
本日のプログラム
2022 年 5 月 18 日 (水)

通算第 3006 回例会

本年度 第 32 回

場所 瀬戸商工会議所

例会次第

・開会点鐘

・「四つのテスト」

・出席状況

・会長挨拶

・誕生日・結婚記念日祝福

・報告事項

・委員会報告/その他の報告

・卓話

担当：次年度会長・幹事

次年度クラブフォーラム 第３００５回例会 会長挨拶 鈴木政成君

２０２２年５月１８日発行 第２８２３号
瀬戸ロータリークラブ会報

２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区

前回例会 記録
2022 年 5 月 11 日第 3005 回例会

・場所 瀬戸商工会議所

・出席報告５６名 出席会員４６名

当日出席率 82.14％

・行事

・2022 学年度米山奨学生 ド・ティ・ホ

ン・クェンさんへ５月分奨学金授与

・ＷＦＦカーボンゼロ植樹感謝状 お披

露目

・【入会式】 鈴木紹陶武君

・結婚記念日

  亀井   勝君 加藤陽一君

  鈴木政成君

・卓話

㈱mobility career 代表取締役会長

CEO 兼 CFO 加藤滋樹様

「志あれば、困難こそチャンス」

皆さん 、こんにちは 。本日の 例会は

3005 回本年度 31 回目の例会でござい

ます。本年度も早いもので、あと 6 回を残

すところとなりました。まず、初めにゲスト

の紹介をさせていただきます。株式会社

mobility career 代表取締役会長 CEO 兼

CFO 加藤滋樹さんです。加藤様は瀬戸

商工会議所に 10 年以上お勤めののち

起業をされております。本日の卓話を楽

しみにしております。もう 1 人のゲストは

2022 学年度米山奨学生ド・ティ・ホン・ク

ェンさんです。後ほど、奨学金授与とスピ

ーチをよろしくお願いいたします。本日

は、新会員としてお迎えする鈴木紹陶武

君の入会式がございます。草野君、佐藤

君に続き今年度 3 人目の入会となりま

す。心より歓迎申し上げたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

さて、3 週間ぶりの例会となりました。

ゴールデンウイーク明け、コロナの感染

者数が気になるところでございます。去る

4 月 23 日（土）、24 日（日）エディオン久

屋広場で 9 回目の WFF ワールドふれあ

いフェスタが行われました。中部経済新

聞に WＦF の記事が載っておりましたの

でお話ししたいと思います。2 日目はあ

いにくのお天気でしたが、初日は良い天

気に恵まれたことが影響して、この 2 日

間で過去最多の 8 万 8 千人が参加しま

した。青山貴彦地区ポリオプラス委員長

からポリオ募金も約 70 万円集まったと聞

いております。日本にいらっしゃるウクラ

イナ避難民の生活支援のための募金も

120 万円以上集まったそうです。ちなみ

に、世界のロータリークラブが財団を通

じてウクライナ支援にまわったお金は 12

億円に達したそうです。そのうち、日本

のロータリークラブから集まったお金は、

全体の 2 割に値し、国別では日本が 1

番でした。ロータリーを通じて生きるお

金として有効的に使われることを期待申

し上げます。瀬戸ロータリークラブは災

害救援基金として、財団に 56 万円寄付

をしました。そして、例会で再度募った

募金の 48000 円をガバナー事務所から

寄付をさせていただいております。そし

て、この 3 週間の間の 4 月 22 日（金）

には諏訪ロータリークラブのオンライン

例会に参加させていただきました。本来

であれば、4 月 10 日の御柱祭に参加

する予定でしたが、4 月の頭から中旬ま

で、諏訪ではコロナ禍以来の最高感染

者数というタイミングになってしまい、ズ

ームによるオンライン例会となり、諏訪の

皆さん 15 名ほどの方とご挨拶ができま

した。諏訪ロータリークラブは担当がロ

ータリー情報委員会ということで、どんな

クラブフォーラムをされるかと楽しみにし

ておりました。講師は三井章義さんと八

幡パスト会長のお 2 人で、三井さんは、

決議 23-34 のお話をされ、八幡パスト

会長はロータリーの基本の話を丁寧に

されました。我々ですと新入会員に向け

ての話を例会のフォーラムを通してされ

るということは、やはり歴史あるクラブだ

と思いました。今年 6 月、諏訪クラブは

65 周年を迎えるということで、歴史の重

みを感じる例会でございました

例会予定

5 月 25 日（水）
奉仕プロジェクト委員長 小林稔君

「2021～2022 奉仕プロジェクト事業

『瀬戸っ子@夢をかたちに』

の事業報告」

6 月 1 日（水）
佐藤亜矢子君、草野 真吾君

「新会員の卓話」

6 月 8 日（水）
クラブフォーラム

担当：会長・幹事
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ニコボックス報告
2022 年 5 月 11 日例会
㈱mobility career 代表取締役会長 CEO 兼 CFO 加藤滋樹様

