
第 2068 回例会 

4 月 6 日 №27 

 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

本日は、自粛明けの初めての通常例会の卓話 

で、しかも先々週は藤本会員の素晴らしい卓話

の後なので、不運を感じているのですが・・。 

 今回の卓話は、先月開幕したプロ野球にする

か、私の仕事についてにするかで悩みましたが、

今年最初の卓話ですので、資料も作成して、フ

ォークリフトについてお話させて頂きます。 

     ＜フォークリフトとは＞ 

フォークリフトとは、定義的には油圧を利用

して、昇降及び傾斜が可能な荷役用のフォーク

（つめ）を車体前面に備えた荷役自動車となっ

ています。要は荷物を上げ下げする車両です。 

標準的には 2～3ｍの高さまで上げられますが、 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （一部概要にて掲載） 

横江 利夫 

最大の物は 7.5ｍ位まで持ち上げられます。 

〇フォークリフトの歴史 

 1920 年にアメリカのエール社で開発され、日 

本では 1939 年に日本輸送機製作所が第 1 号機 

を開発。その後、国内の様々なメーカーによっ 

て開発・改良され、市場が拡大しました。 

〇どういった用途で使われるのか 

 工場や倉庫、建設現場など、いろいろな場所 

で使われますが、特に物流のトラックの発着点 

ではフォークリフトがセットになっているのが 

ほとんどです。人の力だけでは持ち上げられな 

い重い物を簡単に持ち上げたり、運んだりでき 

る、とても便利な車両です。   （次ページへ） 

 

会 長 佐々木 敏尚  幹 事 小崎 直利 

 



 

 

    ＜フォークリフトの種類＞ 

・形状的には 

    〇カウンターフォークリフト 

一般的なフォークリフ 

ト。座席に座り、ハン 

ドル操作を行う。転倒 

しにくく、安定性が高 

い。屋外・屋内で利用。 

〇リーチフォークリフト 

基本は立ったままで、 

レバーで操作する。背 

が高く、小回りが利く 

ので、狭い場所で使い 

やすい。屋内専用。 

     〇三輪フォークリフト 

カウンターに比べて 

小回りが利き、リー 

チに比べて走行性能 

に優れ、狭い倉庫か 

ら屋外まで幅広い領 

域に対応できる。 

・動力的には、〇ガソリンフォークリフト 〇ディーゼル

フォークリフト 〇バッテリーフォークがあります。 

＜生産数＞  2020 年国内生産台数 104,000 台 

 世界シェア上位 5 位は下記となり、日本とドイ

ツが大半を占め、日本国内ではトヨタと三菱です。 

１ トヨタ（日本） ２５％ 

２ キオン（ドイツ） ２３％ 

３ 三菱（日本） １５％ 

４ ユングハインリッヒ（ドイツ） １１％ 

５ クラウン（アメリカ）  ８％ 

＜フォークリフトの未来＞ 

・コロナ禍での物流量の変化―業界的には大変忙 

しく、アマゾンや楽天などを始め、物流が増加。 

・慢性的な整備士不足－忙しいが人手不足。若者 

 は汚れて直す仕事を嫌がり、チェンジ（交換） 

 してしまう。昔はエンジニア、今はチェンジニ 

     アで、経験や技能が失われていくのは寂しい。 

    ・無人フォークリストの台頭－最新テクノロジー 

を搭載し、荷役作業を完全自動化。 

    変化していく物流のため、勉強していく必要があ 

    り、これからも頑張っていきたいと思います。 

      

      

 

 

 

