
第2225回 2011年１１月１６日(水) 12:30～13:30 高幡不動尊

東京日野ロータリークラブ 第２２２５回 週報

例会プログラム

司会 土方 淳

例会進行委員長

開会点鐘

藤林 良昭 会長

ロータリーソング

ソングリーダー

熊井 治孝 君

『それでこそﾛｰﾀﾘｰ』

ヴィジター・ゲスト紹介

東京築地ＲＣ 成瀬 邦雄 様

会長挨拶 藤林 会長

幹事報告 和田 幹事

ご挨拶 川俣 貞 会員

委員会等報告

新世代奉仕委員会 松浦委員長

指名委員会 井村委員長

会員増強・親睦委員会 山下委員長

出席委員会 横倉委員長

卓話 『 整理整頓 』

(株)アコス社長 小倉 裕美 会員

食事 開運そば （井村会員）

会長挨拶 藤林 良昭 会長

先週のガバナー公式訪問の際には、

ご協力ありがとうございました。

２７５０地区の新会員セミナーが新宿

であり、西山会員、横倉会員、私の３人

が出席しました。１５時から２０時３０分ま

での長時間でした。研修リーダーの市

川伊三夫さんが、「ひとの良いところを

見つけ、ひとを誉め、ひとを助け、良い

ことをして、友を見つけていきましょう。ロータリーに入ったならば、そ

の中でビジネスになる良い人を見つけてください」とおっしゃっていま

した。有意義なセミナーでした。

幹事報告 和田 達也 幹事

東京神宮ロータリークラブより事務局移転の■

案内が来ております。

ＮＥＷ ＹＥＡＲふれあいコンサートの案内■

が来ておりますので回覧します。

１２月１日のＩＭの案内を皆様のレターボック■

スに入れておりますので、ご確認ください。

今後のスケジュールを申し上げます。■

１１月２３日（水）は祝日のため休会です。

１１月３０日（水）は１２月１日のＩＭに振替となります。

次にこちらの例会場で例会が行われるのは１２月７日（水）、年次総

会となります。
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ご挨拶 川俣 貞 会員

昭和４３年１１月

３０日に入会させて

いただき、満４３年

の間、ロータリアン

としてお世話になり

ました。

本日、退会届を

出させていただきました。本来は、理事

会の後にご挨拶すべきですが、夢の中

で、届けを出したら直ぐに挨拶するように

と言われましたので、本日ご挨拶させて

いただきます。

これまでの皆様のご厚誼に感謝し、ま

たクラブの発展と皆様のご健康をお祈り

いたします。ありがとうございました。

ニコニコ

本日のニコニコ ７名 22,000円

累計 398,500円 （予算達成 39.9%）

報告 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

川俣貞 君 スペシャル 長い年月、大変

お世話になり誠に有り難うございました。

藤林良昭 君 先週のガバナー公式訪問

にはクラブの皆さんのご協力を感謝いたし

ます。

和田達也 君 今日の小倉さんの卓話で

勉強して、人生の整理整頓をしたいと思

います。 ↑女性関係の…との指摘あり

小宮延雄 君 ご迷惑かけましたが、徐々

に回復しています。

小島馨 君 急用ができ、失礼します。

熊井治孝 君 所用で早退させていただき

ます。

山下雅弘 君 小倉会長

エレクトの卓話、楽しみ

にしています。次年度

幹事より。

委員会報告など

指名委員会 井村 廣巳 委員長

本日１１時３０分より指名委員会を開催し、次年度の役

員・理事候補者を決定しましたので発表します（敬称

略）。小倉裕美、杉田純一、成田恭隆、山下雅弘、谷井正剛、小島馨、

山口徹雄、板谷誠一、土方淳、野村圭伊、松浦信平、以上１１名です。

新世代奉仕委員会 松浦 信平 委員長

カンパのご協力ありがとうございました。例会場での

21,000円＋1,000円＋1,000円に加え、横倉会員の会社で

のカンパもいただきました。

月例祝賀（１１月） 山下 雅弘 会員増強・親睦委員長

入会記念日

川俣 貞君（S43） 野村圭伊君（H5）

成田恭隆君（H17） 仲谷政毅君（H21）

誕生日

奥野誠也君（11/8） 阪口茂君（11/28）

結婚記念日

