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会   長 植松  正 /  幹  事 山田和 典 

広報委員長 下田朗 弘 /  編 集者 頴川ゆう子 

 第 1385回 例会プログラム  

イニシエーションスピーチ 山本哲之 君  

新例会場施設紹介  ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館支配人 樋口様 

例 会 場 ： アクアガーデン迎賓館 沼津 

例 会 日 ： 毎週木曜日１２：３０点鐘 

事 務 局 ： 久松会計事務所内 

TEL 055-961-2050  FAX 055-961-2600 

E-mail : numawestrc@gmail.com   

本日は、2月 23日の富士山の日に

合わせて着工した実証実験都市「ウー

ブン・シティ」について語る、トヨタ自動

車豊田章男社長のインタビューを聞いて興味深く感じたこと

をお話ししたいと思います。 

はじめに「ウーブン・シティ」の概略を説明します。裾野市に

あるトヨタ自動車東日本・東富士工場跡地70万平方メートル

に、2000人以上が暮らす未来都市を建設する計画です。そ

こでは自動車や住宅、家電、ロボットなどありとあらゆるものが

インターネットでつながり、地下には自動化された物流ネット

ワークが張り巡らされます。ウーブンの意味「織り込まれた」の

ように、街中には「自動運転専用道路」「歩行者専用」そして

「歩行者とパーソナルモビリティ」の3種類の道路が網の目の

ように設けられるそうです。  

私が社長インタビューで興味深いと申し上げた点は、2 点

あります。一つは、豊田家の家訓である「一代一業」を達成す

る 4 代目としての考えがあってのプロジェクトであること。もう

一つは、章男社長の長男大輔氏をこのプロジェクトの中心的

役割に据えたことです。 

豊田家「一代一業」に基づき、グループ創始者である豊田

佐吉氏が自動織機を発明し、二代目喜一郎氏が自動車、三

代目章一郎氏が住宅会社を立ち上げています。四代目であ

る章男社長は、3 代にわたり創業したリアルなものをデジタル

でつなげる「街づくり」を一業と考えた訳です。  

そして、このプロジェクトを担う「ウーブン・プラネットホール

ディングス」のバイスプレジデントに章男社長の長男である大

輔氏を据えることで、豊田家の決意を感じました。 

この実証型未来都市は私有地で開発されますが、その理

由として「民主主義ではない 1 つの意思を持って行うため」と

答えています。つまり、行政が介入すると均一性を求められ

てしまうことを嫌ったとも取れます。 

また、長男にプロジェクトを任す理由として、豊田家個人と

しても出資し、未来を若い人にという思いのほか、親子だから

話ができるとも語っています。 

上場企業の世襲について批判的な意見が多いのは事実

であり、失敗した例も数多くあります。ただ、近年成長率の

高い企業は、同族企業が多いと言われています。従業員を

家族と考え、目先の業績にとらわれず 10年、20年先を見

据えて経営できることが利点です。世界のトヨタであっても、

イノベーションには同族経営的な部分も必要としていること

を感じさせるインタビューでした。 

 

3月のプログラム 

1386回12:30 

3月11日（木） 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館  2 ｸﾗﾌﾞ合同例会 

ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会  理事会⑩ 

3月18日（木） 祝日週休会 

1387回13:00 

3月25日（木） 

山田車体工業(株) 会員職場見学 

山田車体工業  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 

 

＜ゲスト・ビジター＞  

1. 樋口亮介様:アクアガーデン迎賓館 支配人 

＜欠席者＞4名 

神尾栄一、成田みちよ、重光 純、下原満知子 

＜他クラブへの出席者＞ 

宮島賢次(2/28 地区チーム研修) 

内田逸美(3/2 沼津北RC) 