【３か月半ぶりのハイブリッド例会です】 

本日は久しぶりのハイ 

ブリッド例会です。前回、 

敦煌さんで例会を行なっ 

たのは昨年 12月 22日で 

すので、約 3か月半ぶり 

の例会場でのハイブリッ 

ド例会となります。この 

間、5 回の完全オンライ 

ン例会を行いましたが、直接顔を合わせるのは久 

しぶりという方がほとんどかと思い、まずは会員 

皆様が元気に集まることができたことを、何より 

も嬉しく思います。 

ただ 3月 21日に緊急事態宣言が解除されてから、 

コロナ感染者数が次第に増加し、特に大阪では 4 

月 1日に、まん延防止等重点措置が適用されるこ 

とが決定され、現状ではハイブリッド例会を再開 

しましたが、感染対策には十分注意しながら、例 

会を進めてまいりたいと考えております。 

例会場にお越しの皆様には、食事以外の際は常 

時マスクを着用して頂き、本日も複数の方に Zoom 

参加頂いていますが、体調に不安のある方はオン 

ライン参加のご検討をお願い致します。 

【次年度委員会組織表（案）】 

本日、次年度委員会組織表（案）が配布されて 

おり、クラブ内規に基づき、毎年 4月の例会日に 

発表されるものです。この組織表が発表されると 

いよいよ次年度がスタートという気持ちになり、 

今年度の会長として、ちょっと淋しいような、嬉 

しいような複雑な気持ちになります。 

【二宮尊徳翁】 

これまで、今年度の会長の時間ではロータリー 

の歴史や、著名なロータリアンについてお話しし 

てきましたが、本日はロータリーが誕生するより 

ずっと前に、ロータリーの考えと同じような理念 

を体現した偉大な日本人について、お話しします。 

ロータリーは 1905年にアメリカのシカゴで誕 

生しましたが、この日本人はロータリーが誕生す 

る 100年以上前の 1787年に神奈川県小田原市栢 

山で生まれ、1856年に 70歳で亡くなられました。 

                    ↗ 



 

 

身長が 180センチを超え、体重は 94㎏もあった 

と言われている大柄な男性は二宮尊徳翁です。 

二宮尊徳翁といえば、薪を背負って歩きながら 

書物を読む二宮金次郎像が有名で、昔は多くの小 

学校で目にすることができましたが、歩きながら 

本を読んでいたら、道路交通安全上、問題がある 

等というクレームが寄せられたようで、次第に金 

次郎の銅像は姿を消してしまいました。 

二宮尊徳翁は 14歳で父親を、16歳で母親を亡 

    くして一家離散し、極貧の少年時代を過ごしなが 

ら、寝る間も惜しんで勉学と勤労に励みました。 

天保
てんぽう

の大飢饉
だいききん

を予測し、事前に冷害に強い稗
ひえ

を植 

えさせ、また備蓄米を豊富に備えさせ、その領土 

では一人の餓死者も出さなかったばかりか、炊き 

出し小屋を設けて隣接する村の人々まで救ったと 

いう数知れない逸話が残っており、このような偉 

業が全国に知れ渡って、全国から指南を求められ、 

全国の農村で改革運動を展開し、生涯で何と 600 

を超える農村の再生を果たしたと言われています。 

 その強い信念と理想のもと、道徳と経済を両立 

させた生涯には、その後の多くの著名人が感銘を 

受け、渋沢栄一、松下幸之助、稲盛和夫らの著名 

人がその教えを参考にしたと言われ、ロータリー 

の考えにも通じるものがあると思いますので、二 

宮尊徳翁の教えをお話ししたいと思います。 

【道徳経済一元論】 

二宮尊徳翁の教えとして「道徳経済一元論」が 

有名です。これは、「経済を伴わない道徳は戯言
たわごと

で 

あり、道徳を伴わない経済は犯罪である」という 

格言として広く知られています。 

二宮尊徳翁は生涯にわたって、農業改革に努め 

ただけでなく、経営や金融、不動産など多岐に亘 

る経済活動を実現しましたが、いかに経済が先行 

しても、その社会の人々に道徳心がなければ、そ 

の経済活動の成果は決して持続するものではあり 

ません。他方、いくら道徳を説いても、お金がな 

く、実行できなければそこから何も生まれないし、 

何の価値もありません。このような理由から、道 

徳と経済の融合を図ったのが、道徳経済一元論と 

言われるものです。 

 

 

 

【一円融合】 

また、「一円
いちえん

融合
ゆうごう

」いう考え方も有名で、万物 

は一つの円の中で、互いに働き合い、一体となる 

ことで、初めて成果が現れるという考え方です。 

例えば、善と悪、楽しさと苦しさなどは一見す 

れば対立しているように見えますが、実は一つの 

円の中の相対的な構成要素であり、これらは対立 

するものではなく、調和し合って共存することで 

この世界を形作っているという考え方です。 

つまり表面的には、敵対的な立場に見える人物 

でも、一つの社会を一緒に構成している人物であ 

り、決して対立するものではなく、根本的には同 

じ円の中で調和して共存しているという考えで、 

現在でも企業の経営理念などで用いられています。 

【４つのテスト】 

ロータリーでは４つのテストとして「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」という標 

語があり、この標語も一円融合という二宮尊徳翁 

の考えに通じるものがあるように思います。 

ロータリーが誕生する 100年以上も前に、神奈 

川県にこのような偉大な人物がいたことを、とて 

も誇りに思います。 

【きんじろうカフェとスマホスタンド】 

私は個人的に、二宮尊徳翁を祀っている小田原 

市の報徳二宮神社にお参りによく行くのですが、 

境内にオシャレな「きんじろうカフェ」があり、 

江戸時代に二宮尊徳翁が食べていたという、呉汁 

（ごじる）という料理や、二宮尊徳翁にまつわる 

色々なグッズが販売されています。 

先日、家族で行きましたところ、薪を背負いな 

がらスマホを操作している金次郎のスマホスタン 

ドが売られていて、１個 2,200円でした。世の中 

から金次郎の銅像が次々に姿を消しても、現代版 

金次郎のスマホスタンドを販売し、しっかり利益 

を得るという企業努力に感心して、つい 1個買っ 

てしまい、私の職場のデスクに置いてあります。 

報徳二宮神社は、二宮尊徳翁の残した偉大な考 

え方にも触れられますし、おしゃれなカフェもあ 

り、ぜひ一度行かれてみてはいかがでしょうか。 

 

