
 

◇歌唱 「君が代」「手に手つないで」   ◇四つのテスト唱和［小八木隆男会員⇒］ 

◇諸事お祝 ◇会長挨拶   ◇幹事報告  ◇委員会報告［公共イメージ 他］   

◇ミニ卓話［大箭剛久会員］  ◇退会セレモニー［橋本祐一君］ 
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2018-2019 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 59 代会長 岩澤 あゆみ 

第 59 代幹事 中山 冨貴子 

2019 年 4 月 4 日（木） 第２８４４回例会 天候：晴れ 司会：杉本剛昭副幹事 No. 35 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 
薗 信雄 様（東京銀座ＲＣ） 
◎入会セレモニー   
新会員 岩井 泰君（紹介者：田中賢三君) 野中範郎君（紹
介者：和田幸男君・澤邑重夫君） 
◎諸事お祝 
☆誕生祝   富田桂司君 ・ 木村邦佑君 ・ 大竹孝一君 （ボ
ールペン） お祝いの歌：おめでとうロータリアン 
☆結婚記念祝  加藤 寛君 ・ 出口敬純君 ・ 横山 貢君（ペ
アグラス） 
☆皆出席表彰 ３月分：田中賢三君（３０年） （ステンレスボトル） 
◎幹事報告 
◇ガバナー事務所より   

＊ロータリーフェローズ東京／第２７８０地区学友会共催 
２０１９年「第２７回春の例会」～知的交流の夕べ～案内 

◉５/１１(土) １４：００～１７：００（前半：講演／後半：
懇親会） ◉公益社団法人 日本外国特派員協会 会議室 

◉講演者 上岡敏之氏（指揮者/新日本フィルハーモニー交
響楽団音楽監督） ◉演題 「ロータリー財団と私（仮）」 

◉インタビュアー 蟹瀬誠一氏（国際ジャーナリスト/明治
大学教授/ＲＦＴ幹事） 

◉参加費  ロータリアン…１０，０００円  ゲスト（同
伴者）・・・６，０００円  締切・・・４/１５（月） 

＊マイロータリー・クラブセントラルセミナーの案内 

◉４/２７(土) １５：００～１７：００ ◉藤沢駅南口 第
一相澤ビル６・８階「会議室」 

◇ロータリー米山記念奨学会より 奨学生の世話依頼につ
いて 

＊委嘱状 （◉茅ヶ崎ＲＣ ◉カウンセラー 古知屋光洋君）   

＊奨学生情報  ◉氏名…チン フュ トゥン ◉性別…男  
◉国籍…ベトナム 

◉所属先/課程/専攻…湘南工科大学 学部課程 機械工学専攻 

＊２０１９学年度 奨学金送金カレンダー  ＊カウンセ
ラー・ハンドブック ２０１９年度 

◇ロータリーの友４月号 （記事の紹介は４/１８（木）の
例会時に行います。）  

◇タウンニュース  

 

スマイル報告 安武 勝会員 
岩澤あゆみ君＆中山冨貴子君 東京銀座ロータリークラブ薗
様ようこそお越し下さいました。岩井様、野中様、ご入会誠に
おめでとうございます！１日も早くクラブに慣れ、ご活躍頂け
たらと思います。橋本祐一さん、定年後の別荘は茅ヶ崎に探し
ておきますよ。大箭会員、卓話よろしくお願い致します。5/11

財団奨学生だった上岡さんの講演があります。お時間ある方は
ぜひ。 

橋本祐一君 茅ヶ崎ＲＣ会員の皆様、３年間ありがとうござい
ました。初めてＲＣに入会し、何もわからない私に皆さん親切
に教えてくれて、大変助かりました。茨城でも土浦ＲＣに入会
予定ですので、メークアップの際にはぜひお越し下さい。 

加藤 寛君 お祝いありがとうございます。JCOM 橋本さん、
新任地にて頑張って。友情を深める前にお別れ、残念です。 

大森久巳男君 新会員岩井泰君、野中範郎君、入会おめでとう
ございます。心から歓迎いたします。諸事お祝いの皆様おめで
とうございます。 

出口敬純君 橋本祐一さん、短い間でしたが楽しいひと時でし
た。岩井さん、野中さん入会おめでとうございます。結婚記念
祝ありがとうございます。 

◎委員会報告 
親睦［小澤会員］：5/16 親睦旅行について 

公共イメージ［杉本剛昭会員］：5/18,19 エンドポリオキャンペ
ーンのお知らせ 

新入会の岩井泰会員と野中範郎会員 右）出席表彰の田中会員 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

３／７ ２８４１ ４５ ４１ ３６ １ ４ ９０．２４％  

２／２１ ２８３９ ４５ ３７＋５ ３２ ３＋２ ５ ８３．３３％ ８８．１０％ 

 

 

 

出席報告 細井年春会員 

田中賢三君 TOTO 岩井工場長、JCOM 野中局長、御入会たい
へんおめでとうございます。エンジョイロータリー！ロータリ
ーを楽しみましょう。薗さん、ようこそいらっしゃいました。
大歓迎です。先週の炉辺会合、たいへんお世話になりました。
とても良い研修会になりました。 

富田桂司君 岩井さん、野中さん、御入会おめでとうございま
す。576 ケ月めの誕生日祝ありがとうございました！ 

伊藤留治君 岩井さん、野中さん入会おめでとうございます。
歓迎致します。 

池上 實君 月はじめ、諸事お祝いの皆様おめでとうございま
す。 

木村邦佑君 誕生祝有難うございます。橋本さん、茨城は魅力
のない県 No. 1 だそうです。橋本さんの力で茨城を明るく照ら
して下さい。お元気で。岩井さん、野中さんようこそです。明る
く楽しくやりましょう。 