＜スマイル報告＞ 

1.芹澤和子：誕生日のお祝いありがとうございます。 

2.植松 正、3.内田逸美：入会記念日のお祝いありがとうござ

います。 

4.植松 正、5.鈴木良則、6.本村文一、7.久松 但、8.杉山真

一、9.土屋昌之、10.頴川ゆう子、11.山本宜司、12.下田朗

弘 13.杉山恵嗣：アクアガーデン迎賓館沼津の皆様、これか

ら、宜しくお願いします。 

14.芹澤貞治：今日から新しい会場です。 

15.山田和典、16.本村文一：山本哲之さん、イニシエーショ

ンスピーチお願いします。 

17.下田朗弘：先週、欠席しまして、申し訳ありませんでした。 

出席報告（1385回） 会員数28名 

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率 

1385回 26名 22名 －名 84.62% 

1383回 25名 20名 2名 88.00% 

クラブテーマ 「成長を実感しよう～３つの扉を開く」 

2020-2021年度 第26号 3月4日 

 会長挨拶
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★   幹 事 報 告   ★ 

1.他クラブの例会変更等 

①沼津RC 

3月5日(金) 新型コロナウィルス感染拡大防止の為休会 

MU受付:無し 

2.連絡事項 

①次週は、理事会がありますので、理事の方は出席及び協

議資料の提出をお願いします。 

②食事のキャンセルは、水曜日の午前中までにお願いしま

す。当日のキャンセルは、出来ません。 

③次週の 2クラブ合同例会は、昼間例会です。 

臨  時  理  事  会  報  告 

1.報告事項 

①4 月 25 日の地区研修・協議会はオンライン開催になりま

した。  

2.協議事項 

① 2月26日、永井 克彦君より休会届が提出されました。 

 ・期間 ～ 3月末迄延長 

  ・会社都合にて（コロナウイルス感染拡大防止の影響の

為）尚、3月25日(木)の職場見学は参加されます。         

→承認 

②新会場アクアガーデンに保管する備品について 

 保管場所が、バックヤードの物置内と限られているため、例

会運営の必要最低限の備品のみとし、長期保管書類等は

他の然るべき場所で保管が望ましいと思われる。 

⇒書類は久松公認会計事務所に保管することを承認 

③今期RI2620地区大会で使用する動画作成について 

地区大会：5月29日(土) 

 4月30日の期限までに、アクアガーデンにて撮影を行う 

→承認 

3.その他 

①新例会場での移動例会時のMUは受け付けない。 

②公共イメージ委員会にて、例会場変更の件を当会

facebookページに掲載する。 

③クラブ看板に使う、公式RIステッカーを購入する。    

→承認 

 イニシエーションスピーチ  

      

山本哲之君 

 

 若い頃は、お寺の跡取りとして

生まれてきた事に対し、葛藤ば

かりの毎日でした。 

大学卒業後、住職という仕事

には魅力を感じないながらも、修

行寺に入山。そこでの経験などを経て、自分は常に修行がで

きる環境に、生かしてもらえているのだと気づくことになります。 

以後、葬儀も法事も仕事ではなく、自分自身の修行である

のだと考え、誰にでも解りやすい仏事を行う事を心掛けると共

に、お寺の門戸を広く開放し、坐禅や写経はもとより、精進料

理や演奏会、マルシェなどのイベントを通じ、多くの人がお寺

を訪れてくださるよう努力をしています。 

<仏の道を実践する為の四つの知恵> (四枚の般若) 

布施 金品のみでなく労力、愛情などを平等に与える 

愛語 優しさ思いやりをもって語りかける  

利他 見返りを求めず他者を利する行いをする 

同時 相手の痛みを自らの痛みと感じる 

ロータリーの理念と共通していると感じています。 

 

   新例会場 ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館 沼津について  

 

アクアガーデン迎賓館 支配人  

樋口亮介 様 

文責 幹事 山田和典 

 

本日の卓話後半の部では、「新例

会場のご紹介」との内容で、支配人

の樋口様にご登壇いただきました。

「アクアガーデン迎賓館 沼津」は、

JR沼津駅北口から徒歩 5分、開場して、15年になるそうで

す。ゆったりとした施設で1組ずつ結婚式を貸し切りで利用で

きます。例会場で使用するメインホールは、南側の大きな窓

より採光充分な明るく落ち着いたホールとなっています。 

樋口支配人からの特にアピールしたい点とし、まず、1組1

組のお客様に丁寧に対応する点、次にそのきめ細やかな対

応をしておられるスタッフの皆さんを挙げておりました。目の

前のお客様の幸せのお手伝いをさせていただく、そのことに

日々傾注し、サービスの質を向上させておられます。ある結

婚式で利用したお客様は数年後に生まれたお子様をお連れ

になり、記念写真を撮りに戻ってこられたそうです。 

素晴らしいスタッフの皆さんと一緒にお客様の幸せの為に

仕事ができる喜びを感じていると強調されており、こちらも感

銘を受けた次第です。 

 当会としても、新たなスタートとして、アクアガーデンの皆さ

んとの素晴らしいご縁をいただきました。末永くお付き合いを

お願いしたいと思いました。 

 

 

アクアガーデン 

迎賓館  

新例会会場 
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会   長 植松  正 /  幹  事 山田和 典 

広報委員長 下田朗 弘 /  編 集者 頴川ゆう子 

 第 1386回 例会プログラム  

2クラブ合同例会 クラブ管理運営委員会 

 