https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%87%E7%89%A9
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E3%81%A4
https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%92%E3%81%84%E3%81%AB
https://www.weblio.jp/content/%E5%83%8D%E3%81%8D
https://www.weblio.jp/content/%E5%90%88%E3%81%84
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%9D%E3%82%81
https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E6%9E%9C
https://www.weblio.jp/content/%E7%8F%BE%E3%82%8C%E3%82%8B
https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%81%E6%A5%AD
https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%90%86%E5%BF%B5


 

 

 

 理 事 

〇会 長 田後 隆二 クラブ管理運営委員長 藤本 恵介 

〇会長エレクト 小崎 直利 会員組織委員長 早川 正彦 

〇副会長 阪西 貴子 奉仕プロジェクト委員長 黛  裕治 

〇直前会長 佐々木 敏尚 ロータリー財団・米山委員長 諸隈  武 

 幹 事 阪西 貴子 公共イメージ委員長 大井  達 

 会場監督 櫻内 康裕  

 会 計 豊岡  淳 

（副幹事） 大井  達 

 

 

 

 

 

    ●佐々木会長、小崎幹事 

    ①皆さん、こんにちは。今年初めてお目に掛かります。

お久し振りです。とても嬉しいです。 

      ②３月お祝の皆様、おめでとうございます。 

      ③本日卓話の横江会員、宜しくお願い致します。 

        間近かでのライブ卓話、楽しみです！ 

    ●阿部 毅会員 

    ①皆様お元気でしたでしょうか？まだ心配はつきませ

んが、こうしてリアル例会が出来て良かったです。 

      ②２月入会記念日を祝って頂き、有難うございます。 

      ③本日卓話の横江会員、宜しくお願いします。 

    ●丸子 勝基会員 

    ①誕生日と入会記念日を先月祝って頂き、有難うご

ざいます。入会して２０年目に入り、改めて歳月の

経過の早さに驚いています。これからも元気にロー

タリーを楽しみます。 

      ②横江会員、卓話楽しみです。 

    ●田所 毅会員 

    ①横江さん、卓話よろしく！私の会社のフォークリフト、

お陰様で活躍しています。 

      ②入会記念日のお祝、ありがとうございます。 

      ③本日お祝の皆様、おめでとうございます。健康に気 

をつけましょう。 

●横溝 志華会員 

結婚記念日祝を戴き、ありがとうございます。 

 

 

 

    １．役員・理事 

役 員（〇印は理事兼務） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●田後 隆二会員 

①結婚記念日祝をいただき、ありがとうございます。 

②次年度各委員会、よろしくお願いします。 

●川合 貞義会員 

①Zoom例会では小野さん、事務局の江成さん、大変 

お世話になりました。久し振りに顔合せ例会、待って 

ました。楽しくやりましょう。 

②まだまだコロナが続くようですが、お互いに気をつけ 

ましょう。 

●永保 固紀会員 

 お久し振りです。皆様お元気で何よりです。 

●黛 裕治会員 

①久しぶりの例会、楽しんでいます。 

②３月誕生日、結婚記念日、入会記念日お祝いの 

皆様、大変おめでとうございます。 

③私も入会記念日祝、ありがとうございます。 

●小野 孝会員 

 久し振りです。皆さん、お変りありませんか。 

 今年も宜しくお願い申し上げます。 

●大井 達会員 

 今日は清新小学校も入学式でした。私も一年生に 

なったような久し振りの例会です。 

●中里 和男会員 

 久し振りの対面例会です。やはり実感がありますね。 

●伊倉 正光会員 

①久し振りの例会ですね。宜しくお願いします。 

②３月お祝の会員皆様、おめでとうございます。 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．会場監督 

会場監督 副会場監督 

櫻内 康裕 横江 利夫 

 

３．会計・会計監査 

会 計 副会計 会計監査 副会計監査 

豊岡  淳 中里 和男 大井  達 竹田 繁 

 

