
 

 

 

 

 

 

ロータリー月間  今月：基本的教育と識字率向上月間、来月：経済と地域社会の発展月間 

9月 11日例会より 

『 イニシエーションスピーチ 』 
 
〈小森会長挨拶〉 

本日は平野浩司会員の卓話です。どうぞよろしくお

願いいたします。平野さんが日立のクラブでなく、

高萩ロータリークラブに入会してくださったことは大

歓迎で、大変喜んだ次第です。 

そこで、小谷松さ

ん、久保田さん、

佐藤さんと４人の

会員のお住まい

である十王町地

区に、地域社会と

してどう貢献でき

るかは大きな課題

であると考えています。 

行政的には、日立、高萩下水道組合のように協力し

て、下水処理を行っています。消防組合も同じで

す。医療行政や教育の面でも密接な協力体制がご

ざいます。生活面でも、昔から様々な協力が行われ

てきました。有名なのは、250年も前のことですが、

江戸時代、松岡の 7賢人という、長久保赤水を取り

巻く文化的な交流がありましたが、鈴木玄敦は十王

出身の学者で、医者、福地清兵衛充宣は、十王町

のお医者さんでした。北茨城木皿の柴田平蔵も大

変頼りにされた方でした。松岡を中心に北茨城十王

と交流は盛んでした。つい最近まで、炭鉱時代は、

十王町と密接に結びついておりました。 

それではこれから、行政のレベルを超えて、地域社

会として、どのような貢献ができるのか、それはしっ

かり考えてまいりたいと存じます。尚、本日は例会

の後、50 周年記念事業実行委員会役員会が開催

されます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〈平野会員卓話〉要約 

皆さんこんにちは、

本日はこのような貴

重な時間を頂戴い

ただきましてありが

とうございます。 

本日は、仕事の話

と、ロータリーに入っ

たきっかけについて

お話ししたいと思います。 

私は、鵜の岬にて板金塗装の工場を営んでおります。 

来年開催される茨城夢国体の際には、天皇陛下が鵜

の岬にもお越しになるとのことで、大変注目されている

場所で働いています。大変光栄な事だと思っておりま

す。 

【板金塗装とは】 

板金塗装という作業は、板金と塗装の 2 つの工程を経

て車の傷を修復と補修細工することです。特に、塗装

作業では、色あせや塗り方の調整など神経を使ってお

り、そのせいなのか、最近痩せてきた感じがしていま

す。 

【この仕事を選んだきっかけと、学生時代】 

元々高校を卒業したら働こうと思っており、父からの勧

めもあって、東京八王子のトヨタ学園に通うことになり

ました。専門学校時代は、勉強とバイトに明け暮れる

日々で、バイト先は、豚骨ラーメンブームの火付け役と

なった原宿のじゃんがらラーメン。挨拶の大切さと笑顔

で接客をする大切さを教えられました。サービス業で

欠かせない大切なことを学ぶことができ、今でも感謝し

ています。 

 
 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当 9月 11日 出席報告 

9月 18日 観月会 親睦活動・家族委員会 会員数 出席者 欠席者 

9月25日 英語教育について 青少年奉仕委員会 33 15 15 

10月 2日 ガバナー補佐事前訪問 会長・幹事 出 席 率 ： 50.00 % 

10月 9日 ガバナー公式訪問 会長・幹事 前々週訂正 ： 82．76 % 
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国際ロータリーのテーマ 

 