例 会 場 ： アクアガーデン迎賓館 沼津 

例 会 日 ： 毎週木曜日１２：３０点鐘 

事 務 局 ： 久松会計事務所内 

TEL 055-961-2050  FAX 055-961-2600 

E-mail : numawestrc@gmail.com   

 

本日の例会は、沼津柿田川 RCとの

2 クラブ合同例会となります。梅田

会長、川口幹事はじめ会員の皆様、

よろしくお願いします。 

1999年より 20年以上続く合同例

会ではありますが、今年ほど開催が

危ぶまれた年はなかったのではな

いのでしょうか。今年度はコロナ禍

のもと大半の地区行事が中止とな

り、IMや沼津 4クラブ合同例会も中

止となりました。そのような状況下

ではありますが、しっかりとした感染防止策も取れると

判断し、開催を決意しました。そして新しい例会場「ア

クアガーデン迎賓館」にお招きし、会場や料理の充実度

を感じて頂きつつ、交流の輪を広げていきたいとの思い

がありました。 

話題は変わりますが、本日3月11日は、東日本大震災

が発生してから丸 10 年が経ちました。私にとって東北

は、福島市で大学 4年間、仙台市で社会人をスタートし

て 3年半の計 7年半を過ごした思い出深い土地でありま

す。また、当時小学生だった二人の息子が宮城県岩沼市

にいて被災したこともあり、決して他人事ではありませ

んでした。津波被害を受けた仙台空港近くに住んでいた

ことから、安否確認が取れるまでは最悪の事態を覚悟し

たことを鮮明に覚えています。また、東北自動車道が 2

週間後に復旧し、食料やガソリンなど救援物資を持って

駆けつけましたが、あまりにも変わり果てた街並みに自

然災害の恐ろしさを痛感させられました。 

あれから10年。記憶は時とともに薄れていきます。多

くの命を奪った大震災さえも、遠い過去になりつつあり

ます。東北の中心地である仙台市は訪れるたびに復興を

感じるものの、福島県は未だ原発事故処理問題で苦しん

でいます。福島原発に関しては、学生時代に現地を訪れ

た際、非常に違和感を覚えました。何かというと、旧ソ

連のチェルノブイリ原発事故を受け安全性を懸念された

時期でもあり、あまりにも日本の原発は絶対に安全だと

強調する東京電力のスタンスでした。本当に安全であれ

ば、東北電力管轄である福島県に設置する必要はないし、

なぜ市町に対して莫大な補助金を提供し過度ともいえる

公共施設を建設するのだろうと思ってしまいました。 

この10年で、東北復興は果たせたのでしょうか。いま、

災害への備えは万全でしょうか。この先、よりよい社会

のために必要なことは何か。あらためて、考えてみたい

と思います。 

3月のプログラム 

1387回13:00 

3月25日（木） 

山田車体工業(株) 会員職場見学 

山田車体工業  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会 

 

4月のプログラム 

1388回12:30 

4月 1日（木） 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館  

唐丹さん送別会 鈴木和憲 世話人 

1389回12:30 

4月 8日（木） 

PETS報告 次期会長・幹事 理事会⑪ 

4月15日（木） 裁量休会 

1390回12:30 

4月22日（木） 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館 

創立30周年記念式典について 

創立30周年記念式典実行委員 

4月29日（木） 祝日休会 

＜ゲスト・ビジター＞  

なし 

＜欠席者＞3名 

神尾栄一、本村文一、重光 純 

＜他クラブへの出席者＞ 

＜スマイル報告＞ 

1.下原満知子、2.山田和典：誕生日のお祝いありがとう

ございます。 

3.芹澤貞治：沼津柿田川 RC様、いらっしゃい。又、あの

地震から10年たちました。早いものです。 

出席報告（1386回） 会員数28名 

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率 

1386回 26名 23名 －名 88.46% 

1384回 26名 22名 1名 88.46% 

クラブテーマ 「成長を実感しよう～３つの扉を開く」 

2020-2021年度 第27号 3月11日 

 会長挨拶
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4.植松 正、5.山田和典、6.鈴木良則、7.名古良輔、8.

山本宜司、9.久松 但、10.井上武雄、11.宮島賢次、12.

