
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1408回 （本年度 3回） 

平成 29年 8月 3日（木）  
 

点  鐘  高瀬 建夫  会 長 

司  会   工藤 和弘  会場監督 

斉  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 戸張 裕康 親睦･出席委員長 

欠席者：今井会員、河合会員、髙木会員、内藤会員、 
 

お客様紹介 高瀬 建夫  会 長  
 

 王  妙涓 様（台北 Laving ＲＣ） 
 船木 拓志 様（横浜西ＲＣ） 
 中村 利之 様（横浜ＲＣ） 
 峯岸 雅宏 様（川崎北ＲＣ） 
 

会員お祝い おめでとうございます♪  
工藤 和弘 会員（S37.8.11生） 

江口   進 会員（S39.8.20生） 

髙木謙太郎 会員（S57.8.31生） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ニコニコ報告  宮崎 玲児 親睦委員長  
◆王 妙涓 様（台北 Laving ＲＣ） 
 いつも友好させていただきありがとうございます。 
 これからも台北 Lavingクラブよろしくお願い申し 
上げます。 

◆船木 拓志様（横浜西ＲＣ） 
 本日は卓話お招き頂きまして誠にありがとうござい

ます。全力でお話しさせて頂きますので宜しくお願い
します。  

◆中村 利之 様（横浜ＲＣ） 
 船木さんのゲスト卓話聞きに伺いました。楽しみです。
お世話になります。 

◆峯岸 雅宏 様（川崎北ＲＣ） 
 本日はお世話になります。 

◆高瀬 建夫 会長 ・河合 束 幹事 
 暑い暑いと言っても来週の月曜日は立秋です。 
もう少し頑張りましょう。 

 船木拓志様、今日はありがとうございます。 
 楽しみにしております。  

◆市川 功一 会員 
 横浜西クラブの船木様、本日はよろしくお願い致しま
す。また国際奉仕委員会でいつもお世話になっている
中村様、わざわざ今日はありがとうございます。 

 いつもピアノでお世話になっている島末さんが素晴
らしいＣＤを出しました。是非皆さま購入してお聴き
ください。 

◆ＳＡＡ一同 
 梅雨明けしてこれからが暑さ本番です。体調管理をき

ちんとして暑い夏をのりきっていきましょう。 
高校野球（夏の甲子園）も始まりますね。 

◆親睦委員会一同 
 地元、新城神社で盆踊りを昨日からやっております。

歌手の「市川由紀乃さん」も来て頂き盛り上っており
ます。台風も来そうな感じですので、被害が出なけれ
ば良いなと思います。また 8/8 広島、8/9 長崎の原爆
の日です。改めて御冥福をお祈りします。  

「みんなニコニコ」  
暑いけれど頑張りましょうということで･･･ 
小泉 正博 会員・徳安 久是 会員・山本 剛 会員 
江口  進 会員・島田 叔昌 会員・若狭 滋則会員 
堤  研司 会員 

 

委員会報告  小林 正樹 研修委員会副委員長  
今年度、第 1回目の研修委員会を 31 日都倉会員のご自

宅で行います。卓話者として川崎西 RCの三間様を予定

しております。研修会の前に食事をしたりして研修時間

は 7時から 8時を予定、その後懇親会がございます。 

出欠席の詳細は月中ごろに FAXさせていただきます。 

奮って皆様のご参加をお待ちしております。 

三間様のお話、非常に貴重だと思います。是非ご参加お

願い致します。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 ２２名 ６名 ８４.６２％ 

前々回(7月 6日) 欠席 5名 Make up 2名 ９２.５９％ 

ニコニコボックス 本日 25,500 円 累計 71,500 円 

記念日ニコニコ 本日 15,000 円 累計  15,000円 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『ロータリー：変化をもたらす』 Rotary：Making A Difference 