四つのテスト 
言行はこれに 

照らしてから 
1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになる

か ど う か 



【埼玉カローラ時代】 

専門学校卒業後、埼玉県大宮市のカローラ店で働く

ことになります。当時は大変忙しく、夜中の 2時 3時

も多々ありました。ただ優しい先輩に恵まれ楽しく働

いていました。また、お客様から「隙間違うんじゃない

か」「やり直してこい」とのお叱りの言葉をもらう出来

事があり、社会人としての心の変化に気がつきました。

今でも隙間の調整をしていると、当時のお客様の怒

鳴り声を思い出し、初心を忘れるなよと、叱咤されて

いる様な気持ちになります。 

【茨城に戻る決意、そして現在】 

そんなトヨタの日々を送っていた3年目、実家から父

が倒れたとの電話。父の仕事を継ぐ決意をします。 

それから、父の元で 10 年間働き独立することになり

ました。父とは喧嘩ばかりでしたが、別々に仕事をす

るようになってからは、普通の親子のように話せるよ

うになりました。頑固だった父も去年他界し、よき相

談相手が居なくなり、寂しく思っています。 

今年で起業して 10年を迎へ、けして平坦ではなかっ

た 10年でしたが、板金塗装の仕事を続けてこれたこ

とは何よりも幸せとのこと、私の誇りでもあります。 

【人との出会い】 

仕事の楽しみとして、色々な人との出会いがあります。

その出会いの中でも特に感銘を受けた出会いが、新

潟の板金工場の社長さんと、そのお父様との出会い

です。 

板金工場の若社長は洗練され筋の一本通ったお人

柄で、板金工場として今まで見たことのないお洒落な

事務所といい衝撃を受けました。またお父様は、新潟

でも有名な保険屋さんとのことで、若輩者の私に対

しても敬語を使う大変物腰の柔らかい人物でした。

人間としての道徳心や、品性の大切さを教えていた

だきました。 

【ロータリー入会のきっかけ】 

新潟での出会いから、道徳心や品性について毎日考

えるようになりました。そんな時に、ロータリーからの

お誘いがあり、入会することになります。入会してみ

ると道徳心や品性にあふれた方々が沢山いらっしゃ

って刺激を受ける会だと感じました。 

これから先より良い人生を歩むためにも、仕事はもと

より、ロータリー活動も頑張っていきたいです。 

 

【会員からの質問】 

Q、板金塗装の注文は、個人のお客様以外に、ディー

ラーからのお仕事もあるんですか？ 

A、半々ぐらいです。一般のお客様は、インターネット

を見られて来る方が多いです。 

 

Q、ドライブレコーダーの取り付けは出来ますか？ 

A、もちろん。自動ブレーキの取り付けもできます。 

 

Q、トヨタの専門学校は入るのが難しいと聞いていま

すが、どうでしたか？ 

A、昔は難しかったそうです、入ってからが難しいと

感じました。 

 

Q、平野さんはなぜ板金を選んだんですか？ 

A、初めはメカニックで入ったんですが、父が板金を

やっていたこともあって板金のコースを選びました。 

 

〈臨時理事会報告 今川幹事〉 

本日、臨時理事会を開催し、入会申込書が承認され

ました。異議申立期間 9月 17日（火）まで。 

 

〈今川幹事報告〉 

1， RYLAセミナーの案内が来ております。 

2， 財団ニュース 7月号が届いております。 

3， 青少年奉仕だより 9月号が届いております。 

 

〈ポールハリスフェロー表彰〉 

 

 

 

横倉会員 

おめでとう 

ございます！ 

 

〈委員会報告〉 

・50周年記念事業実行委員会より、 

本日例会終了後、委員長会議を行います。 

 

・親睦活動・家族委員会より、 

9月 18日（水） 観月会 18：30～ 場所：メイキッス 

 

・親睦活動ゴルフ部より、 

9月 22日（日） 会長杯 馬頭カントリークラブ 

9月 29日（日） LCチャリティーゴルフ 高萩 CC 

10月 13日（日） 3 クラブゴルフ大会   

11月 30日（土） 第 1分区ゴルフ大会 日立GC 

 

・石平光会員より、 

長久保赤水顕彰会の副会長として、東京で行われた

地理学会に参加して参りました。高萩市の協力で長

久保赤水ツアーを企画しまして 13 人の学者さんを

高萩までお連れすることができました。今までの学会

は伊能忠敬が研究のメインで、長久保赤水はあまり

知られていないとのことでした。これから研究をして

いきたいとの話があり、松山で行われる地理学会へ

長久保赤水顕彰会が招待されることになりました。 

 



【メークアップ】 

９／８ RLIパートⅡDL練習会 大髙司郎 

 

 

【ニコニコ BOX】 

鈴木啓志さん：先週の例会「会員増強フォーラ

ム」大変お世話になりました。 

今川隆さん：平野さん！待ちに待っておりました。

よろしくお願いします！！ 

田所和雄さん：平野浩司さん、新入会員卓話ご

くろうさまです。よろしくお願いいたします。  

大河原浩さん：平野さん卓話よろしくお願いしま

す。  

石君平さん：平野さん、卓話楽しみにしています。

石平光さん：平野さんの卓話楽しみにしておりま

す。 

大髙司郎さん：平野会員の卓話楽しみです。頑

張って下さい。 

小森勇一さん：平野浩司さん、新会員卓話ごく

ろうさまです。よろしくお願いいたします。 

江尻寛さん、鈴木国男さん、横倉稔明さん、沼

田操さん、櫻井高志さん、菱川健司さん、平野

浩司さん 

 

本日計  １５，０００円 

累計   １９０，５００円 

 

【ロータリー財団】 

    本日計 １２６，０２０円 

累計 ４０９，０６０円 

 

【ポリオプラス】 

    本日計   ５，２４０円  

累計  ２１，４６０円 

 

【米山記念奨学会】 

    本日計  ２３，０００円   

累計 １１８，０６０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


