国際ロータリー 第 2780 地区

２０１６
～ｋか〜

伊勢原ロータリークラブ週報
ＲＩ会長

■
■
■
■
■

地区ガバナー
会 長
幹 事
会報委員長

２０１７

ジョン・F・ジャーム
佐野 英之（秦野 RC）
村上 一秋
田中
徹
濵尾ゆかり

例会日
例会場
事務局

毎週水曜日 12：30～13：３0 （12:00 より食事）
伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 フォーラム 246
☎0463-96-3711
〠259-1131 伊勢原市伊勢原 1-2-2 横浜銀行伊勢原支店内

☎0463-92-5777

Fax0463-95-5313

第 2469 回 例会
平成 28 年 11 月 30 日(水)曇り
会長報告

点

村上 一秋会長

鐘

ロタリーソング

手に手つないで
四つのテスト(西部康男会員)

司会・進行

井戸川秀治会長エレクト

お客様

・炉辺会合
討議され出された内容は理事会でよく検討して
いきたいと思います。

・ふれあい授業

mail：rc1isehara@gmail.com

勝浦勝様
(タウンニュース編集長)
市川さとみ様(タウンニュース)
鈴木康弘様(入会予定者 (株)鈴木油脂 代表取締役)

今後の予定

学校から毎年お願いしたいと依頼されております。

・渋田川芝桜花咲プロジェクト
タウンニュースに取り上げて頂きました。
・台湾親善交流野球大会
台湾高雄 RC も参加。来年 8 月に 7 チームで試合。
、

12/ 7
12/14
12/21
12/28

第 2470 回
第 2471 回
第 2472 回
第 2473 回

卓話：大谷聰君・外谷正人君
クラブ年次総会
クリスマス例会
特別休会

幹事報告

・ガバナー事務所より
1. 12 月のレートのお知らせが届いております。1 ドル＝106 円
2. 次年度地区カレンダー作成についてのお願いが届いております。
予定されている行事・次年度会長.幹事のお名前記入 締切 12/22（木）
3. 財団 NEWS が配信されております。
。
・米山記念奨学会より ハイライトよねやま 200 が配信されております。
。
・第７グループガバナー補佐事務所より
ガバナー補佐杯ゴルフコンペ延期のお知らせが届いております。 3/23（木）予定
・例会変更のお知らせ
伊勢原中央 RC
12 月 19 日（月）→ 12 月 18 日（日） 家族親睦クリスマス例会に振替
12 月 26 日（月）→ 特別休会
1 月 ２日（月）→ １月 11 日（水） 伊勢原３ＲＣ合同新年会に振替
秦野中 RC
12 月 ２日（金）→ 12 月 ４日（日）移動例会 ヤマユリの里づくり ９時００分～ 震生湖
12 月 16 日（金）→ 12 月 18 日（日）17 時点鐘 クリスマス家族親睦会に振替
場所：時之栖 御殿場高原ホテル(富士の間)
秦野名水 RC
12 月 23 日（金）→ 休会（祝日）
12 月 8 日（木）→ クリスマス例会 １７時点鐘 於：横浜うかい亭 大和市つきみ野６－５－２
TEL:０４６－２７６－５２５２
12 月 15 日（木）→ 夜間例会 18 時半点鐘 懇親会付 於：秦野商工会議所 ４階
12 月 22 日（木）→ 休会
12 月 29 日（木）→ 休会
・神奈川県共同募金会伊勢原市支会より
「赤い羽根共同募金運動」ご協力のお願いが届いております。
・ボーイスカウト伊勢原より いやさかが届いております。
・TNK 東日観光株式会社より
2017 年アトランタ大会の参加旅行募集案内が届いております。

スマイル報告
村上

一秋君

田中

徹君

山田 昌紀 スマイル委員長

.

鈴木さんご入会楽しみにしています。来年からロータリーライフを楽しみましょう。
鈴木さんようこそいらっしゃいました。歓迎します。

井戸川秀治君

鈴木さんようこそいらっしゃいました。歓迎致します。田村さん卓話頑張って下さい。

堂前

慶之君

鈴木康弘さんようこそロータリークラブへ。入会される日を楽しみにしております。

大谷

聰君

荒巻

哲朗君

多田

政弘君

飯田

隆三君

萩原

鉄也君

東

学君

田村

貴寿君

山田

昌紀君
〃

会員誕生祝い
奥様誕生祝い

結婚祝い、
創立祝い
スマン

内孫が厚校のダンス・ドリル部で全国準優勝、来年 3 月にアメリカで行われる国際大会に参加、
フロリダに行くことになりました。
商工会のボーリング大会へ多数の皆様に参加して頂きありがとうございました。又多田様、飯
田様、鈴木様には景品を提供頂き感謝、感謝です。
鈴木さんようこそ！1 月入会ですので、初例会は 1/11 の 3RC 合同例会で大勢のロータリア
ンに入会を祝ってもらえますよ。楽しみですね。
鈴木さんようこそおいで頂きました。大歓迎です。来年から正式入会お待ちしております。
鈴木康弘さんようこそロータリーへ。いつも仕事が“ピーク”でしょうが宜しくお願いします。
勝浦さんようこそ。
鈴木さんようこそおいで下さいました。入会お待ちしております。田村さん卓話頑張って下さ
い。
鈴木さんようこそいらっしゃいました。来年より楽しみましょう。卓話緊張しています。
鈴木さん、タウンニュース勝浦さんようこそいらっしゃいました。田村さん卓話頑張って下さ
い。
次女が 3 歳の為、七五三のお宮参りをしました。普段落ち着きのない娘が神様を前に緊張した
のか、奉納する“さかき”を強く握りしめたまま固まってしまいました。ちなみに奉納できた
のは 2 分後でした。
篠﨑 文一君➞お誕生日を祝って頂きありがとうございます。それなのに本日途中で退室しま
す。
田中
徹君➞妻の 5？回目誕生日を祝って頂きありがとうございます。これから母親の介護
が現実となったので、二人で頑張って行きたいと思います。事務所を開業して
やっと 1 年が経ちました。皆さんから少しずつ仕事を頂き感謝しています。
仙波 史生君➞入籍して 1 年が経ちました。入籍の日の法律相談は離婚が 3 件でしたが自分
はそうならないように頑張ります。
細野 圭司君➞妻を一生大切にします。
小泉隆一郎君➞創立 26 年になりました。介護人材不足の中何とかやっています。頑張ります。
市川

