つい

●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

第 2073 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

5 月 18 日 №32
会 長 佐々木 敏尚

●提唱インターアクトクラブ
光明学園相模原高等学校

幹 事 小崎 直利

甲斐

美利

本日は、貴重な時間を有難うございます。今

させて頂きました。

日の卓話テーマは「わが社の現状」です。前回

一年間に４回発行

の卓話（2018 年 12 月 11 日）から 17 カ月にな

しているので、もう

りますが、この間の変化には驚愕です。目に見

う 20 年ちかく続け

えないコロナウイルスと共に、不気味になりま

ている当社の PR 紙

す。皆さんはいかがでしょうか。

になります。

このコロナ禍と、大国同士の経済冷戦がもた

では、本日のレジ

らす影響で、わが社も大きなダメージを受けて

メとして次の４つの

います。この長い修羅場が、いつまで続くのか

項目について、お話

と不安の渦中ですが、希望は心の太陽といいま

させて頂きます。

すから、社員共々明るく前向きに頑張っている
現状をお聞きください。
本日の資料として「Koyo news 83」をお配り

（以下、要約にて）

１．入りて学び、出でて奉仕せよ
（ロータリーの標語）

・前回卓話（2018 年 12 月 11 日）から 17 か月、
コロナ禍に翻弄

揃え、オンラインでも、ご来場でも参加頂けます。
日時：5 月 20 日～6 月 25 日（毎週、木曜・金曜

・振り子が逆に触れだした、世界経済

２，我が社の現状

開催。完全予約制）
社員も危機を経験すると強くなります。今年も

・昨年（44 期）は、営業利益が赤字

2/4 四半期に入りました、数値目標は、まだまだ

・対面展示会から、リモート展示会

厳しい戦いをしていますが、お陰で新卒の確保も

３．95 計画打ち上げと、105 計画は後継者の登

期待できそうで、明るく元気に頑張っていきます。

竜門
・中小零細企業が有利な時代
・30 名の半分が生え抜きの社員（22 歳～45 歳）

４，経営理念（どうなりたい）
・100 年企業を目指して
（野火焼不尽 春風吹又生）
「野火焼けども尽きず、春風吹いて又生ず」
－中国唐時代・白楽天の詩
（野原の草も年々枯れたり、生えたりする。冬
になって枯れた草を野火が焼き尽くしても、草
は根まで燃え尽きることはなく、春風が吹いて
くると、また芽生えてくる）
・片手に算盤、片手に倫理

〇田島ガバナー補佐より、ご挨拶
今年度はコロナ禍で満足な活動ができず、悔し

暦歴で年決算をしておりますが、昨年度は営業

い思いです。最初に PETS からオンラインで始まり、

利益が赤字になりました。経常利益で約 40 万円

大変混乱して、またセミナーや例会もリモートで

の黒字です。対前年度比売り上額 35％減収。

実施したのも初めてで、ずっと続いている状況な

昨年 4 月がどん底で、当月は雇用助成金も頂き

ので、ようやく手馴れてきたように思います。

ました。5 月の連休は不要不急の外出が禁じられ

5 グループＢの 6 つのクラブでも奉仕活動は、

ましたので、一人で工場に行き、座りこんで 5 日

なかなかできない中で、中 RC は大変熱心に取り

間、思案にくれました。

組んでおられるようです。また今年度の IM も、

当社は展示会と訪問営業が主流でしたが、これ
が出来ないわけですから、答えは一つしかありま

当地区では 1 グループだけが実施し、あとは全て
中止となり、残念に思います。

せん。ＷＥＢ活用しかないわけで、大手に負けず

今年度も残り 1 か月余ですが、冣住さんには

変化していくしかありません。出来ることから素

中 RC を代表して、ガバナー補佐を宜しくお願い

早く展開していくことを決心して、経営計画書の

致します。
（概要にて掲載）

役割分担を実践中です。

〇冣住次年度ガバナー補佐より、ご挨拶

＜具体的な実践内容＞

次年度は IM の代わりに「奉仕デー」をグループ

①ホームページの刷新。

ごとに行うことになり、10 月 24 日前後の期間を、

②サンプル加工のオンライン化。

「ポリオデー」として企画をするプロジェクトも

③オンライン展示会への切り替え。

立ち上げられています。

④メールリスト 約 3000 社整理。
⑤メンテナンス部の深耕。
また、5 月には、
「BIG MAY 2021 IN KOYOGIKEN」
を開催します。弊社ショープラザに全機種を取り

現在、田島ガバナーエレクトは積極的に活動し
ており、次年度は地区委員会が大幅に増えました。
例えば、クラブ管理運営委員会では、その下に、
「デジタル化委員会・規定審議会委員会、クラブ

込みや、保護するための行動に勘違いや誤解があ

●早川 正彦会員

ったことに気づけたことは、良かったかなと思い

結婚記念日のお祝、ありがとうございます。子育ても

ます。初めて委員長を担うにあたり、コロナ禍で

終了致しました。

厳しい世の中でありますが、精一杯、やっていき
たいと思います。
〇クラブ幹事

●諸隈 武会員
誕生日祝、ありがとうございます。年男で、丑年の牡

阪西幹事

基本の内容は、ロータリーの幹事としての細か

牛座です。体つきも牛のように・・・。
●小野 孝会員

い仕事内容の紹介であり、何も判らない状態の私

①５／９日奉仕活動に参加の皆さん、ご苦労様でした。

にはとても役に立ったコンテンツでした。

②５月お祝の皆さん、おめでとうございます。

ただ観るだけのものではなく、受講方法にも
色々工夫がされておりましたが、ボリュームが多

③甲斐さん、卓話楽しみです。
●田所 毅会員

く、全ての受講は少し負担を感じてしまいました。 ①皆様、しばらく振りです。甲斐さん、卓話宜しくお願
内容が膨大なため、その都度、また確認したいと
思います。

い致します。
②田島ガバナー補佐、ようこそお越し下さいました。
●中里 和男会員
①ガバナー補佐の引継ぎ、ご苦労様です。
②本日お祝の皆様、おめでとうございます。

