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2017-18 年度  RI 会長：イアン H.S.ライズリー／ ガバナー：細井保雄／会長：石渡健司／ 幹事：小松和弘  

クラブ会報委員会  委員長：小澤照章／例会日：木曜日  午後 12:30 開会／会場：ベルヴィアイトピア 

 

第 2,531回 4月第 4例会 4月 26日（木） 

[ 山田美樹氏（行田市出身）卓話例会 ] 

●点鐘        石渡健司 会長 

●ロータリーソング・四つのテスト唱和 

●会長の時間 石渡健司 会長 

●幹事報告 小松和弘 幹事 

●委員会報告 

●結婚祝い・誕生祝い 

●Rの友 読み処紹介 

●山田美樹氏 卓話 

●出席奨励・スマイル委員会 

●点鐘   石渡健司 会長 

 

点 鐘 

 

会 長 の 時 間 

 

            石渡会長 

１，皆さん今日は、いかがお過ごしでしょうか。 

２，５月４日台北城中ロータリークラブ３１周年記念大会に、 

山本憲作副会長、稲垣功一副会長、世界奉仕副委員長並

びに姉妹クラブ委員  齊籐恭一 

山田晃委員、小松幹事、会長石渡と６人で、行ってきます。 

台北城中ロータリークラブとの姉妹クラブは。１９９６

年１０月５日、当時の 清水会長のもと山田会員のお骨折

りによって 30周年 の記念式典で友好クラブの締結をさ

れ早２２年経ちました。その間多くのメンバー同士の交

流によって友情が築かれました。これは日本国と中華民

国の相互の友好に寄与していると思います。 

３，次に報告になりますが、社会奉仕委員会南川委員長に

おいて、以前より課題となりました発達障害の早期発見、早

期療育について、「幼児期の発達障害に気づいて育てる完

全ガイド」を贈呈の計画を行田市と調整中であります。ご承

知おきください。 

４，あの吉田兼好法師の 

「つれづれなるままに、ひぐらし、硯に向かひて、心に移りゆ

くよしなごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやうしこそも

のぐるほしけれ。」 

徒然草の一説に、「人は、おのれをつつましやかに簡素倹約

を心がけ、おごりを避け、財産を持たず、名誉や利益をほし

がら無い態度が立派であろう。昔から賢人が、富裕であるこ

とはめったにない。」 

私たちは、日頃経済活動の中で、忘れがちな自らの人生を

もう一度見直すことも必要ではないでしょうか。そうした心が

けも大切です。 
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来訪者紹介 

 

本日の来訪者 

アマゾンジャパン人事部 山田美樹 様 

山田美樹さんの お父さん   山田 武様 

幹 事 報 告 

 
小松幹事 

本日は山田美樹さん、お父様、ご来訪ありがとうござい

ます。卓話、楽しみにしてきました。よろしくお願いし

ます。 

先日は、親睦旅行、お疲れ様でした。 

それでは、幹事報告をいたします。 

 

１. 5月 4日は台湾城中ＲＣの 31周年記念式典が開催さ

れます。会長、幹事、山本副会長、稲垣副会長、斉藤

恭一世界社会奉仕副委員長、山田会員の 6 名で参加

してきます。 

 

２．６月２日の白河ＲＣ60周年記念式典は日帰りでバス

を手配予定です。６月１６日の桑名北 20周年記念式

典は日帰りで新幹線での移動です。ご案内の FAXを

流しましたので、ご参加よろしくお願いします。 

 

３．5 月 12 日は白河ＲＣ60 周年記念事業としまして、

18時 30分よりマンドリンの演奏会が開催されます。

ご参加できる方は、事務局までお知らせください。 

 

４．来週５月３日は休日のため休会です。次回は 5月 10

日アイトピアでの通常例会です。理事会も開催され

ます。理事の皆様よろしくお願いいたします。 

 

以上です。ありがとうございました。 

結婚祝い 

 

           大久保会員 

 

結婚祝い挨拶     大久保会員   

  

誕生祝い 

 

石渡会長   斎藤会員  小松幹事  

 

誕生祝い挨拶        斎藤会員 
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委 員 会 報 告 

 

岡田委員  

結婚記念撮影まだ行っていない方は、5 月 15 日までに予約

をお願いします。 

R I読み処紹介 

 

ロータリーの友委員会   高橋委員長 

P3 RI会長メッセージ  “地球にはロータリーが必要です“ 

環境問題は重点分野の全てに深く関係しており、ロータリ

ーが黙視するわけにはいかない問題です。公害は世界中の

人々の健康を脅かしテいます 

P16 海外メイクアップ事情とお勧めツール 名古屋和合 RC 

 「ロータリアンであれば誰でもどのクラブの例会にも出席する

権利がある」。これはロータリアンとしての楽しみの一つです。 

P65 ダウン症の娘と共に生きて 久が原書道教室主宰 金澤泰子 

今から 5から 6年前、ダウン症のことを分かっているのかどうか、

恐る恐る聞いてみ見ました。娘は「書道がうまい人かな？」といいま

した。そのくらいにしか、思っていなかったのです。翔子にとって、ダ

ウン症はちっとも苦しいことではなかったのです。 

“純度の高い魂、心の優しさ、生き方が感動を呼ぶ書を生む“ 

P51 卓話の泉 “司会のワンポイント“ ピュア代表 宮内ゆり子 

マイクを使って、司会の声をより届けやすく、聞きやすくす

るためには、おなかから声を出すことが大切です。 

山田美樹様紹介 

 

職業奉仕委員会     野口委員長 

 

