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【式次第】 12:00～13:00 

1．司会進行                       寿原 裕美子    会員 

2．開会点鐘                       古山 真紀子  会長 

3．四つのテスト             光行 順子     会員 

 

4. ロータリーソング       「奉仕の理想」 

5．ゲスト・ビジター紹介       高橋 由珠    会員 

6. ニコニコ報告                        吉田 秀樹    会員 

7.  会長挨拶              古山 真紀子  会長 

前回のオープン例会お疲れさまでした。ありがとうございま

した。ゲストに加え地区の方々のメイクアップもあり大変盛

況だった。従来はコロナでスクール形式としていたが、「人

数が増えると活気が出る」と皆さん肌で感じて頂けたので

はないか。当日のゲストから 1名、ゲスト以外から 1名、既

に入会希望者が出ている。ご参加いただいた方々に対し

て、しつこくならない程度に勧誘へ繋げる為のフォローを

行なおうと思っている。今回ご紹介頂いた方以外にも、ロ

ータリーにご興味のある方がいれば、ゲスト ウエルカムデ

ーに関わらず、是非ご参加頂き、引き続き仲間を増やすよ

う頑張ってまいりましょう。 

 
今日、来年度 7月からの理事等を決める指名委員会が開

催された。指名された方のお名前を発表する。会長・吉田

会員、幹事・光行会員、会計・寿原会員、会長エレクト・藪

口会員、直前会長・古山会員。承認決定は 12月 1日の

年次総会で会員の皆様に諮る。今日から 12月 1日迄に

コメントがある場合、会長・幹事宛に個別にご連絡頂きた

く、よろしくお願い致します。 

 

 

 

今後の予定概要について 

 

11月 17日（水）に御茶ノ水 RCで私が卓話を行なう。ご興

味があればメークアップに一緒に行きませんか。吉田会

員・光行会員が現在参加予定。 

①以前の神田川に引き続き 11 月 27日（土）荒川で水辺

の清掃活動を行う。参加希望者は今週金曜日までに会長

宛に連絡を下さい。 

②11月 28日（日）新宿駅で献血活動が開催される。前回

は呼び込みを含め募集、今回は献血希望者のみが対象。

参加希望者は 17日迄に事務局宛にご連絡下さい。 

③12月 8日（水）ロータリー研究会の記念講演会がオンラ

インで開催。是非ご参加下さい。 

④12月 15日（水）は夜例会に決定。18時半開場、19時

開演で 2時間の予定。 

⑤来年 3月 3日（木）地区大会が開催される。原則全員

参加。お時間を作ってください。 

⑥4月 6日（水）帝国ホテル富士の間にて、12：30～13：30 

千代田 6 クラブ合同例会開催される。会費 4,000 円～

5,000 円。通常の 4,000 円を超えた部分は各自ご負担頂

く。良い機会ですのでお時間作っていただける様、お願い

致します。 

これ以外にも親睦を図っていきたい。 

 

 

8．米山奨学金授与       光行 順子    会員 

  張さんが欠席の為、次回持ち越し 

 

 

9．「ロータリーの友」を読んで 寿原 裕美子  会員 

 

10月は米山月間であり米山の記事が特集として載ってい

た。奨学生だけでなくロータリー学友の方からの投稿もあ

った。米山奨学生制度はもともと「東南アジアの経済的な

理由から日本に来ることができない人々を発掘しようとする

制度」であったが、2006年に制度が改変され「将来、日本

と世界の懸け橋となる人材を育成する為の制度」になっ

た。『素晴らしい目的ではあるが、当初の趣旨からは外れ

落選してしまう方々もいるのでは・・』という記事もあり考えさ

せられる。 

奨学生からは「当時親身になってくれたロータリアンがい

なければ、今の自分はいない。」「日本は第 2の故郷。」と

の喜ばしい記載もあり、ロータリーの精神が詰まった制度

だと思った。 

7月号を読んでの感想に丸の内の「５つの小」動画作成活

動に関して感想を投稿して下さった方がいた。動画の様

にマナーを守れば収束への道が開けてくると思います・・と

のご意見が掲載されていた。 

 

 