ＲＩ会長 イアン・ライズリー 第２５９０地区ガバナー 湯川孝則 



卓 話 船木 拓志 様（横浜西ＲＣ 幹事） 

ウォーターワン株式会社 代表取締役 
『水のごとく変化する環境に順応して 20年 

          ～その成長の軌跡と経営哲学』 
 

1996年にウォーターワン

株式会社を設立して21年目

になります。まず会社名の

由来ですが、兵法の中に水

の章があります。基本的に

水は勢いがあり何にでも強

い。そして水は、どんな形

の器にも適応できる。即ち

環境の変化に順応できるということです。会社を起ち

上げる時、29歳。存続できる会社を作りたいと思いま

した。存続する為に何が必要なのか。世の中の流れに

適応していける会社をと思いウォーターワンという社

名にしました。 

弊社の事業内容を簡単に説明いたします。最初に始

めたのが移動体事業、携帯電話です。今では誰もが持

っていますが、当時はポケベル、携帯電話はとても大

きく誰も持っていない頃に参入しました。携帯電話が

普及し始めたらこのビジネスは終わるとよく言われま

した。現在は顧客満足に特化したサービスが求められ

ており、今後はキャリアショップの権利取得が拡大の

鍵になると思われます。次に介護事業です。20年位前

はまだ介護という言葉自体の知名度は低かったと思い

ます。2000年民営に開放され、最近ではデイサービス

の車をよく見かけるようになりました。介護事業とい

うのは 38種類くらいありますが、デイサービス分野に

特化しようと参入しました。次に障害児支援事業です。

放課後等デイサービスという言葉をご存知ですか？障

害のある子供たちが学校の授業終了後に通うという居

場所機能等を備えた福祉サービスです。そしてコール

センター事業。コールセンターは横浜、和歌山、八戸

にあります。和歌山と八戸は企業立地協定により開設

しました。それから社長室というのもやっていて、新

しいビジネスを創造するという事業です。例えばデコ

レンタといって電気自動車による広告宣伝カーを市長

選や川崎競馬等で使っていただいています。またフィ

リピンのダバオで不動産仲介業も行っています。以上

がざっくりとした事業内容になります。 

ここからは起業についてお話ししたいと思います。

学生時代、世界を見てみようと思い 1年間休学してバ

ックパーカーをやっていました。ヒッチハイクをしな

がらアメリカ、中米、南米を回り世界はもの凄く広い

と思いました。帰国後、自分は何を目指すのか、入社

した会社でトップを目指すのか、自分で会社を作るの

か。考えた末、自分で会社を作ろうと思いました。し

かし経済がどう動いているのか、市場のルールもわから

ない、敬語も使えないと思い、3年間だけどこかに働こ

うと思い就職活動を行いました。結局、友人が働いてい

る川鉄商事に就職することができました。ここでは 4

年半働きました。そして起業のきっかけは知合いに誘わ

れた起業セミナーです。そこでカラオケボックスのオー

ナーに出会い、瀬谷区にある居酒屋併設のカラオケ店の

店長をやることになりました。その店舗は毎月赤字。ア

ルバイトは 30人程いましたが、笑いもしない金髪女性

店員、鼻にピアスといった個性的な面々。バックヤード

では人生ゲーム。クーラーからは水漏れ。隣の居酒屋の

サラダバーは埃まみれ･･･。そこでオーナーに許可を得

て全員面接を行いました。自分は人生を賭けてここを立

直しにきている。辞めるか、一緒に働くのであれば自分

と同じ方向を向いて働いてほしいと選択を迫りました。

結果、意外なことに皆このままではいけないと考えてい

て 1人を除く全員が残りました。そこからキャンペーン

を掲げ、アルバイト全員でビラ配りをしました。今まで

接客をしなかった子が自分達の配ったビラでお客様が

来店されるということに感動し、接客にも心がこもって

きました。お客様ノートというものを作成し、クレーム

等を読み、その日の内に赤字で対処法を記入しすぐ対応

する。8月から働き 9月の最初には黒字になり 3月迄に

1000万円程稼ぎました。そんな時、オーナーから携帯

を売ってほしいと頼まれました。そこでオーナーに許可

を取りウォーターワンを起業しました。昼間は携帯を売

る会社、夜はカラオケ店の店長として働きました。深夜

のカラオケ店は大学生のバイトが多く、戦略室として、

経営について、どうすれば良くなるのか等よく話をしま

した。その時の大学生を含む 3人がウォーターワンで社

長をやり、1人は顧問弁護士です。縁というものを強く

感じました。 

我が社の文化はかなりユニークだと思うのでいくつ

か紹介します。ウォーターワンメッセージ、これは給料

袋に自分の思いを必ず入れます。デッドラインミーティ

ング、計数会議を四半期に一回行います。ウォーターワ

ンプレスといって、社内の一体感を高めるため毎月社内

報を作成しています。プルチーニ研修・プリマヴェーラ

研修、これは１、2年目の社員は必ず山歩きを行います。

一緒に汗を流すということで結束力が深まるので自分

も毎年参加しています。ウォーターワンの思考回路とい

って、仕事をする上での礼節やスピードが大事だとか必

ずメモをとるなど、まだまだたくさんあります。最後は

駆け足になってしまいましたが、少しでも皆様の参考に

なり、熱量が伝わればと良かったかなと思います。本日

は有難うございました。 

 