杉山真一、13.成田みちよ、14.頴川ゆう子、15.鈴木和憲：

沼津柿田川 RCの皆様、本日は、宜しくお願い致します。 

16.山本哲之：新入会させていただきました。沼津柿田川

RCの皆様、よろしくお願いします。 

17.公共イメージ委員会：Facebook を新しくしましたの

で、ぜひ、皆様、見て頂き、いいね！を宜しくお願い致

します。 

★   幹 事 報 告   ★ 

1.他クラブの例会変更等 

①沼津北RC 

3月16日(火) 特別休会 MU受付:11:30-12:30  

沼津リバーサイドホテル 

②沼津RC 

3月12日(金) 新型コロナウィルス感染拡大防止の為

休会 MU受付:無し 

3月 19日(金) 祝日週休会 MU受付:11:30-12:30沼

津リバーサイドホテル 

2.連絡事項 

①本日は、理事会がありますので、理事の方は、宜しく

お願い致します。 

②次週18日(木)は、祝日週休会です。 

③次々週25日(木)は、山田車体工業様にて職場見学例会

です。(幹事報告裏面に地図) 

・12：45にコンコルド沼津店駐車場にお集まりいただき、

徒歩移動願います。 

・当日は昼食がございませんので、各自事前にお済ませ

ください。 

・マスク着用の徹底をお願いします。 

・女性会員の方、ハイヒールは転倒の恐れがあるため、

ご遠慮ください。 

・見学中の写真撮影は週報掲載用のご担当の方のみでお

願いします。 

 ※特定の会社名等映り込みがなきようご配慮願います。 

・工場見学、写真撮影後、14：00頃解散の予定です。 

 理  事  会  報  告 

1.報告事項 

①PETS(会長エレクト研修セミナー：3 月 28 日 アピオ

甲府)がオンライン開催となりました。 

 参加者： 山本 宜司 君 宮島 賢次 君 

②地区・研修協議会(4月25日 アピオ甲府)がオンライ

ン開催となりました。 

2.協議事項 

①4月度 例会プログラムの件  

クラブ管理運営委員長 山本 宜司 君 

 ⇒承認 

②創立30周年記念式典及び記念事業について 

 実行委員長 芹澤 貞治 君 

 芹澤実行委員長より、委員会組織表、来賓名簿、委員

会別役割・予算配分および今後のタイムスケジュール等

の説明がありました。 

 広報記念誌委員会下田委員長より、検討項目一覧の提

示がありました。 

3.その他 

①成田みちよ君より休会届提出：期間 3月末まで延長／

業務対応にて⇒承認 

②神尾栄一君より退会届提出⇒受理 

  2クラブ合同例会   

沼津柿田川 RC 梅田会長 

 皆さん、こんにちは。 

 西クラブの皆さま、新しい例会場が

決まったとのことで、おめでとうござ

います。 

 私もこのアクアガーデン迎賓館に来

るのは初めてですが、大変きれいなところで、うらやま

しく思います。 

 沼津クラブや北クラブの人たちも、是非一度メイキャ

ップに行ってみたいと言っていたのを聞いております。 

 さて、我が沼津柿田川クラブは、日本三大清流の一つ

である「柿田川」が名前に入っておりますので、私は、

会長挨拶のネタに困ると、ロータリーの友から、水保全

の記事を取り上げて紹介させて戴いております。 

 そこで、ちょうど３月は「水と衛生月間」となってお

りますので、本日は、ロータリーの友３月号の記事を紹

介したいと思います。 

 まず、左側から開いて５ページをご覧ください。柿田

川が紹介されております。また、１０ページと１１ペー

ジに、我がクラブで毎年９月に開催される第２５８０地

区との米山奨学生合同奉仕作業について、紹介されてお

ります。 

 この事業には、芹澤さんがガバナー補佐の時に芹澤さ

んや宮島さんも参加していただいており、その他の西ク

ラブの方々にも参加していただいたこともあるかと存じ

ます。 

 西クラブの皆さんも、また機会がありましたら、この

事業に参加していただければと存じます。 

 宜しくお願い致します。 

頴川（　②　) 久松(　②　) 井上（　１　） 神尾(　０　　) 宮口（　②　） 宮島（②)＋１ 本村（　②　）

永井（ 休会　) 名古(　②　) 成田(休会、１) 小野(１，１) 芹澤和(　②　) 芹澤貞(　②　) 重光(１，１)

下田 (　１　) 下原 (　０　) 杉山恵(　②　) 杉山真(　②　) 鈴木博(　②　) 鈴木和(　②　) 鈴木良(　②　)

土屋(　②　) 内田(１，１) 植松（　②　） 渡邉勝( 休会 ) 山田(　②　) 山本哲(　②　) 山本宜(　②　)

例会出席％　 82 . 35 　% 地区報告　　88 . 24 　%

********************　2月分出席一覧　********************
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会   長 植 松  正 /  幹  事 山 田和 典 

