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●感謝と恩返しの輪を広げよう 
2022～2023　越谷東ＲC運営方針

2022～2023　ＲＩテーマ

●イマジン ロータリー

幹事：北　林　隆　一
会長：小　林　賢　弘

創立1987年5月18日

TEL FAX

越谷東
ロータリークラブ

◆黙　祷 
◆開会点鐘 会長　小林　賢弘
◆国歌斉唱 「君が代」
◆ロータリーソング斉唱 「我らの生業」
◆クラブソング斉唱 「クラブ賛歌」（1番）
◆四つのテスト 職業奉仕委員会　青木　伸翁
◆ビジターゲスト紹介 会長　小林　賢弘
◆結婚記念日・誕生日祝 親睦友愛委員会　竹内　達也
◆会長挨拶 会長　小林　賢弘
◆幹事報告 幹事　北林　隆一
◆新会員入会式
 株式会社 明昇 代表取締役社長 千葉　宏之 様
◆ビジターゲスト挨拶

越谷ロータリークラブ 会長 増元　　晃 様
越谷ロータリークラブ 幹事 中島　雅樹 様
第47回越谷市民まつり実行委員会　　　　　　

 実行委員長 小船　隆一 様
 広報部会長 大野　聡史 様
 事務局長 小林　　仁 様
 事務局次長 立澤　貴明 様

米山記念奨学生 張　政 様
◆職場紹介卓話

株式会社アオキ 代表取締役 青木　伸翁
◆スマイル報告 社会奉仕委員会　粟屋　裕二
◆出席報告 出席委員会　栗田　晴巳
◆閉会点鐘　 会長　小林　賢弘

皆様こんにちは。
私は６年前　大野会長年度に幹事
を務めましたが、幹事は例会中のタ
イムキーパーの役でもあります。月
の第１例会は通常に加えて国歌斉唱、
ロータリーの目的・四つのテスト唱和、結婚・誕生祝
いとイベントが多く、時間を費やします。今も隣で北
林幹事が分刻みで時間を計り、進行に全神経を傾けて
います。
そんな第１例会に、たまたまビジターゲストが多く
いらっしゃってご挨拶をいただく。そして多くの時間
の確保が必要な会員卓話があり、更には新会員の入会
式までが重なった今日、年に２回あるかないかという
千載一遇のチャンスとも言える今日、禁断の裏技「会
長挨拶の割愛」を使わさせていただきます。この後も
スムーズな進行にご協力をお願いいたします。

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　小林　賢弘

越谷ロータリークラブ
会長 増元　晃 様　幹事 中島雅樹 様

第47回越谷市民まつり実行委員会の皆さま 株式会社 明昇
千葉　宏之 様

米山記念奨学生
張　政 様

千葉さん
お帰りなさい！



幹事報告をさせて頂きます。
まず初めに、本日例会前に第２回
理事会が開催され９月のプログラム
が承認されました。
続きまして、ゴルフに関するご案
内です。「地区大会記念ポリオ根絶＆ウクライナ支援
チャリティーゴルフコンペ」（10/3）のご案内が地区か
ら来ております。１クラブ４名までとのことです。ま
た、久喜ロータリークラブより「創立50周年記念チャ
リティーゴルフコンペ」（9/15）のご案内がありました。
ご興味のある方は、幹事までお問い合わせ下さい。
また、地区より国際奉仕・社会奉仕・職業奉仕部門
セミナー（8/21）の案内がありました。そして、８月の
ロータリーレート（1$＝133円）の連絡がありました。
来週の例会は、祝日のため休会となります。次の例
会は、8/18㈭となりますのでお間違いないようお願い
します。次回の例会は、ロータリーの友紹介と、ロー
タリー財団及び米山記念奨学部門のセミナー報告です。
幹事報告は以上です。

　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　北林　隆一

「かさねとは 八重撫子 の 名なるべし」曽良
かさね「かさねというかわいい名前だから、花に
例えたら八重撫子であろう」という意味。

「かさね」は出会った少女の名前。
「曽良(かわい そら)」
通称は河合惣五郎、松尾芭蕉の

『奥の細道』における奥州・北陸
の旅に同行した弟子。

（出席委員会）

　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　粟屋　裕二

今　　回 28,000円

140,000円累　　計

次の例会の案内

第1695回 8月18日

ロータリーの友紹介
セミナー報告（財団部門・米山奨学部門）

株式会社アオキ
　所在地：越谷市下間久里
　創　業：昭和26年1月（72年目）
　　　　　土木・建築工事用資材販売
　　　　　土木工事業（小規模のもの）
　　　　　産業廃棄物処理業
　　　　　太陽光発電事業　

本日は当社の経営理念等、どういう思いで会社を
運営しているかを紹介させていただきます。こんな
思いで運営をしていますが、実現しているのはこの
理念の極一部です。ここに掲げた理念を実現すべく
社員と共に努力していきたいと思っています。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　社　　是：会社とは人の心なり
　経営理念：全社員の物心両面の幸福を追求
　　　　　　すると同時に、人のため、社会
　　　　　　のために貢献すること