●田島ガバナー補佐、冣住次年度ガバナー補佐

③甲斐さん、卓話楽しみです。

確か、公式訪問以来かと思いますが、ガバナー補

●川合 貞義会員

佐引継のため、お伺いしました。次年度は、中ＲＣ

①田島ガバナー補佐、一年間ご苦労様です。また３年

の冣住さんですので、申し送りもスムーズにいくと
思います。本日は宜しくお願い致します。
●佐々木会長、小崎幹事
①田島ガバナー補佐、本日はお忙しい中、お越し下

後にはガバナーとしてもご苦労様です。
②冣住さん、来年度はガバナー補佐として頑張って、
お役目を務めて下さい。両氏ともお体に気をつけて。
●伊倉 正光会員

さり、誠にありがとうございます。冣住次年度ガバ

①甲斐会員の卓話、楽しみです。

ナー補佐へ引継ぎ、宜しくお願い致します。

②田島ガバナー補佐、冣住次年度ガバナー補佐、

②先週日曜日の奉仕活動にご参加の皆様、日差し
の強い中、大変お疲れ様でした。

よろしくお願い致します。
●田後 隆二会員

③本日、お祝の皆様、おめでとうございます。

①お祝の皆様、おめでとうございます。

④甲斐会員、卓話宜しくお願いします。楽しみです！

②甲斐さん、卓話宜しくお願いします。

●竹田 繁会員

③田島ガバナー補佐、おつかれ様です。

①お久し振りです。例会欠席中に入会記念日祝、誕

●櫻内 康裕会員

生日祝、そして本日、結婚記念日祝をいただき、

①田島ガバナー補佐、ようこそ。

誠にありがとうございます。

②卓話の甲斐会員、宜しくお願いします。

②甲斐会員、卓話楽しみにしています。

③今月お祝の皆さん、おめでとうございます。

●永保 固紀会員

●横溝 志華会員

①先日は奉仕活動「人力車に乗ろう」に出席できず、

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。

申し訳ありませんでした。

②甲斐会員、卓話楽しみにしています。

②結婚記念日祝をいただき、ありがとうございます。

●阿部 毅会員

●甲斐 美利会員

①先週は障がい児の人力車奉仕活動、皆様、お疲れ

①引継ぎに田島ガバナー補佐、有難うございます。
冣住次年度ガバナー補佐、宜しくお願いします。
②本日は、卓話の時間をありがとうございます。

さまでした。笑顔満面の姿が忘れられません。
②田島ガバナー補佐、本日はお疲れ様です。
③誕生日と結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。

＜臨時総会「細則改正案について」＞
〇クラブ細則第６条３節「会費」に関する改正案
「2020～2022 年度の 2 年間に限り、第 1 項に定め
る年会費を 220,000 円に減額する。
」
※全会員の賛成により、可決されました。

＜理事会報告＞
①５月９日奉仕活動「人力車プロジェクト」経費の件
人力車謝礼（２名） ９０，０００円
保険代、交通誘導棒（１０本）、飲物代で９，６２８円
計９９，６２８円を社会奉仕予算にて負担承認。
②相模原市より緑基金 依頼の件
却下にて。

〇会員誕生日祝
・諸隈

武会員 ５月 ２日

・横江 利夫会員 ５月１１日

③６月２２日（火）最終例会（夜間例会を予定）の件
コロナの状況により、６月１日理事会にて再検討。

・老沼 秀夫会員 ５月２７日

〇結婚記念日祝
・藤本 恵介会員 ５月１１日
・永保 固紀会員 ５月２０日

１．第２７８０地区ガバナー事務所より

・竹田

繁会員 ５月２０日

①職業奉仕月間卓話に関するアンケート依頼

・早川 正彦会員 ５月２７日

今年度の職業奉仕月間の卓話は、DVD 配布及
び You Tube 配信という方法を取らせて頂きま
した。このアンケートにお答え頂き、ご意見や

点

鐘

１２：３０

ご要望などをお願い致します。5 月 28 日締切

会

場

「敦煌」

②現・次年度合同インター・ローターアクト委員

司

会

豊岡 淳ＳＡＡ

会／インターアクト顧問教諭との情報交換会

斉

唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

下記にて委員会と情報交換会を開催しますの

ソングリーダー

伊倉 正光会員

で、ご出席をお願い致します。

ゲスト

田島ガバナー補佐（相模原西）

日時：6 月 12 日（土）13:00～現・次年度委員
会 14:00～情報交換会 開催方法：Zoom（後
日お知らせ） 6 月 7 日締切

５月２５日卓話 豊岡 淳会員

会

員

出席（出席対象 21 名）

事前メイク者

２８名

２５名（内、Zoom５名）

０名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(4/27)

２名

９２．５９％

９２．３１％

６月 １日卓話 大井 達会員

●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

●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
委員：竹田
繁、黛
裕治、伊倉
阪西 貴子、大槻
実

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

崇
正光