◇◆四つのテスト◆◇ 

１．真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 



プログラム委員会 

10．委員会活動報告        古山 真紀子  会長 

 

 

12月 1日年次総会で役員の承認を行うと同時に話し合い

の機会を設ける。年明けからの卓話者はまだ概ね決まっ

ていないが環境問題には引き続き取り組んでいきたい。前

期の卓話は普段はアンテナが伸びないようなジャンルの

方のお話も聞けたのでは・・と個人的には思っている。半

年間の卓話を通じ、皆さんのアイデアも広がったのではな

いか。年次総会では、皆様のお持ちの具体的なアイデア

（動物保護等の意見が既に出ている）を出して頂きたい。
活発なご意見をお待ちしている。楽しく、さらに親睦も勧め

ていきたい。 

 

 

11．幹事報告            鷲澤 充代   幹事 

 

2022年の 6月にロータリー国際大会が開催される。手元

のパンフレットに多彩なコースが紹介されている。過去ご

参加いただいた方からは、とても楽しいとのご意見もあるの

で、是非この機会にご興味がある方はご参加下さい 

 

 

12．イニシエーションスピーチ   

 

イニシエーションスピーチの依頼は以前から受けていた

が、なかなかタイミングが合わず、ようやく今回お話ができ

る機会を戴いた。今日は自己紹介と会社概要・施工実績

を皆さんにご紹介させて頂く。 

 

自己紹介：兵庫県に生まれ、ご紹介いただいたように先月

45歳を迎えた。  

好きな言葉として新入社員に伝える言葉は、 

実力の差は努力の差 

実績の差は責任感の差 

人格の差は苦労の差 

判断力の差は情報の差 

 

真剣だと知恵が出る 

中途半端だと愚痴が出る 

いい加減だと言い訳ばかり 

 

本気でするから大抵のことはできる 

本気でするから何でも面白い 

本気でしているか誰かが助けてくれる 

 

社員の誕生日メッセージカードにも記載している。 

 

以前、ソーシャルスタイルによる性格診断を行なった。 

5歳までに人格形成されるとする要素（基本的性格特性・

グラフ左部分）と、後天的な外部要因から変化する可能性

のある要素（ビジネス的性格特性・グラフ右部分）に分けて

表示されている。 

強味となる特性は、チーム志向の高さ、フットワークの軽

さ、誠実さ。安定性は低く落ち込みやすい傾向があるもの

の、回復力が高く復活も早いのが特徴。 

挑戦心が強く積極的前向きに取り組む。2009年に東京に

来たこと自体がそれを表している。 

ソーシャルスタイル分析によると、人は大きく次の 4つに分

類される。アナリティカル（分析・思考派/明智光秀）・エミ

アブル（温和・協調性/徳川家康）・エクスプレッシブ（直

観・感覚派/豊臣秀吉）・ドライバー（前進・行動派/織田信

長） 

自分が分類されるタイプ（エミアブル）は、エクスプレッシブ

やドライバーにはなり得るが、アナリティカル（論理的）には

なれない。比較的苦手と自身でも感じている。私の周りに

は性格特性的に自分を補ってくれるメンバーが自然と配

置されている。 

 

本社概要：ラッキー工芸株式会社 

兵庫県姫路市に本社。東京支社：品川区 大阪営業所：

淀川区 

工場は 3拠点、姫路市（第 1 工場）・加古川市（第 2・3工

場）、掲載写真は創業 1947年当時のもの。 

1969年設立。1998年の入社当時は 9名だったが、現在

は従業員：正社員 132名パートアルバイト含む：148名体

制。今期も 16名入社予定。 

子会社：設計デザインに特化している会社 

今期 40億を目指している。 

 

会社沿革：2008年プレナス社とのほっかほっか亭→ホット

モットへのブランド変更に携わったのを機会に売上が 10

億を超えた。それ以降人脈も広がり順調に売上も伸びた。

2008年がいわゆるターニングポイントと言える。 

2008年福岡に事務所を構えていたが、退去の際に思い

立って東京進出を決意する。2009年 6坪の事務所から始

まり、現在 25名に至る。当時リーマンショックによって良い

人材に巡り合い採用できた。2017年創業 70年にコーポ

レートロゴを変更。伝統を大事にしつつ、スピード感・躍動

感を感じさせるロゴマークに変更した。 

翌年 2018年に売上 30億を初めて超えた。 

2020年 7月に代表取締役社長に就任。2020年 12月ア

セアンに進出したいと考えバンコクに駐在所を設ける、

2022年の 2月に合弁会社を作る予定。 

 