委員会 

〇クラブ管理運営委員会          委員長・理事 藤本 恵介 副委員長 大槻 実 

委員会 委員長 副委員長 委 員 

例会親睦（及び合唱 

・出席・プログラム・会報

担当含む） 

藤本 恵介 大槻 実 

川合 貞義、田所 毅 

甲斐 美利、阿部 毅 

諸隈  武、河野 崇 

姉妹・友好クラブ 佐々木敏尚 小崎 直利、阪西 貴子  

〇会員増強委員会            委員長・理事 早川 正彦 

委員会 委員長 委 員 

会員増強（職業分類・会員 

選考含む） 
早川 正彦 

丸子 勝基、藤本 恵介 

横江 利夫 

ロータリー情報（及び 

クラブ研修リーダー） 
伊倉 正光 

横溝 志華 

佐々木 敏尚 

〇奉仕プロジェクト委員会                委員長・理事 黛 裕治 

委員会 委員長 委 員 

国際奉仕・職業奉仕 黛  裕治 金沢 邦光、阿部  毅 

社会奉仕・青少年奉仕 横溝 志華 永保 固紀、佐々木敏尚、大槻  実 

〇ロータリー財団・米山記念奨学会委員会   委員長・理事 諸隈 武 

委員会 委員長 委 員 

ロータリー財団 諸隈  武 小野  孝、中里 和男 

米山記念奨学会 河野  崇 竹田  繁、老沼 秀夫 

〇公共イメージ委員会            委員長・理事 大井 達 

委員会 委 員 

公共イメージ 甲斐 美利、冣住 悦子 

 

〇特別委員会 

委員会 委員長 副委員長 委 員 

指 名 櫻内 康裕 冣住 悦子 
早川 正彦、横溝 志華、佐々木 

敏尚、田後 隆二、小崎 直利 

細則改正 田後 隆二 阪西 貴子 
横溝 志華、佐々木敏尚 

小崎 直利 

地区研修協議会実行 豊岡  淳 櫻内 康裕  

創立４５周年実行 黛  裕治 早川 正彦  

 



 

                                                                                         

 

＜理事会報告＞ 

①市少年野球ジュニア大会 協賛金の件 

 開催時期：５月下旬（開会式）～７月下旬（閉会・ 

 表彰式） 今年度青少年奉仕より１０万円を予定。 

    ②４月例会プログラムについて。 

４月２０日未定は、親睦活動委員長に検討を依頼。 

      ③５月９日（日）奉仕活動について 

         人力車経費（１台５万円×２台で１０万円）は前回、 

        理事会で承認済み。別途、会員及び参加者食事 

        代として約２万円を予定。 

        参加者が１０名（会員の 1/3）以上になる為、移動 

        例会とすることを承認。食事代は例会費を充当。 

      ④東ＲＣとの事務局兼任による三者協議会の報告。 

        当日の議事録の内容を承認。      

 

     

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①次年度クラブ幹事 研修会開催のご案内 

例年開催しておりますが、今年度も下記にて実

施致します。登録締切日：4 月 9 日 

日時：5 月 15 日（土）15 時～17 時  

場所：コロナ感染状況により、後日ご案内 

※ZOOM 開催の場合は招待メールを送ります 

ので、アドレスをご記入下さい。 

※奉仕事業の出欠表を回覧しております。出欠席

をご記入下さい。（午前・午後の部、駐車場） 

※次年度委員会組織表（案）をお配りしておりま 

すので、ご確認下さい。 

 

点  鐘 １２：３０ 

会  場 「敦煌」 

司  会 豊岡 淳ＳＡＡ 

斉  唱 「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 伊倉 正光会員 

 

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

            ４月お祝は次週にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇会員誕生日祝 

・丸子 勝基会員 ３月 ８日 

・金沢 邦光会員 ３月１２日 

・大槻  実会員 ３月１３日 

・藤本 恵介会員 ３月２５日 

〇結婚記念日祝 

・横溝 志華会員 ３月 １日 

・大槻  実会員 ３月 ７日 

・金沢 邦光会員 ３月１２日 

・田後 隆二会員 ３月２５日 

・老沼 秀夫会員 ３月２９日 

〇入会記念日祝 

・中里 和男会員 １９７９年３月 ６日 

・丸子 勝基会員 ２００２年３月１９日 

・黛  裕治会員 ２００７年３月２０日 

 

 

４月１３日卓話 冣住 悦子会員 

 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：阿部  毅 副委員長：河野  崇 

 委員：竹田  繁、黛  裕治、伊倉 正光 

    阪西 貴子、大槻  実 

 

●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 21 名） 事前メイク者 

２８名 ２２名（内、Zoom６名）   ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(3/23) 

３名 ８８．０％ ９１．３０％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
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