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 会長挨拶 会　長　森藤　恵二

NO.35

　みなさんこんにちは。先週の日曜日に開催されました
千本をよくする会の総会では多くのクラブメンバーにご出
席いただき、ありがとうございました。残念ながら雨のた
め、清掃作業は中止となりましたが、晴天であれば桐陽
高等学校のインターアクトクラブのメンバー10名も参加
していただく予定でした。桐陽高等学校インターアクトク
ラブの積極的な活動については、スポンサークラブとし
ても大変頼もしく思っております。今後も合同で活動でき
る計画を組んでいきたいと考えておりますので、皆様もぜ
ひ参加いただけるようお願いいたします。
　研修バス旅行も17名の方に参加していただきました。
川越の散策も、酒造の見学も、皆様と楽しく過ごすこと
ができました。来年度も楽しみにされているメンバーが
多いと思いますので、継続して実施していきたいと思いま
す。
　先週から新しいテーブルとなりました。今年度最後の
テーブルですので、みなさんに楽しんでいただければと
思います。テーブル会にもお誘いいただければ参加した
いと思います。皆様のご協力で私の年度も残すところあ
と3ヶ月となりました。例会の運営も慣れてまいりましたの
で、残り3ヶ月を皆様と一緒に楽しんでいきたいと思います。
　本日からゴルフの4大メジャーの1つマスターズが開
幕いたしました。私はジェイソン・デイ、妻はビクター・
デュビッソン、娘はアダム・スコットの大ファンです。松
山選手にも日本代表として頑張ってもらいたいと思います。
1日目のトップは6アンダーで前回優勝者のジョーダン・
スピースです。毎日寝不足の日が続くこととなりますが、
仕事とロータリー活動に支障がないよう楽しくテレビ観
戦を楽しみたいと思います。

ビジター  山本　倫弘君（沼津北）

欠席者（4名）
高地君、鈴木君、渡辺（芳）君、
山本君
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4月15日（金）
　地区研修・協議会報告①
 次年度委員長

配偶者誕生日　能見美由紀様（哲理君）

4月22日（金）
　地区研修・協議会報告②
 次年度委員長

峯村君…4/6、お天気にも恵まれ研修旅行に行って
まいりました。皆様のご協力、ありがとうございました。
森藤君…峯村委員長、楽しい研修旅行ありがとうご
ざいました。
奥村君…雨の朝、第53回総会ご出席の皆様ありが
とうございました。
積君…ＲＩ規定審議会出席のため明日シカゴに向
けて成田を出発します。1週間カンヅメになるので
少しブルーです。
杉山君…先日のバス旅行、皆様に大変お世話にな
りました。楽しい旅でした。
渡邊（洋）君…峯村さん、楽しい日帰り研修旅行あ
りがとうございました。副委員長なのに何もお手伝
いせず、すみません。

１ ．例会変更のお知らせ
　長　　　泉…4/27（水）は4/22（金）早朝例会
　富　　　士…4/20（水）は夜間例会＠遊々庵
　　　　　　　5/4（水）は祝日休会
　　　　　　　5/25（水）は夜間例会　伊豆長岡
　御　殿　場…4/21（木）は例会場変更
　　　　　　　4/28（木）は例会場変更
　富 士 宮 西…4/29（金）は特別休会
　沼津柿田川…5/2（月）は裁量休会
　　　　　　　5/16（月）例会変更
２ ．4/10（日）地区研修・協議会（in静岡）
　⇒ 沼津駅北口ロータリー8:20集合（朝食のご用
意はありません）・13名出席予定

　⇒ 地区研修・協議会報告書作成と発表のお願い
を該当者にポストイン

３ ．2016-17年度事業計画書原稿作成のお願い
　⇒該当者にポストイン
４ ．4/23（土）米山梅吉記念館春季例祭＠米山梅
吉記念館ホール14:00～

　⇒参加希望の方は事務所までご連絡ください
５ ．「緑の羽根募金運動」への協力（「千本をよく
する会」より￥5,000送金）⇒緑の羽根配布

イニシエーションスピーチ
 会　員　　長橋　秀行君

卓話

　昨年11月に入会させていただきました沼津リバ
ーサイドホテルの長橋です。
　以前から皆様の例会にはサービスするスタッフと
してお付き合いさせていただいておりましたので、
例会って何するところ？程度の知識はありますが、
それ以外はまだまだ分からないことだらけですので
今後ともご指導くださいますようお願いいたします。
　私の生まれは隣の富士市で高校は富士東高校と
いう新設校でした。私の代が2期生になります。将
来どんな職業に就いたら良いのか適性検査というも
のを何度か受けたのですが、その結果はいつも物
作りの仕事が向いていて、対人や接客等とにかく人
と接する仕事は最低評価でした。その頃は別の職
業を目指しておりまして武蔵工業大学建築学科とい
う大学に進んだのですが、その頃の趣味といえば
旅行でして、それも一人旅で歩くことでした。その
頃はユースホステルという若者が3,000円程度で安
く泊まれる施設が日本中（世界中）にありましたので、
そこを利用してなるべく長く一人旅をすることが趣味
だったんです。旅行中にお手伝いする機会があり、
いわゆるホテルのフロントのような仕事をしたので
すが、人に喜んでいただくことが自分の喜びにつな
がることを体験しました。これだ！とその時思ってし
まったんですね。これを仕事にしようと決めてしまっ
たんです。高校の適性検査のことはすっかり忘れて
いたんですね。もうこれしかない！という位にその
時思ってしまったんです。
　対人能力が非常に低い私がホテルという対人能