 
 



理事会議事録 （8 月 3 日開催）  
１．会長案件 
 ①第2グループ新会員研修会 

8月23日(水)17：00～ メゾン･ド･バッハ7階 
入会3年未満の会員 出欠確認中  

②早朝例会費用について  

1回5千円アップのリクエストが精養軒からあり。 

朝の会場設営準備費用とのこと。状況をみる。  
③九州北部豪雨 被災地支援：ボックスを受け付けに置
いて、自主的に寄付。個別には収集しない。  

④ 青少年交換学生受入の件 

 ◇説明会 ：8月5日(土) 14：00-16：00  
於:泉谷寺 小机幼稚園  

※出席予定：河合･市川･徳安 
◇来日予定：8月9日(水) 羽田着12：55  
※お迎えの予定：河合･徳安･都倉さんと直子さん 

 ◇8月30日(水)16：00 橘高校オリエンテーション 
◇歓迎会は、有志で昼開催等で検討。  
最初の例会参加日の調整。 

◇地区からの連絡方法等の確認  
地区→事務所→会長・幹事・HF・カウンセラー 
山寺委員→カウンセラー→交換学生     
カウンセラー→事務局→会長・幹事・HF  

⑤川崎市市民スポーツ室より、ボッチャの選抜関東大
会への援助の依頼 2018年2月3日-4日 川崎市ス
ポーツ文化総合ｾﾝﾀｰで開催。 今後検討。  
例会終了後打合せが行われます。 
 

２．クラブ奉仕委員会より 
 ①プログラムについて（資料）承認 
②8月31日(木) 研修会開催  
卓話者：川崎西RC 三間悌司様を予定 
18:30～18:50 食事   
19:00～20:00 卓話時間（約１時間予定）  
20:10～懇親会 
三間さんへの御礼 交通費5千円＋ボールペン  
当日参加者でお弁当希望者は1000円。 
おつりはニコニコ処理。 

③卓話の御礼について、過去の事例、他クラブの状況
などを踏まえた結果、今後の大原則として 

・対ロータリアン：交通費5千円＋記念品（ボールペン） 
・対外部招へい：原則現金1万円（人や職業で適宜判断） 
＋菓子折り  

   
３．職業奉仕委員会   
3月15日開催予定のクラブフィーラムを8月に提案予定  
 

４．社会奉仕委員会 
 ①社会を明るくする運動への協賛は、継続を了承。 
 ②中原防犯協会へ防犯ネット寄贈の件  

継続（100円／個 ×500個）を了承。 
 

５．国際奉仕委員会  
11/2（予定）移動例会  

ドイツ大使館訪問（別紙参照）を了承。 
  

６．青少年奉仕委員会より 
  交換学生岩木さんからのレポートの内容が素晴らし

いので、他クラブにも回覧するよう、小冊子にする
ことを原則了承。問題となる予算繰りについて２案
を今後検討。 
１）会長幹事会で出資をお願いしたらどうか？  
２）クラブ内で調達する 
 

７．その他 
 ①ロータリー情報冊子（ハンドブックなど）を購入する

ことに決定。  
②川崎北RC作成のロータリー読本のコピー（川崎北RC
の了承を得たうえで）を、入会5年未満の会員に配布
することが提案され、了承。  

③指名委員会委員の選任。2名補充の候補として、 
徳安氏、宮崎氏を指名することが提案され、了承。 
 

会長報告 高瀬 建夫 会長（８月２４日分） 
 
１．当地区パストガバナー(2003-04 年度)成田行雄様

（川崎南 RC）が、8月 15日にご逝去されました。 
  故人のご冥福をお祈りし、ここに謹んでお知らせ申

し上げます。 
 
２．第 2回会長･幹事会開催の案内が届いております。 
  2017年 9月 6日(水) 場所：クイーン･アリス日吉  
 

３．8月 3日の例会で皆様にご協力をいただきました 

「九州北部豪雨 被災地支援への募金」の金額は、

16,810円 となり地区宛に送金済みです。 

ご協力に感謝いたします。 
 
幹事報告 河合 束 幹事（８月２４日分） 
 
１．地区からの来信 
①青少年交換学生帰国報告会 並びに 来日学生歓迎 
 会のご案内が届いております。 
日時：2017年 9月 2日(土)  

