後、大学生にも関わらず、成蹊中学と高校硬式テニス部の監督に就任。（今役に立つ） 

（３年目のキャプテンは、俳優の中井貴一君 彼も個人ダブルスでインターハイ出場） 

2. 意外に古い 垣見家の歴史 25代目 
現存する巻物状の家系図、初代は、足利義満の命により近江(滋賀県)に来た。 

六代目は浅井久政七代目長政に仕え、小谷城で滅ぼされるが、最後まで浅井家に忠誠をつくす。その後は秀吉に仕

え、最盛期は２万 5千石の大名。一万石の大名の動員可能兵力は約 100名 

秀吉の没後は三成に仕え大垣城の戦いで討ち死。司馬遼太郎の関ヶ原や城塞にも実名で登場 

浅井長政が小谷城落城の前に垣見助佐衛門に宛てて書いた感謝状や、垣見総本家に伝わる「鎧や兜」は県最古の

重要文化財として長浜城歴史博物館に保管提示されている。その後、近江商人を経て、江戸中期に売りに出た呉服

屋の和泉屋のれんを買い創業の地麹町に移る 

垣見と言えば、忠臣蔵で大石内蔵助が垣見五郎兵衛の名を語って江戸入りするのは有名。 

当社の向かいに岡野金右衛門の隠れていた「和泉屋五郎兵衛店」がある。実は父垣見佐右衛門からは、関東大震災

で焼けるまでは、大石内蔵助から贈られた御礼状があったと聞く。 

 



 

3. 垣見油化の概要 変化する環境に挑戦し続ける ＣＳ・ＥＳ・コーチチング 
和泉屋は、江戸時代後期は呉服屋、その後質屋を商い、明治４年、油屋を始めたその理由 

ロータリーのご縁で、山本海苔、西川（布団）、千疋屋、にんべん様との会食時にお伺いし納得。 

300年企業の最大の危機は明治維新。大名と旗本の掛売が飛ぶ。現金で庶民に生活必需品 

門灯の逸話。点灯サービスを開始したら同業者が模倣。ＯＯサービスを始めたら信頼を得た 

最大の危機は、関東大震災と太平洋戦争での全焼。残ったのはのれんと信用＞不動産担保 

母方の父は日銀の支店長で各地に赴任。不動産担保は破綻したが信用で貸した金は返済 

戦後のモータリゼーションに目をつけガソリンスタンド開業。八重洲ブックセンター前の東洋 1 

昭和 30年代は、ＬＰガス。薪や灯油での炊飯やお風呂からガスへ。           写真 

昭和 40年代は、石油化学に挑戦。合成樹脂部を設立。化石燃料を有効利用へ。 

昭和 50年代は、ＯＡ化に挑戦。取引先の配送予測計算業務を請け負う計算センター設立。 

昭和 60年代は、不動産。本社ビル本館別館、田無ショッピングセンター。セブンイレブン。 

本社ビルの 1-2階は国際証券。毎月支店長が、「ビルを担保に 100億円運用しませんか」 

平成に入り、インターネットＨＰで業界リード、ＳＳレンタカー70台。バブル崩壊後にＳＳを増やす 

出来ない言い訳を考えるより、どうしたら出来るかを考えよう やるかやらないかは最後でいい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1992年、紀尾井町 RCのチャーターメンバーとして入会  

東京麹町 RCの初代会長の父。麹町の 25周年事業で子クラブ東京紀尾井町 RCの設立 

ＲＣに入れと父に言われた。「忙しいからまだ先ではないか」と私が答えた時の父の言葉。 

「現役で組織のトップにいるからこそ、職業を通じた奉仕が出来るのではないか」? 