「会社とは人の心なり」との信念から、心を大切
にした経営を目指す。
人の心を大切にした経営
株式会社アオキは戦後、資金も信用も何の実績も
ないなかから土、砂利、砂、砕石を販売することか
ら出発した。
頼れるものは何もない、頼れるのは一緒に働く仲
間だけという中で、一人ひとりが精一杯努力する、
経営者も命をかけてみんなの信頼にこたえる、働く
仲間のそんな心を信じ、社員のみんながこの会社で
働いて本当によかったと思う、良い会社でありたい
と願い創業され、その心を継承してきたのが「アオ
キ」。
働く仲間を尊敬し、信頼し、お互い励まし合い、
支え合い、高め合い、「人の心を大切に」世のため
人のために貢献する、より良い会社を目指す。

職場紹介卓話職場紹介卓話



我らの信条（基本理念）
○第一の責任は、商品およびサービスを使用してく
れるすべての顧客に対するものである
我々の行なうすべての活動は顧客の立場に立って、
質的に高い水準のものを心をこめて行わなければな
らない。適正な価格を維持するため、常に商品原価
を引き下げる努力をしなければならない。注文には、
迅速、かつ正確に応えなければならない。
○第二の責任は、仕入先、協力業者に対するもので
ある
顧客に良質かつ適正な価格の商品とサービスを提
供するため、我々は仕入れ先、協力業者とともに、
商品とサービスの品質向上と価格の低減を図らなけ
ればならない。その協力をしてくれる仕入れ先と協
力業者を、我々は顧客の皆様とまったく同じように
尊重し大切にしなければならない。仕入れ先と協力
業者には、適正な利益をあげる機会を提供しなけれ
ばならない。
○第三の責任は全社員に対するものである
社員一人一人は個人として尊重され、その尊厳と
価値が認められなければならない。社員は安心して
仕事に従事できなければならない。待遇は公正かつ
適切でなければならず、働く環境は清潔で、整理整
頓され、かつ安全でなければならない。社員が家族
に対する責任を十分果たすことができるよう、配慮

しなければならない。社員の提案、苦情が自由にで
きる環境でなければならない。能力ある人には、雇
用、能力開発および昇進の機会が平等に与えられな
ければならない。我々は有能な管理者を任命しなけ
ればならない。そして、行動は公正、かつ道義にか
なったものでなければならない。
○第四の責任は我々が生活し働いている地域社会に
対するものである
我々は良き市民として、有益な社会事業および福
祉に貢献し、適切な租税を負担しなければならない。
我々は社会の発展に寄与する活動に参画しなければ
ならない。我々が使用する施設を常に良好な状態に
保ち、環境と資源の保護に努めなければならない。
そして、我々が社会に対し貢献できる最大の事は、
良い仕事をすることであるという自覚を持たなけれ
ばならない。
○第五の責任は、会社の株主に対するものである
事業は健全な利益を生まなければならない。我々
は新しい考えを試みなければならない。常に新しい
ものを取り入れる進取の精神で、あらゆることに挑
戦し続けなければならない。しかし失敗は償わなけ
ればならない。逆境の時に備えて蓄積を行なわなけ
ればならない。これらすべてが実行されてはじめて、
株主は正当な報酬を享受することができるものと確
信する。

株式会社アオキ 代表取締役　青木　伸翁

本社社屋

アオキ宇都宮発電所

アオキ庭



お め で と う

誕生日誕生日 結婚結婚
記念日記念日8月

加藤盛也会員大内一幸会員秋山　坦会員小林賢弘会長 田中基章会員

ビジターゲスト挨拶

皆様こんにちは。越谷ロータリークラブ第62代会
長の増元です。
表敬訪問ということで伺わせて頂きましたが、ク
ラブ幹事の時に訪問させて頂きましたので３年ぶり
になります。越谷東ロータリークラブの例会、和気
あいあいの雰囲気の中に笑いもあり大変勉強になり
ます。
新型コロナ発生から２年半、今年はウィズコロナ
でクラブ活動が出来るものと確信しておりました。
越谷ロータリークラブの活動スローガンを「チャレ
ンジ&エンジョイロータリー」とし、積極的に活動
していきたいと思っておりましたが、新型コロナの
第７波感染拡大ということで、プログラムの変更を
決断せざるを得ない状況です。
新年度発足からあっという間のひと月ですが、小
林会長・北林幹事も大変なクラブ運営と察します。
とはいえ、楽しいクラブ運営を目指して頑張ってい
きたいと思いますので、越谷東ロータリークラブの
皆様、１年間よろしくお願いいたします。本日はど
うもありがとうございました。

皆様こんにちは。越谷ロータリークラブの幹事を
仰せつかりました中島と申します。越谷東ロータ
リークラブ様には、クラブをはじめメンバーの方々
に公私ともに大変お世話になっておりますこと、こ
の場をお借りしまして御礼申し上げます。
私は今回で３回目の訪問になります。毎回、壇上
前の特等席で和やかな例会を楽しませていただいて
おります。コロナ禍のハイブリッド例会、カメラが
多くオンライン参加者には臨場感が伝わり素晴らし
いことだなと感じております。
本年度、株竹ガバナー補佐並びに杉下ガバナー補
佐幹事には大変お世話になっております。第８グ
ループ合同事業のチャリティーコンサートでは、小
林会長・北林幹事とともに連携を深め、成功できま
すよう努めさせていただきます。
どうぞ１年間よろしくお願いいたします。

越谷ロータリークラブ 会長　増元　　晃 様 越谷ロータリークラブ 幹事　中島　雅樹 様