山田美樹様紹介    小沢 瑛会員 

山田美樹様 講師紹介（行田市出身） 

 老本幼稚園⇒行田市立東小学校⇒行田市立長野中学校

⇒埼玉県立熊谷女子高等学校⇒上智大学比較文化学部

（現国際教養学部）卒業 

東京や海外で、国際色豊かで様々な文化を持った人たち

と働くことを目標にしていた山田講師は、上智大学を卒業後、

オックスフォード大学院へ留学。大手外資系グローバル企業

で働く中で触れ合う第一線で働く方々から得た「働き方」を通

じて、ビジネスプロフェッショナルとして身につけておくべき行

動・習慣を学びます。 

卓   話 
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山田美樹様 組織・人材コンサルタント/働き方エバンジェリスト 

所属：Amazon(外資系 IT・ハイテク企業)シアトル本社 直轄 Global 

Talent Management ＆Organization Development Manager         

Ambassador 

「みなさんの会社でも明日から出来る！ 

外資系トップ企業で実践している、人材育成・活用法」 

・「働き方」 改革の時代：Amazon 社内のホットトピック  

現状憂いている問題 日本の人口減少、市場の縮小、人手不足 

雇用・働き方へのインパクト 仕事を機械・人工知能（AI）に手って

変わられる ・・・人間にしか出来ない仕事って・・・・・・・ 

外国の市場に出て行く、外国人と雇用機会を奪い合う・・・グローバ

ル人材ってやっぱり英語なの・・・・・・・・ 

ワークライフバランス（育児・介護・余暇・副業）の担保 

“ＡＩは仕事を、変化させる” 

より効果的に処理できる。より付加価値の高い業務に集中

できる。 人にしか出来ないこことは、なんだろうか・・・・ 

とりあえず、あと暫くの間、ＡＩより人間の方が得意そうなのは 

 ・ＡＩをどう活用するか仮説を立てる。（事業開発） 

 ・ＡＩ自体を開発する。（技術） 

 ・データーの蓄積からでなく、飛躍的な面白いアイディアを

だす。 （クリエイティブ） 

 ・ヒュマンタッチの感動体験を提供する。 （サービス） 

ＡＩ の特徴 

・膨大な事例・データーを学習するスピードは速い   

・しかし、学習したことしかアウトプットできない。 

ＡＩに学ぶ、学習を加速させるコツ 

・質の良い経験と特定領域に集中 

・短時間に、圧倒的な量 

・継続的な学習（知識的のアップデート、知識を多様化する 

・これまでに、グローバルレベルでトップクラスの企業の、そ

の中でも高い成果をたたき出し続けるハイパフォマンス人材、

一万人以上を観察分析してきました。 

・ＡＩ時代にも生き残れそうな人材と、グローバル環境で生き

残れそうな人材に共通点があります・ 

 
“不確実で、変化の速く、複雑な環境（ＶＵＣＡ Ｗｏｒｌｄ）への適応力” 

「組織経営のポイント：強みのデーターベース化」 

人材マップを作る 

●各社員の強みプロフィール、これまでの経験をデーターベース化

（紙・ワード・エクセル・クラウドシステム等） 

●会社の人材の状況を可視化（社風がわかる） 

●事業計画⇒必要な人的資源・強み⇒現状とギャップの洗い出し

⇒足りない強みの補充計画（採用・育成） 

●新規事業の立ち上げ・抜擢人事の祭に、どの強みを優先するか。 

  ・ハードスキル（技術・知識）はすぐにキャッチアップできるが、強

みはすぐに作れないので、外から採用する方が早い。 

 ・能力の 1.5 倍以上の抜擢はつぶれるリスク代（少し背伸びすれ

ば達成できる 1.2倍のイメージ） 

 ・上司の評価＜顧客が求めているもの、評価するもの 

「やりがい・生きがい」 創造のフレームワーク 

 

 ●若手（ミレニアル（）世代は、仕事意義も求める傾向がある。 

・貴方の好きなもの：ライフワーク・ボランティア・減私奉公で疲弊す

るリスク  

・世の中で必要としているもの：ライフワーク・衛生要因（非金銭報

酬：やりがい・あの人と働きたい） 

・職人の領域（専門バカになるリスク）：対価を得るに値するもの 

ほぼ「趣味」・自己満足の世界：あなたが得意なもの 
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山田美樹様著書の本販売 

 

外資系で学んだ “すごい 働き方” 山田美樹 プレジデント社 

定価【本体 1500円+税】 

謝  辞 

 

 

司 会 進 行 

 

高橋会員 

 

 

 

 

出 席 状 況 報 告 

 
出席奨励・スマイル委員会 小池委員長 

T 正会員数 65 名 

P 本日の出席者 44 名 

本日の出席率 80％ 

ニ コ ニ コ 報 告 

○小松和弘幹事 

・先日、サムライ足袋がふるさと名品 オブ･ザ・イヤーで地

方創生賞を受賞しました。ありがとうございます。 

○小沢 瑛会員 

  ・山田美樹さん、お久し振りです。本日は、卓話ありがとう

ございます。 

○福島伸悦会員 

・山田美樹様、お忙しい中本日は、ご講演ありがとうござい

ます。 

○黒渕陽夫会員 

 ・3/28地区大会チャリティコンペに、はからずも優勝してし

ましました。小椋さん申し訳ありませんでした 

○鈴木貴大会員 

 ・親睦旅行の参加ありがとうございました。久しぶりに家内と

同じ部屋に寝ました。    

協同バスのご利用ありがとうございました。 

○親睦旅行   金額￥1330 

 

※本日のニコニコは￥9330でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 