の卓話を楽しみにしています。宜しくお願い致します。会長 鈴木

政成、幹事 松本哲也

鈴木紹陶武様の入会をお祝い致します。瀬戸ロータリークラブの

メンバーとして大いに御活躍下さい。会長 鈴木政成、幹事 松

本哲也

61 回目の結婚記念日を祝っていただき心から感謝。亀井勝

50 年以上過ぎても結婚記念日ってあるのかな？加藤陽一

結婚記念日をお祝い頂き大変ありがとうございます。鈴木政成

㈱mobility career 代表取締役会長 CEO 兼 CFO 加藤滋樹

様、本日は大変ご多忙のところありがとうございます。よろしくお願

い致します。高橋信郎

鈴木紹陶武君の入会おめでとう。祖父で会員でもあった鈴木

青々先生には大変お世話になりました。今後のご活躍ご発展を

期待してます。加藤光哉

鈴木紹陶武君、入会おめでとうございます。親戚の一員として、貴

君なら誇りをもってお迎え出来ます。素晴らしい会員となって、ご

活躍下さい。寺田悟

日展彫刻の期待の星、鈴木紹陶武君の入会を祝って。加藤令吉

宜しくお願い申し上げます。鈴木紹陶武

早退します。青山貴彦

コロナの件では大変ご迷惑・ご心配をおかけしました。申し訳あ

りませんでした。お陰で瀬戸保健所より 5 月 2 日からは無罪放

免を頂きました。今迄通り変らぬお付合いをお願い致します。寺

田悟

㈱mobility career 代表取締役会長 CEO 兼 CFO 加藤滋樹様

を楽しみにしています！

青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、大原道夫、刑部祐介、

梶野輝雄、加藤五津美、加藤克弘、加藤克己、加藤克己

(2021)、加藤定江、加藤唐三郎、加藤眞言、加藤太伸、加藤令

吉、金谷康正、小池芳樹、小林稔、佐藤亜矢子、鈴木伸、田中

靖達、玉井徹、野田由紀子、牧オサム、松村晋也、山口記由、

山本英雄

鈴木紹陶武君、入会おめでとうございます！

青山貴彦、青山稔、江坂正光、大竹一義、大原道夫、刑部祐

介、梶野輝雄、勝谷哲次、加藤五津美、加藤一夫、加藤克弘、

加藤克己、加藤克己(2021)、加藤定江、加藤捷、加藤唐三郎、

加藤眞言、加藤太伸、加藤陽一、金谷康正、亀井勝、草野真

吾、小林稔、佐藤亜矢子、鈴木伸、鈴木光彦、高橋信郎、田中

靖達、玉井徹、野田由紀子、牧オサム、増岡錦也、松村晋也、

山口記由、山本英雄

㈱mobility career 代表取締役会長 CEO

兼 CFO 加藤滋樹様
「志あれば、困難こそチャンス」

初めに自己紹介します。2003年 4月から 2015年 12 月まで瀬戸商

工会議所お世話になりました。2016 年から IT の会社へ、そして 2020
年 4 月に持ち株会社を作りました。会社は「モビリティキャリア」と言

い、大曽根にあります。関東は群馬県前橋と北九州営業所がありま

す。人材に困っている企業や補助金のご相談をいただいております。

事業内容は労働者派遣事業、セルフプロモーション、海外人材事業

でして、BtoBの婚活支援もしております。

「日本でいちばん幸せを感じられる会社をつくる」ということで、行動

指針として「すべてを受け入れ、すべてを生かしていく」が原点となりま

す。何をやるかというよりもどういう思いでやるかを大切にして仕事をし

ております。

初めに人材派遣の領域ですが、ドンキのパートを派遣しております。

プライムツリー赤池、アクアウォーク大垣、ららぽーとみなとの施設全体

のプロモーションを行っております

次の人材領域は、インドネシア、ベトナム、ミャンマーの送り出し機関

との提携を結んで、海外人材を地元の人材不足の企業にご案内して

います。介護に特化した海外人材派遣を行っております。

次は挫折ですが、家業が 2011 年に閉鎖をしており、継げなか

ったことが後悔です。言い訳はありますが、自分の志が無かったこ

とが大きな原因だと今は振り返り思っています。そして私どもの会

社ですが 2018年にピンチになりました。海外人材にシフトし、3 年

前に人材採用と拠点を一気にやりましたが、コロナになり、2020
年 4 月から一切入れないということになりました。

家業を継がなかった挫折とコロナの経験があったからこそ、志

が大切だとすごく思うようになりました。いくつかの困難こそチャン

スがあります。コロナで株価が下がり、いい株価で買収できまし

た。コロナのおかげだということもあるかもしれませんが、私は行動

力に自信がありました。

私は松下幸之助を尊敬しており「好況よし、不況なおよし」を生

前、仰っておりました。好景気はいいのですが、自分の思い描い

ただけの会社を引っ張っていたのだろうと思います。不況だからこ

そ、コロナや挫折があったからこそ、皆さんに助けていただき、リ

ーダーが育ち、会社を経営していくことができたと思っておりま

す。

最後に私たちがやりたいことを挙げさせていただきます。一つは

上場、もう一つがビレッジの構想です。上場は 5 年後と思っており

ます。これは株式を公開し、キャピタルゲインを得てお金を儲けた

いということではなく、私たちの志というものが世の中にどれくらい

通用するのかということを試したいということもあります。もう一つは

採用力を強化したいということです。そのためにはエリアを広げた

いと思いますが、仕事の領域は広げないように気を付けていま

す。

あとはコミュニティの拠点となるようなビレッジに幼稚園、介護施

設、パートさんはシングルマザーの方が多いので、その方々の職

場とか農園、そして私設の図書館を併設したいと思っております。

「日本でいちばん幸せを感じられる会社をつくる」これが全ての原

点です。

そして、最後に私自身ですが、仕事とプライベートは別ではな

く、自分のビジョンや夢に向かって仕事自体を楽しむ人生を送っ

ていきたいと思います。

以上でございます。ありがとうございました。

卓 話

ラム
2021～2022 瀬戸ロータリークラブ 会報