父はチャーターナイトを見ずして他界。ＲＣは父の残してくれた心の財産。ＲＣは漢方薬。 

2015-16年会長 松島幹事 お世話になりました。 25周年記念事業で実行委員長 

増強の秘訣は、参加して楽しいクラブ。最大最強の増強委員は、新入会員のご紹介と退会防止 

5. クラブ設立直後 IMにて紀尾井町 RCが職業奉仕を発表 
IM発表対策委員会のブレーンとなり真剣に職業奉仕を考え、自分の仕事でこれだと理解 

ガソリンスタンドでの無料安全点検の例 タイヤを売りたいと思って無料安全点検 

営業やましてや押し売りではなく、お客様の真の安全を心から願い無料点検をすると 

空気圧低下を発見→バースト事故防止→空気圧正常→燃費改善タイヤも長持ち→お客様の 

安心と感動→後日のタイヤ交換につながる。 タクシーの例。職業奉仕と社会奉仕との違い 

6. 1996年インターネットＨＰは新しい職業奉仕と直感 クラブＨＰ作成 ＪＲＩＣ設立 
正しい業界情報の無償提供は中小企業がローコストで出来る社会（職業）奉仕 

学生向けに業界の常識＝世間からは非常識 例えば 150円のガソリン 53.8円はガソリン税 

そのガソリン税に何と 10％の消費税がかかっている ＴＡＸｏｎＴＡＸあとは酒税くらい。 

神様はご褒美 Ｇｏｏｇｌｅで 東日本大震災石油業界 で検索してみて下さい 

ボランティアで紀尾井町 RC も 5周年事業で HPを立ち上げるも当初クラブ内では理解されない 

私は 2週間で作って理事会承認。クレームがあったところだけ修正して公式ＨＰ 

2660地区 IMにパネリストとして招聘、インターネット時代のロータリー活動 Ｅクラブの先駆け 

これをきっかけに全国ロータリアンインターネット協議会通称(JRIC)の設立に関わり初代会長。 

以来 3期 4 年 1998-2002年会長を勤める。 Ｐガバナーも新米ロータリアンも平等。 

一連のロータリーにおけるインターネット普及の功績が認められ 2020-21ＲＩ会長賞を受賞ＣＩＣＯ 

7. 2000年頃より、石油 SS業界での講演が始まる 
弊社 HPの圧倒的な人気で取材殺到。石油業界紙からも、業界 NO1 とご評価を頂く  

しかし弊社の魅力は HPだけではなく、その根本の経営理念にあることが徐々に浸透し 

講演依頼が来るようになった。通常、業界人の業界講演は、販売促進話が多いが、私は 

真の顧客満足度(CS)は、従業員全員の心からのやる気と満足度(ES)から生まれる 

「やらせる仕事」から「やりたくなる仕事」へ、コーチングに学ぶその手法 

経営者のもう一つの社会的使命は「魅力ある人を育てること」。 



 

これはロータリアンの共通点＝何も知らない高卒生や大卒生をお預かりし育て社会に恩返し 

8. 業界月刊誌「月刊ガソリンスタンド 2008年から連載」で第二ステージ完成 

9. 日本実業出版「よくわかる石油業界」と「よくわかるガスエネルギー業界」を出版 
対象者は、これから業界を目指す大学生や業界に入った未来ある若い業界人。管理職 

アマゾンの資源エネルギー分野でベスト 123 も経験  毎年増刷 4-5年で全面改定を継続中 

10. 気愛を入れ、ご縁を大切に、感謝こそすべて  人生の志命か 
創業 150年の垣見油化の経営理念もロータリーの職業奉仕の理念と相通じるところがある 

近江商人の格言では 自分よし、相手よし、世間よし 私はそれに社員よし も加えて現代版に 

私の入社時の父の言葉。気愛を入れ、御縁を大切に、感謝を込めて、人生の志命を楽しく果たす 

（自慢の家族。囲碁 7段、空系ラジコン、パソコンシミュレータ、ゴルフＨ9.8、フルマラソンサブ 4） 

11．閉会の辞   大竹章裕会長 

                                                  