小八木隆男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。岩井
さん、野中さん、これから宜しくお願い致します。 

熊澤孝之君 新会員岩井様、野中様、ようこそ。諸事お祝いの
皆様おめでとうございます。大箭様、ミニスピーチ楽しみです。
皆出席表彰田中様、頭が下がります。おめでとうございます。 

斉藤信夫君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

成田栄二君 諸事お祝いの方々おめでとうございます。新会員
の岩井さん、野中さん、入会おめでとうございます。 

河本啓伸君 橋本祐一ちゃん、うしろ髪を引かれる思いでしょ
うが、まずそのうしろ髪を生やすよう、新天地での御活躍を祈
ります。今まで本当にありがとう！ 

吉田恵子君 諸事お祝い申し上げます。岩井さん、野中さん入
会おめでとうございます。桜が満開ですね。 

木村信一君 岩井様、野中様、エンジョイ。ミニスピーチ大箭
さん、エンジョイ。橋本祐一さん、ありがとうございました。お
体に気をつけて。 

岩澤淑江君 薗様、春とともりようこそ。岩井様、野中様、よろ
しくお願い致します。満開の桜のもと、諸事お祝いの皆様おめ
でとうございます。 

岩井 泰君 TOTO 茅ヶ崎工場の岩井です。これから皆様に
色々と教えて頂きながら活動していきたいと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。 

小澤雅彦君 岩井さま、野中さま入会おめでとうございます。
橋本さん、土浦ＲＣでもお元気でご活躍を！ 

橋本正一君 新会員の岩井さん、野中さんこんにちは。諸事お
祝いの皆様おめでとうございます。大箭さん、ミニスピーチ楽
しみにしております。 

杉本剛昭君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。岩井さ
ん、野中さん御入会歓迎いたします。橋本さん、メークに伺い
ますので、よろしくお願いいたします。お元気で！ 

北村公子君 桜が満開になりました。春です。岩井様、野中様、
ご入会歓迎致します。よろしくお願い致します。諸事お祝いの
皆様おめでとうございます。 

加瀬義明君 岩井さん、野中さん今後とも宜しくお願い致しま
す。諸事お祝いの皆様おめでとうございます。 

大竹孝一君 諸事お祝いの皆様おめでとうございます。岩井さ
ん、野中さん入会おめでとうございます。誕生月のお祝いあり
がとうございます。今月 46 歳になります。 

伊藤和明君 新しい元号「令和」に私の名前の字が選ばれまし
た。あらためて自分の名前を気に入りました。親に感謝です。 

安武 勝君 岩井さん、野中さん御入会おめでとうございます。
諸事お祝いの皆様おめでとうございます。橋本祐一さん、短い
間でしたが、ありがとうございました。大箭さん、ミニスピー
チ楽しみにしています。 

［本日 27 件、46,000 円です］ 

結婚祝左から大竹・斉藤・成田の各会員 留学生エベ＆カーニー 

ミニ卓話「スマイル委員会」安武 勝委員長 
私の職業について少しお話をさせていただきたいと思い

ます。当社は製造業の工場向けに生産工程で使用する消耗品
や機械部品などを販売する会社です。工場のラインではそれ
ぞれの工程ごとに何種類もの機械が使用されています。その
機械が故障して止まってしまうと生産活動そのものが続け
られなくなり、莫大な損失につながります。私達の仕事はお
客様の生産活動を継続し、さらに効率化のお手伝いをする
「縁の下の力持ち」のようなものです。 

先日、商工会議所の工業部会の勉強会で、相模原で工場の
自動化設備を設計製造している会社を訪問しました。そこの
社長が言うには、お客様も気が付いていないムダを改善して
あげるのが最良だということです。例えばお客様から、ある
工程でバラバラに流れてきた製品を整列させたいという要
望があったときに、全体を見渡してみると、実はもっと上流
の工程で整列されていたものをバラしている工程があり、そ
こを改善してあげることで無駄な経費を掛けずにお客様の
問題点も解決できたということです。こういったところにも
職業奉仕のあり方を感じてきたところです。 

 もともと人類が誕生し文明が発達していくにつれて、社会
的分業化、つまりお互いが必要とし合う仕事を分担して行う
形に変わって今日に至っていると訳で、そもそもの職業の起
源というのは助け合いの精神から生まれているのだという
のが私の理解です。こう考えると、自らの職業が社会に役立
つ職業である限り、その仕事に誠意をもって全力を尽くすこ
と自体が本来の職業奉仕だ、というように私の中では理解し
ておりました。 

ただ前年の職業奉仕委員会から「内向きと外向き わかり
やすい職業奉仕」という冊子が発行され、これを読んで見る
と、私の考え方は「内向きの職業奉仕」であり、「外向きの職
業奉仕」、つまり職業上で得た技能や機会を奉仕のプログラ
ムに活かすことも立派な職業奉仕であるという事です。皆さ
んのお手元にも配られたと思いますが、非常に良くまとめら
れているなと感じます。まだ読んでいらっしゃらない方は是
非ご一読いただくことをお勧めします。 

 稚拙な意見を述べさせていただきました。ご清聴ありがと
うございました。 

結婚祝 横山・加藤・出口の各会員 

ミニ卓話の大箭会員 誕生祝 富田・大竹・木村邦佑の各会員 

茨城への移動で

退会される橋本

祐一会員。今後は

土浦ＲＣに入会

されるとのこと。

お元気で！ 