広報委員長 下田 朗 弘 /  編 集者 頴川ゆう子 

 第1387回 例会プログラム  

会員職場見学 山田車体工業 

 

 

例 会 場 ： アクアガーデン迎賓館 沼津 

例 会 日 ： 毎週木曜日１２：３０点鐘 

事 務 局 ： 久松会計事務所内 

TEL 055-961-2050  FAX 055-961-2600 

E-mail ： numawestrc@gmail.com   

 
 

 
本日の例会は、当クラブの山

田幹事が社長を務める「山田車

体工業㈱」の職場見学となって

おります。本来は1月の職業奉

仕月間に合わせてと企画した

ものの、他のプログラムや臨時

休会等の関係上、本日の開催と

なりました。職場見学としては、

2017年2月の「赤武エンジニア

リング(株)」様以来の4年ぶりということになります。 

 

山田車体様については、昨年12月24日の会員卓話

にて社長直々に製品についての説明を受けています

ので、当日出席された会員にとって基礎知識はあるか

もしれません。ただ、写真や画像を見て口頭で説明さ

れるより、工場で製品そのものを見学した方が、より

理解できるのではないのでしょうか。 

  

最後に、私が銀行員時代を通して、取引先の工場見

学をする際のチェックポイント5点をお教えして会長

挨拶を終えたいと思います。 

 

（チェックポイント） 

・ムダを排除し効率化を図る工夫がなされているか

（ライン構成を理解した前提で） 

・社員の安全や健康に配慮された環境であるか 

・工場内の整理整頓がされているか 

・社員の服装、身だしなみに問題はないか 

・社員がいきいきと仕事をしているか 

 

 

 

4月のプログラム 

1388回12:30 

4月 1日（木） 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館  

唐丹さん送別会 鈴木和憲 世話人 

1389回12:30 

4月 8日（木） 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館 

PETS報告 次期会長・幹事 理事会⑪ 

4月15日（木） 裁量休会 

1390回12:30 

4月22日（木） 

ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝ迎賓館 

創立30周年記念式典について 

創立30周年記念式典実行委員 

4月29日（木） 祝日休会 

 

 

＜ゲスト・ビジター＞  

なし 

 

＜欠席者＞6名 

宮口雅仁、本村文一、重光 純、下田朗弘、 

鈴木和憲、内田逸美 

 

＜他クラブへの出席者＞ 

重光 純、内田逸美(3/16 沼津北RC) 

重光 純(3/19 沼津RC)   

山本宜司(3/21 RLI パートⅠ)  

山本宜司、杉山真一(3/23 地区補助金セミナー)   

 
 
 
 

出席報告（1387回） 会員数27名 

例 会 会員数 出席数 Ｍ Ｕ 出席率 

1387回 24名 18名 －名 75.00% 

1385回 26名 22名 2名 92.31% 

クラブテーマ 「成長を実感しよう～３つの扉を開く」 

2020-2021 年度 第28 号 3 月25 日 

 
会長挨拶
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  ★  幹 事 報 告  ★   

 

1.他クラブの例会変更等 

ございません。  

2.連絡事項 

①次週は、唐丹さんの送別会です。 

②次週、例会終了後に地区大会向けのクラブ紹介動画

を撮影します。 

10秒程度で集合写真のような形で撮影しますので、ご

協力をお願いします。 

 

★  奉仕プロジェクト委員会  ★ 

 

奉仕プロジェクト委員会  杉山真一君 

 

本年度は、期初から「コロナ禍」により当初の計画

が実行できない状況下で、委員会の職業奉仕活動とし

て、山田幹事と山田車体工業(株)の従業員の方々にご

協力いただき職場見学を実施することができました

ことに心より感謝申し上げます。 

 

事前に昨年12月24日例会時の会員卓話で、山田社

長ご自身により会社紹介含め、殆どのトラックを含む

「働く車」は、荷台などの上物を作る会社で完成する

ものであり、運転台、エンジン、タイヤなどの部分と、

荷台などの上物は別に作られている等の予備知識を

聞いていたので、工場内の作業工程を実際の作業場所

で説明を受けながら、ゆっくりと見学することができ

ました。 

 

山田車体工業(株)は、1946 年 2 月に沼津市で創業

し、現在、サービス拠点含め、静岡県から太平洋側を

宮城県まで5工場あり、秋田、岩手の2工場を加え、

グループ2社で7工場、全体で年間約850台を生産し

ていて人員は2社で274名、この工場は100人程度で

操業しているそうです。 

 

職場見学は、他の企業の業務に対する取組みや工夫

などを学び、自身の会社での業務に役立てることを目

的として実施出来たと思います。 

 

山田和典 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 