14：00～16：45 17：00～18：30   
場所：泉谷寺 小机幼稚園 
 

②米山奨学委員長会議開催の案内が届いております。 
 日時：2017年 9月 5日(火) 15：00-17：00   
場所：メモワールプラザソシア２１ 

※徳安委員長、ご出席お願い致します。 
 

③ﾛｰﾀﾘｰ財団セミナー開催のご案内が届いております。  
 2017年 9月 14日(木)15：00-17：30   
 場所：メモワールプラザソシア２１ 
※出席依頼：会長・財団委員長 
 
④地区大会のパンフレットが届きましたので、本日 
お渡し致します。 
日時：2017年 11月 10日(金)-11日(土)  
場所：パシフィコ横浜 
 

⑤地区大会記念「ポリオ撲滅チャリティディナーショ 

ー」のご案内が届いております。 

 日時：2017年 10月 4日(水) 18：00開宴 

 場所：横浜ロイヤルパークホテル宴会棟 3F「飛翔」 

参加費 15,000円 申込期限 9月 15日 
 
⑥地区大会記念「九州北部集中豪雨被災地支援チャリ 

 ティゴルフ大会」のご案内が届いております。 

 日時：2017年 10月 16日(月)   

場所：磯子カンツリークラブ  

申込･送金締切：9月 15日 
 

⑦国際奉仕委員会ホームページ開設の 

 当地区国際奉仕委員会のホームページ開設のお知

らせと情報提供の依頼が届いております。 

URL：www.2590int-ser.com  HP 開設には､当ｸﾗﾌﾞ

市川会員が尽力されました。是非ご覧下さい｡ 

http://www.2590int-ser.com/


・クラブの国際奉仕活動についての掲載記事募集 

・掲載済の国際奉仕活動レポートの更新情報提供依頼 

・「お知らせ」欄への情報提供依頼 
 
⑧前回の例会で、ＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研 

究会）開催のご案内をポスティングさせて頂きました。 
 日時：2017年 9月 10日(日) 8：30～16：30   
場所：聖光学院中学高等学校 ※参加者募集中 
 

２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎鷺沼 RC  

8 月 30 日(水) とうふ屋うかい鷺沼店 点鐘 18：00 
例会後､納涼会 ﾆｭｰﾖｰｸｺｰﾋｰ  

●新川崎 RC  
8 月 30日(水) 休会 
9 月 13日(水) 移動例会「桜苑」  点鐘 18：00 
9 月 27日(水) 移動例会「わん」  点鐘 18：00  

例会後､ミューザにてコンサート鑑賞 
●川崎幸 RC  

9 月 8 日（金） 移動例会 第二川崎幸クリニック  
川崎幸 RC展 点鐘 12：30 

 
３．他クラブ会報の回覧  本日は、ございません。 
 
４．川崎幸 RCより創立 45周年記念誌をお送り頂きま 
  した。 ※回覧します。 

 

 
青少年交換学生のアレン君が、 
8 月 9 日 羽田空港に無事到着しました！ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

河合会員御夫妻・カウンセラー徳安会員 

青少年奉仕副委員長 都倉会員親子 

台湾から帰国したローテックス多胡さん 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ホストファミリー河合会員御夫妻  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【プログラムの予定】 
 

8月 24日(木) 精養軒 点鐘 7：30（早朝） 

 
クラブフォーラム(青少年奉仕) 
2016-17青少年交換学生 
岩木みすずさん 帰国報告 

8月 31日(木) 
研修会開催 18：30～20：00 

メゾン･ド･バッハ ７階（宮崎台駅） 

 卓話:三間悌司様（川崎西 RC） 

9月 7日（木） 精養軒 点鐘 12：30 

 
理事会・会員お祝い 

入会卓話：坂本耕一会員 

9月 21日(木) 精養軒 点鐘 7：30（早朝） 

 

クラブ奉仕委員会報告 

若狭クラブ奉仕委員長 
 
卓話：児童養護施設 新日本学園 

副園長 三浦崇志様 


