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前 週 の 例 会 報 告

皆さん、こんにちは。改めまして小倉会長年度の
新会員の片岡です。本日は卓話のご使命を頂きまし
たので快く受けさせて頂きました。何を話そうかと
いろいろと思案しましたが、やはり新会員ですので、
私の業種（会社）とRCの出会いについて話してみたい
と思います。
まず、業種ですが建築業です。会社は神立町にあ
り、称号は『成和工務店』と言います。
会社の歴史ですが、私が創業者で25才の時に個人

事業主で旗揚げいた
しました。現在25周
年となり益々頑張っ
ているところでござ
います。フェイス
ブックやインスタグ
ラムもやってますの
で検索してみて下さ
い。
では次に、社会奉仕団体の経験をご紹介いたします。
最初は地域の商工会青年部（旧 千代田町商工会）か
らのスタートでした。20代後半から30代半ば位の時
期でしたが、詳しくは覚えていなくて詳細は説明で
きませんが、商工祭などで、射的をやったり、焼き
そば焼いたり、ゴミ拾いしたり、いろいろやってい
ました。
そんな中、突如やってきたのがRCとの出会いでし
た。仕事でお付き合いのあった、かすみがうらロータ
リークラブ（以下KRC）の石塚社長からのお誘いでし
た。とりあえず、飯を食いに来い！ と言う話しで誘
われました。当時私は37才でした。ライオンズは
知っていましたが、ロータリー？ えっ？なんだろ
う？ からの思いで、食事に行くことにしたのです。
小さなクラブで家庭的で、みんなニコニコしてい
て入会してもいいかなと思い、入会致しました。こ
れがRCの始まりでした。
2年目になると少数のクラブでしたから、役もやら

されたり、いろいろと覚える事も増え、それなりに
楽しくなってきました。すると次に、JCという言葉
をよく聞くようになりました。さて？ と思っている
と、不思議にJCからお誘いがあり、JCも知る事がで
きました。その時は、KRCのスポンサーだった石塚
社長の了承を得て、RC入会後の同時期にJCに入会と
言った流れでした｡
JCはJCで活気があり、若い力が満ち溢れていて、
とにかく飲みにケーションみたいな感じで元気なク
ラブだった記憶にございます。
先輩たちにいろいろと『ロータリーのいろは』を教
えて頂きました。よく言われたのは『片岡さん、私達
はロータリーですから』は、本当によく言われました。
ですからロータリーのいろはの本はたまに読み返し
ていました。
そうしていくうちに、この少数のRCを何とかした

い、もっと活気あるクラブにしたいと思い始めまし
た。そして少人数のRCを改革するにはなどと考える
ようになり、まずは新入会員を増やすこと。そして
例会場を変える事。クラブのメイン事業（奉仕活動）

を打ち出す事。と生意
気にも必死に発言しま
した。
私自身も新入会員の
会員増強に強力するこ
とができました。
『夢をかたちに』の年
次スローガンの時に会
員増強致しました。土
浦RCの廣瀬さんがガバ
ナーでしたね。当時KRCに居たのでよく覚えていま
す。
私が増強に協力出来たのは、ツカサ食品の社長と
今は亡き千代田健康センターの社長でした。写真は
健康センターでの移動例会の様子です。
KRCの先輩

たちに、会員
が20人になっ
たら例会場変
更 も 考 え よ
う。と言われ
私なりに必死
でした。神立
地区はライオンズのお膝元です。RCの入会者を探す
のはホントに苦難の技でした。
そんな中、国際奉仕でのフィリピンへの歯科医療
奉仕に参加しました。潮来RCの先生か誰かと行った
と思います。そのへんは忘れてしまい記憶に無く申
し訳ありません。
フィリピンのダウンタウンでの野外治療です。マ
カティ RCの方々と共同での医療奉仕でした。土浦中
央RCのFBを見ると今でも行っているようです。
そして、夜はRCでの何かの式典がありました。世
界から来ていて、そのセキュリティーもさながらバ
ス移動時は白バイが先導し、入った先はとにかく何
かのVIPの施設みたいな凄い所でした。パーティーは
タキシード厳守で、わざわざ10数万かけて作った気
がします。とにかく、私の中で一生の記憶に残る体
験でした。