後藤一郎君（11/1） 山下雅弘君（11/11）

飯作金彦君（11/12） 奥野誠也君（11/12）

谷井正剛君（11/15） 森岡弘通君（11/23）

和田達也君（11/23）

夫人夫君誕生日

杉田純一君（恵美さん 11/17） 飯作金彦君（多津江さん 11/19）

出席委員会 横倉 利夫 委員長

MU 本日の事前メークアップ

野村圭伊 君

MU 前回・前々回のメークアップ

小宮延雄 君 板谷誠一 君 後藤一郎 君

会員総数 出席総数 ＭＵ
欠席 出席率

(うち出席免除) （うち免除者数） (事前)

本日 34 23 1
7 77.42%

2011.11.16 (7) (4) (0)

前回訂正 34 26 0+0
6 81.25%

2011.11.09 (7) (5) (0+0)

前々回訂正 34 18 5+0+3
5 83.37%

2011.11.02 (7) (2) (0+0+2)

出席率が落ち

てきています。

ＭＵを心がけ

てください。
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卓話 「整理整頓」 (株)アコス社長 小倉 裕美 会員

はじめに 私の会社で

は、毎朝、２０人の男性社

員が外を、８人の女性社

員が社内を清掃していま

す。昔、もっと社内をきれ

いにするには？と考えま

した。ダンボール箱等を

積んでいるようではきれ

いになりません。

物は生きていると定義すれば 人には帰るべき家があり職業があります。物にも帰る

家があり、職業もあります。物があるべきところにない利用されない、すなわち住所不

定無職にすると、すぐに次の物を買うことになってしまいます。皆さんの机の引出にも

ボールペンが何本も入っていませんか。

定品、定数 私はビルメンテナンス業を行っています。ワックス、洗剤等々、これを使

うと決めた種類のものを使うことによるプラスは大きいです。ボールペンなども同じ種

類のものを使えば、インク芯の取り替えでも、みんなで共有できます。在庫数量も決め

ています。使う数量プラス１です。定品を使っているので万が一足らなくなったら他の

事業所と融通し合うことができます。在庫を置く場所を定め、壁に引いたラインより下

になったら仕入れるとしておけば間違いが起きません。

定位置 シャーペンの替え芯などは、一人では１ケースをなかなか使い切れません。

共通棚を定めて、みんなで共用します。マジックも同様です。定位置に置いてあれば

共用できます。帰社するときは、全ての物を元の位置に戻し、机の上には電話機があ

るだけです。ゴミ箱や電話機にも全て定位置を定めて、その位置を示す矢印を付けま

す。いろいろな物の定位置を矢印で示します。額縁も曲がることはなくなります。

廃棄 以前１０個あった書庫をひとつづつ減らし、最終的には３個にしました。古い電

話帳、メーカーのカタログ等々、思い切って捨てることが大切です。セミナーの資料等

も後で読もうと仕舞い込んでそのままになってしまうものです。１ヶ月だけ別のダンボ

ールに入れて、見なかったら廃棄します。名刺も、二度と利用することのない名刺が

貯まっていませんか。

実例紹介 羽村市役所での整理整頓の実例を紹介い

たします。（※スライドにより説明いただきました）

活かす 物の話をしてきましたが、物を人、お金、時間

に置き換えて考えてみてください。人を活かす、お金を

活かす、時間を活かすことが大切です。

東京日野ロータリークラブ会報
会 長 藤林 良昭

幹 事 和田 達也

会報委員会 山口 徹雄（委員長）

小峯 敏夫 西山 尚之

事務局 〒191-0042 東京都日野市程久保3-37-3 日野ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会館

TEL 042-594-3711 FAX 042-593-0510

例 会 毎週水曜日（12:30より） 高幡不動尊客殿

ＵＲＬ http://www.hino-rotary.org メール info@hino-rotary.org

フォト紹介

指名委員会 開催直前

卓話（羽村市役所実例）

卓話（羽村市役所実例）

ビジターの成瀬様

役員・理事候補者の告示


