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今日の例会 2020年1月23日 来週の例会

■ 卓話

「職業奉仕」

森本 竜一 君

■ 今日の歌 「われらがロータリー」

ピアノ 岩島 佳子 先生

■ 例会前 第10回創立55周年実行委員会

■ 例会前 第1回よろず相談室実行委員会

■ 1月30日（木）

卓話 宮澤 三雄 君

会長の時間 大橋会長（1/16分）

例会日：2020年1月23日（木）
（令和2年1月23日）

それでこそロータリー

どこで会っても やあと言おうよ

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ

遠い時には 手を振り合お うよ

それでこそ ローロー ロータリー

R-O-T-A-R-Y

R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary;
R-O-T-A-R-Y is known on land and sea;
From North to South,from East to West;
One profits most who serves the best;
R-O-T-A-R-Y
That spells Rotary.

ロータリーソング

奉仕の理想

奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー

日も風も星も

さわやかな朝だ われらはロータリアン

いつもほほえみ いつも元気で

さあ 出掛けよう

日も風も星も ラララ光るよ

われらがロータリー

「 聞 こえるかい 熱い心の高鳴りが 」
夢を世代に受け継いで

今日も明日もその先も
胸いっぱいに友情深め

肩組んで 謳おう
われらがロータリー

町に灯 （ と も し び ）を

出会いの挨拶してごらん
並木さら さら葉から葉へ

人にやさしい町の風
ロータリー ロータリー

廻って 守れ 風車になって
地球がきれいな息をする

我らの生業

我等の生業 さまざまなれど
集いて図る 心は一つ
求むるとこ ろは 平和親睦
力むるとこ ろは 向上奉仕
おゝロータリアン 我等の集い

限りなき道ロータリー

奉仕の理想 胸に秘め

友情花と咲かせつつ

生きよう今日も ニコニコ と

一筋の道 ロータリー

限りなき道 ロータリー

4つのテスト
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値ある

ものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自

の職業を高潔なものにすること

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会

生活において、日々、奉仕の理念を実践すること；

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じ

て、国際理解、親善、平和を推進すること。

ロータリーの目的

今月は職業奉仕月間です。

我がクラブでも、1月30日に井上会員の家で出前授業が行われます。

参加出来る方は出来るだけ、参加のほどよろしくお願いします。

また、岡田会員が地区の職業奉仕委員会に出向されています。

よろず相談もありますし、職業奉仕について考える月間にしましょう。

私事ですが、タイ出張へ行って参りました。

向こうは今、32度くらいあります。

気温差で少し疲れていますが、頑張って行きたいと思います。

タイで少し、ハプニングがありました。

レストランで食事をしていたら、電気が突然消えました。

タイでは良くあることなのですが、一瞬で暗くなるので少しパニックになりそうです。

でもその時、隣のテーブルに座っていた家族連れの子供がハッピーバースデイを歌い始めました。

その歌で皆がすぐになごんで、電気がつくまで皆で歌っていました。

こんな機転がきいて人をなごませられる様な人に、私もなりたいと思いました。

タイで経験した素敵なエピソードの紹介でした。

職業奉仕月間
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幹事報告 戸田幹事

《これからの予定》

【1】 本日例会後、第1回よろず相談室実行委員会

【2】 1/31（金）社会見学と出前授業（井上会員）

【3】 2/1（土）第21回寺子屋子ども食堂

【4】 2/2（日）生駒学園招待行事

【5】 2/4（火）17：30～第3回衛星クラブ設立準備

委員会、18：00～19：00第3回衛星クラブ発起

人会、19：00～20：00懇親会

《連絡事項》

【1】 本日例会前、第10回創立55周年実行委員会

を開催致しました。また、例会後、第1回よろ

ず相談室実行委員会を開催致します。よろし

くお願い致します。

【2】 1/28（火）はホテルセイリュウの改修工事に

よる停電、断水のため事務局は終日お休み

させていただきます。よろしくお願い致します。

出席報告 1月16日

（1/16）の出席者数：31名（3）

1/16出席率：58.49％

※（ ）内数字は出席免除会員の出席者数
会員：61名（免除11名）

12/26 1/2 1/9

HC出席 休会 休会 37(6)名

MU出席 5(1)名

修正出席率 73.68％

委員会報告 55周年実行委員会
実行委員長 天野 正亮

１月１８日第20回子供食堂を開催いたしました。記

念式典も間近となり、子ども食堂もいよいよ終盤戦

を迎えました。

今回もさすがに厳冬の時期ですから、風は少し冷

たく感じましたが好天に恵まれました。毎回の事で

すが前日にはいつも午後2時から机を並べたり、お

菓子の準備、受付の準備にボランティアの中心と

なっていただいています、関谷さん、上野さん、福

井さん、大西さんが来てくださいます。この時、必ず

行うのは受付の準備として、子供の名札を学年ごと

に並べ、お茶のペットボトルに子供の名前を書くこと

です。これを行うことによって出席の確認をしていま

す。大切な子供さんをお預かりしている以上、出席

の確認は重要な仕事の一つです。

さて、今回もいつものスケジュールで進めるわけで

すが、あるボランティアの方が子供たちは大きくなり

ましたねとおっしゃいました。考えてみるともうすぐ1

年、成長期の子供たちが大きくなるのは当たり前で、

時間の経過を感じました。

その中で、はじめはなかなか溶け込めなかった子

供も、寺子屋の空気になじみ、のびのびと楽しく過

ごすようになってきたように感じます。

今回は子供たちに鬼ごっこに誘われ、つくづく年齢

を感じました。

今回の参加者は子供24名、いつものボランティアの

方が9名、民生委員会より2名、社会福祉協議会よ

り1名、クラブより井戸田会員と私の2名の参加があ

りましたことをご報告申し上げます。

《私が大切にしている言葉》

凡事徹底なくして創意工夫なし

わが社の社是に「あいさつ、服装、トイレから」と

いう言葉があります。我々の周りには、簡単なこ

とが出来てしかるべきでありながら、意外と出来

ていないことが多く見られます。挨拶する、服装を

正す、掃除をする、時間を守る、感謝の気持ちを

表すなどです。私が経営者として心

がけてきたことは｢凡事徹底｣です。「凡事徹底」と

は、なんでもない当たり前のことを徹底的に行う

ことであり、当たり前のことを極めて他人の追随

を許さないことです。

ものづくり企業にとっての当たり前とは、言うま

でもなく、①品質（Quality）②コスト（Cost）③納期

（Delivery）です。これらの当たり前のことを当たり

前にすることから、水道機器に係る技術開発・製

品開発や仮設配管資材レンタルシステム、集合

住宅仮設配管レンタルシステムなど新しいビジネ

スを立ち上げてきました。当たり前のことができな

い組織・人に、優れたことができるわけがありま

せん。まさに、凡事徹底しなければ、創意工夫も

生まれないということです。

しかし、我が国は人口減少社会がもたらす国内

市場の縮小、グローバル経済の構造転換、AIや

IoTの進展など、経済･社会・産業構造のあらゆる

局面においてその変化のスピードを速めていま

す。わが社が１００年企業を目指すためには、直

面する“万事”に徹底して取り組むことが重要だと

考えています。「凡事徹底」から「万事徹底」へと、

企業の更なる機能強化をはかり、わが社を取り

巻くすべてのお客様に対して、時代の要請に適っ

た、存在価値の高い製品やサービスを提供して

まいります。

会員コラム 金村 時喜