施工事例 

物販：西松屋、パリミキ、ゼンショーホールディングス（指定

業者）、ダイソー、ココカラファイン、クスリのアオキ（建築内

装も含め）、ドンキホーテ、ワークマン、ハックルベーリー 

飲食：プレナス【ホットモット・やよい軒 MK】 トリドール【丸

亀製麺】 ゼンショー【はま寿司、ジョリ―パスタ、ビッグボ

ーイ、すきや】 

 

アミューズメント：ビッグエコー、まねきねこ、アンダーツリー 

 

施設：渋谷区役所、錦糸町駅、都営地下鉄大江戸線、渋

谷公会堂、アマダの事務所等 

 

内装：コスモ石油 のがみ ちゃんぽん亭（設計・内装・施

工）  

店舗・商業施設等、多岐に渡る。 

 

それでは動画をご覧ください。 

施工実績紹介ムービーの上映 （6分） 

ラッキー工芸 株式会社 

 

代表取締役社長 

    藪口 真太郎 会員 



藪口会員への質問 

 

これからの夢をお伝えください。 尾崎会員 

 

ラッキービジョンとして 2025年迄の事業計画を作成中。そ

の中の一つのテーマが「小さくても強い会社」を作る。商

社、工場、建築・内装 、サイン、アセアンの 5つの事業本

部制の組織体制へと変更。定量的には 2025年売上 60

億の目標値を金融機関・スタッフと共に共有化している。 

理念は「より良い製品とサービスを提供することで、お客様

を感動させる魅力的な会社を目指し、社員とその家族の

幸福と社会貢献を実現する。」これをさらに具現化する為

に、今業界では 5番目だが、最終的にはナンバーワン日

本一を目指したい。これがビジョン。 

 

 

東南アジアの中で何故進出国をタイにしたか。古山会長 

 

東京支店の課長職のメンバーから「タイに行きたいが、ラッ

キーも辞めたくない」との想いを聞く。アセアンにおけるラッ

キー工芸㈱の構想を彼が資料として作成してきた。「アセ

アンでラッキーをやりたい」との強い想いを知り、その想い

が嬉しくアセアン進出の拠点とする事を決定し、今に至

る。 

 

 

12．今後の予定          古山 真紀子 会長 

 

入社されて以来、組織規模が 9人から 140人へ、売上 10

億を 40億へと会社を大きくされた裏には大変なご尽力が

おありだったことでしょう。 

今後バンコクへ行かれるとのこと、是非バンコクのロータリ

ークラブに参加して、お友達を作られてください。 

ロータリー旗を作ってくださいましたこと、改めてありがとう

ございました。 

 

次回 11月 24日 例会卓話者の紹介 

自身の息子が障害者。障害者でも生活できる賃金をもら

える企業を作る・・という熱い思いを持って取り組んでい

る。チョコレートもとても美味しい。 

 

 

 

 

 

 

13．閉会点鐘  古山 真紀子 会長 

 

 

14．写真撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 24日 

第 88回例会 

通常例会 

卓話：一般社団法人 AOH 代表理事 

伊藤  紀幸 様 

12月 1日 

第 89回例会 

年次総会 

来年度役員承認・後期取組内容の検討 

12月 15日 

第 90回例会 

 

夜例会  

卓話：看護師 

中條 ゆり 様 

創立日： 2017年 7月 24日 

認証日： 2018年 2月 26日 

認証式： 2018年 5月 28日 

事務局： 東京千代田区丸の内 2-3-2  郵船ビル 1F 

TEL：+81 3-5533-8846 

E-mail: marunouchi-rc@outlook.jp(事務局：桑原奈知子) 

URL： https://www.tokyomarunouchi-rc.com/ 

例会日： 第１・第３ 水曜日 

12時 00分 - 13時 00分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 