力を求められる仕事に就いてしまったので、そこか
らは大変な思いをしながら覚えていった記憶があり
ます。ただし、なぜかそれまでのようにちょっとでも
イヤならすぐにやーめたとは考えなかったんですね。
不思議なことになぜかホテル業をやめるという選択
肢は頭の隅にも考えなかったんです。
　そんなスタートから紆余曲折していつの間にかこ
のホテルの副総支配人に至っております。まだまだ
道半ばではありますが、ここまで来れたのもお客様、
共に働いてくれたスタッフのおかげです。地域に貢
献するホテルとしてお役に立てるよう研鑽してまいり
ますので、今後ともご指導のほどよろしくお願い申し
上げます。

日帰り研修旅行
～川越蔵作りの町並みとの旅～

2016年4月6日（水）
　埼玉・川越の蔵作りの町並みを散策し、明治
42年創業の歴史ある割烹料理店「割烹 福登美」
で昼食後、鈴木酒造株式会社にて酒造見学とい
う趣ある研修旅行となりました。

参加者　實石君、峯村君、峯尾君、三好君、
森藤君、大友君、向坂君、清君、杉山君、塚
本君、内田君、渡辺（雅）君、渡辺（洋）君、山
口君、吉野君、杉山八千代様、渡邉久代様
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千本をよくする会の総会では多くのクラブメンバーにご出
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幕いたしました。私はジェイソン・デイ、妻はビクター・
デュビッソン、娘はアダム・スコットの大ファンです。松
山選手にも日本代表として頑張ってもらいたいと思います。
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 次年度委員長

配偶者誕生日　能見美由紀様（哲理君）

4月22日（金）
　地区研修・協議会報告②
 次年度委員長

峯村君…4/6、お天気にも恵まれ研修旅行に行って
まいりました。皆様のご協力、ありがとうございました。
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　　　　　　　4/28（木）は例会場変更
　富 士 宮 西…4/29（金）は特別休会
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　昨年11月に入会させていただきました沼津リバ
ーサイドホテルの長橋です。
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してお付き合いさせていただいておりましたので、
例会って何するところ？程度の知識はありますが、
それ以外はまだまだ分からないことだらけですので
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　私の生まれは隣の富士市で高校は富士東高校と
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来どんな職業に就いたら良いのか適性検査というも
のを何度か受けたのですが、その結果はいつも物
作りの仕事が向いていて、対人や接客等とにかく人
と接する仕事は最低評価でした。その頃は別の職
業を目指しておりまして武蔵工業大学建築学科とい
う大学に進んだのですが、その頃の趣味といえば
旅行でして、それも一人旅で歩くことでした。その
頃はユースホステルという若者が3,000円程度で安
く泊まれる施設が日本中（世界中）にありましたので、
そこを利用してなるべく長く一人旅をすることが趣味
だったんです。旅行中にお手伝いする機会があり、
いわゆるホテルのフロントのような仕事をしたので
すが、人に喜んでいただくことが自分の喜びにつな
がることを体験しました。これだ！とその時思ってし
まったんですね。これを仕事にしようと決めてしまっ
たんです。高校の適性検査のことはすっかり忘れて
いたんですね。もうこれしかない！という位にその
時思ってしまったんです。
　対人能力が非常に低い私がホテルという対人能

力を求められる仕事に就いてしまったので、そこか
らは大変な思いをしながら覚えていった記憶があり
ます。ただし、なぜかそれまでのようにちょっとでも
イヤならすぐにやーめたとは考えなかったんですね。
不思議なことになぜかホテル業をやめるという選択
肢は頭の隅にも考えなかったんです。
　そんなスタートから紆余曲折していつの間にかこ
のホテルの副総支配人に至っております。まだまだ
道半ばではありますが、ここまで来れたのもお客様、
共に働いてくれたスタッフのおかげです。地域に貢
献するホテルとしてお役に立てるよう研鑽してまいり
ますので、今後ともご指導のほどよろしくお願い申し
上げます。

日帰り研修旅行
～川越蔵作りの町並みとの旅～

2016年4月6日（水）
　埼玉・川越の蔵作りの町並みを散策し、明治
42年創業の歴史ある割烹料理店「割烹 福登美」
で昼食後、鈴木酒造株式会社にて酒造見学とい
う趣ある研修旅行となりました。
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