１Ⅰ/５様  松本 孝一様（豊橋ＲＣ）、須山文夫様(川崎大師ＲＣ) 八尋 匡彦様（川崎大師ＲＣ） 

                                                    

 

【にこにこボックス】             本日の合計 97,000円（39件） 累計 1,502,000円（485件）

松本 孝一君：世界遺産 奈良の薬師寺はじめ全国

で健康の講演、指導をしています。

今日は宜しくお願い致します。 

（豊橋ＲＣ） 

八尋 匡彦君：垣見様、昨年は当クラブにて卓話を

頂きまして本当に有りがとうござい

ました。本日も楽しみにしておりま

す。宜しくお願い致します。 

（川崎大師ＲＣ） 

須山 文夫君：垣見様、前年度は当クラブでの卓話

有難うございました。 

（川崎大師ＲＣ） 

小島 清治君：本人誕生日。11月 6日誕生日。 

宗田 裕司君：結婚記念日。11 月 4 日結婚記念日

です。妻に感謝！ 

大竹 章裕君：先週、親睦委員会の親睦会が有りま

した。楽しかったです。お招き有難

うございました。 

坂田 生子君：アメリカ大統領選が気になります。

世界が平和で有りますように。垣見

さん、卓話楽しみです。 

垣見 裕司君：本日、卓話いにしえスピーチです。

皆様楽しんで下さい。 

中島  聡君：垣見さんのいにしえスピーチを楽し

みにして参りました。身を正して拝

聴致します！ 

髙橋 ゆき君：垣見さん、今日はとても楽しみにし

ています。いつも有りがとうござい

ます。 

石川ヒロ子君：垣見様、本日の卓話宜しくお願い致

します。楽しみにしております。 

金田 康男君：垣見さん、本日のいにしえスピーチ

楽しみにしています。 

原田 尚彦君：垣見さん、いにしえスピーチ楽しみ

にしています。 

手島 京子君：垣見裕司さん、今日の卓話楽しみに

しております。 

宮下  真君：垣見さん、本日の卓話、楽しみにし

ております。 

金井 繁晴君：垣見さん、お話楽しみにしておりま

す。 

西岡 孝志君：垣見さん、卓話を楽しみにしていま

す。 

谷井  玲君：垣見さん、今日はとっても楽しみで

す!! 

宮地 勝美君：垣見さん、本日の卓話、楽しみにし

ています。 

西脇  修君：垣見さん、卓話を楽しみにしていま

す。 

齊藤  学君：垣見さん、本日は楽しみにしており

ます！ 

佐藤 香織君：垣見様、卓話を楽しみにしておりま

す。 

守重 知量君：垣見さん、楽しみにしています。 

新村 敏明君：今井さん、先週休みましたので遅く

なりましたが、心安らかにいかれま

す事を心からお祈り申し上げます。 

奥寺 邦俊君：昨日、卓話を依頼された横浜山手ロ

ータリークラブに行って参りました。

ロータリーソングは歌わず、四つの

テストの歌を歌いました。  



 

深尾 一郎君：先週、石垣島でマンタを見て来まし

た。 

茨田 浩之君：寸志。 

林 ひろみ君：寸志。 

林  裕人君：寸志。 

井上 行央君；寸志。 

日高 正人君：寸志。 

久保田優子君：寸志。 

 

黒田 善孝君：寸志。 

小泉  始君：寸志。 

三村智恵子君：寸志。 

中瀬 賀暁君：寸志。 

佐伯美穂英君：寸志。 

山口 妙子君：寸志。 

渡邉 藍子君：寸志。 

【米山財団寄付】 

岡垣 栄治君：垣見さん卓話いにしえスピーチ楽し 金丸 精孝君：秋が深まってきました。 

              みにしています。 

 

 

 

 

    

                               

               

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ポールハリスフェロー＋３受賞の皆様 

ポールハリスフェロー受賞の皆様  ポールハリスフェロー＋１受賞の皆様 