さて、KRCではどのような活動をしてきたかと言
うと、かいつまんでの報告ですが、地域産業祭への
参加・エコキャップ・そば打ち、健康センター等で
の募金活動・ボーイスカウトと散策とかでした。他
にも、小さなクラブなりにいろいろやってきたと思
います。中でも、そば打ちは好きになり、ほぼ一式
道具も揃え、打てるようになりたくて、個人的にも
練習もしています。それがきっかけで毎年そば打ち
はやっています。

新会員卓話 片岡 康治 会員 そして、私の中でRCを頂点に高めたのが、やはり
東京RCとの出会いでした。例会場は、帝国ホテル。
ドキドキしながらの例会参加でした。場内は撮影禁止
です。円卓に座ると名刺交換が始まりました。メン
バーは東京西川（西川毛布）の会長・ヤマサ醤油の浜口
社長・UFJ銀行の現社長・カメラのニコンの最高顧問 
他…。私は名刺交換はしましたが、その後、口を開け
る事はありませんでした。テーブルマスターがヤマサ
の浜口社長でした。私を気遣い、いろいろと話かけて
くれましたが、何を話したなど覚えていませんでした。
会話が出来ない、何を話すの？そして、その時の名刺
は私の宝物になりました。

その後よく考えると、これがRCなんだと感動しま
した。有名な人は松下幸之助、マッカーサーやアメリ
カの歴代大統領、調べれば調べるほど、やはり凄い組
織なんだなと思いました。
RCに居ると本当にいろんな『縁』がやってくると思
います。普段の生活では、一般的な縁に出会いますが、
RCの縁は特別な気がします。
土浦RCに入会してもそれは同じです。普段生活し
ていれば逢えない方々に逢える。話が出来る。それは
特別なものだと思います。
その後、私は土浦ライオンズクラブに入会しました。

ロータリーが大好きなのに…。それは理由があって、
当時のLCの幹事に形で良いから2、3年お願い出来な
いか？ と言われRCを会社の代役で、LCは私が行きま
した。勉強の為2、3年LCに行かせて欲しいと、KRC
の人たちに言いました。会員増強の仕方や、大きいク
ラブのやり方を学んでくると。必ず役に立つと。そし
て、スポンサーの石塚社長からOKをもらい、RCは会
社の代役を立て、土浦ライオンズに入会しました。入
会時も2、3年と言う約束でした。
そんな思いでの入会でし

たので、参加できる活動は
なるべく参加、国際大会に
も参加しました。ライオン
ズはライオンズで素晴らし
いクラブだと思います。
行っている奉仕活動も会員
の集め方も上手でした。私
はライオンズの催しや例会にがっちり参加しました。
当然ライオンズでも役員の話も出てきてしまい、この
ままでは宜しく無いと判断し、半ば強制で退会しまし
た。
そして、晴れてRCに！ と思い石塚社長を訪ねると、

実は解散してしまったと言う現実。ホントですか？？
　そして、個人的に活動クラブ○○を発足したから参
加しなよ と言われました。正直疲れましたね。RCが
好きでRCの為と思いの行動でしたので。もういいや。

しばらく何もやらない。ロータリーに行って、ライオ
ンズに行って、やめて。周囲からは良く言われないの
も承知。でも、それは弱小RCを何とかしようと思っ
ての行動。ライオンズの人にも仲の良い人には言って
いました。私はロータリーが好きだと。ロータリーに
は戻ると。ショックでした。自分が居たロータリーが
無くなってしまったのには…。
そして、何も参加しない時期も3年が過ぎ、そろそ
ろRCに入りたいと思っていた矢先の小倉会長からの
お誘いでした。そして今があります。これが私のロー
タリアンとしての経験です。
今、土浦RCに入会していますが、私の知っている
土浦RCは格式高く、この近辺のRCの大元なので、大
きな期待をしています。まだ、入会したばなりなので
ゆっくりとその水に馴染めるよう心掛けています。
土浦RC 60周年小原年度『60周年を祝い　楽しもう』

に参加出来ていることも光栄であり、楽しもうと思っ
ています(^^
私の中では、数ある社会奉仕団体の中、ロータリー

が最高だと思っています!!
「ロータリーの出会いに感謝」「ロータリーの教えに
感謝」「ロータリアンで居れることに感謝」土浦ロー
タリーの益々の発展に願いをこめて　私の卓話とした
いと思います。本日は長々と私個人の話にお付き合い
下さいまして有難うございます。御静聴ありがとうご
ざいました。
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