正孝君➞11 月 30 日は校医をしている小学校の学校保健委員会というものがあり、欠
席させて頂きます。
おめでとうございます

細野圭司君代理(堂前副会長)

出席報告
会員数

築城 忠生 出席委員
出席計算に用いた数

出席者数

出席率（％） 前々回修正出席(％)

事前 MUP
萩原庸嘉君→米山奨学・学友会・資金推進委員会
ガバナー補佐連絡会議
米山学友会主催 国際交流会

56

53

33

62.26

修正なし

多田政弘君➞クラブ研修リーダーセミナー
松下 孝君➞クラブ研修リーダーセミナー
東井重和君➞青少年交換委員会
米山学友会主催 国際交流会

小山博正君➞米山学友会主催 国際交流会
東
学君➞クラブ管理運営委員会
米山学友会主催 国際交流会

委員会報告
多田 政弘 クラブ研修リーダー委員会委員長
炉辺会合開催の結果
11 月 14 日（月）～11 月 18 日（金）5 日間開催し出席率ほぼ１００％。
各グループからの提案書は、理事会承認後回覧致します。
小泉 隆一郎 クラブ研修リーダー委員会副委員長
定款細則変更
定款細則の変更について理事会より案がきました。詳細は別紙資料配布。
変更理由 円滑なクラブ運営のための役員の増員
第 2 条 第 1 節・第 3 条 第 1 節の箇所。会計が理事に、後 1 名は指名 合計 9 名とする。
本例会で説明致しまして、12 月のクラブ年次総会で承認を頂きたいと思っております。
堂前 慶之 社会奉仕委員会 芝桜プロジェクト統括委員長
渋田川芝桜花咲プロジェクト
先週の金曜日、タウンニュースに広報する事ができました。タウンニュース様には記事として無料で掲載して頂
きました。来週にはふれあい事業についても、報告をさせて頂く予定となっております。
渡邊 健樹 広報雑誌委員会委員長
ロータリーの友
12 月号 15 ページ友愛の広場の投稿記事ですが、山口会員にご投稿頂きました。交換学生との 17 年間の交流、
オーストラリアのジョアンナさんとの交流をご投稿頂きました。友愛広場にはエッセイや海外のロータリークラ
ブ訪問記事、時局雑感など 1000 字以内写真などありましたらご投稿お願い致します。
萩原 庸嘉 米山奨学委員会委員長
国際交流会
11 月 19 日（土） 秦野商工会議所 1 階ホールにて国際交流会を開催致しました。
当クラブからは、村上会長初めスカイを含む 10 名の参加がございました。
内容は米山奨学生の紹介と交流です。奨学生 4 つのグループに分かれて料理を提供して頂きました。米山学友は
毎年この様な企画を行っております。米山奨学制度を維持していくようにロータリアンとして協力していきたい
と思います。
東 学 地区クラブ管理運営委員会委員
新会員の集い・増強委員会
本年度は第 7 グループで 2 回、地区で 1 回 新会員の集いを開催と言う事になっております。
第 1 回目は 9 月に開催いたしました。入会 3 年未満の会員が対象なのですが当クラブからは 10 数名の参加頂き
ました。第 2 回目は 2 月 28 日秦野で開催されます。地区全体の新会員の集いは 5 月 20 日(土)藤沢で開催され
ます。会員増強維持委員長として、日程は未定ですが 1 度委員会を開かせて頂き皆様方から新会員候補者の推薦
を募ろうと思っておりますので、是非ご協力お願い致します。

卓話

田村

貴寿君

職業卓話

①どのような会社か
私の勤務するフジケース株式会社は、以下のような会社となります。
本社：神奈川県伊勢原市歌川3-3-1（歌川産業協同組合内）
拠点：東京支社 東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー5A-4
茅ヶ崎事業所：茅ヶ崎市萩園3026 倉庫：歌川・高森・下糟屋の5カ所に配置
設立：昭和43年9月 （現在49期目） 資本金：5,000万円 従業員：67名
事業内容・印刷紙器の製造・販売・ラベル、シールの製造・販売・包装資材の卸、販売・文具通販の卸（東京支社）
②どのような仕事か
主力事業は「化粧箱」製造です。製造の流れは企画（目的・機能の決定）→設計・デザイン（元版作成）→印刷→
打抜き（紙を箱の形に加工）→貼り（糊付け）となります。
③利益をあげるための仕組み
印刷業界の現況は需要減により一貫して低下傾向にあります。
「紙からITの時代」となり非常に厳しい。私の会社は
「紙器業界」に分類されますが、チラシや書籍、カタログ業界の薄物印刷業者が、化粧箱（紙器）の印刷シェアを
狙いに来ています。そこで、逆に薄物印刷業者に化粧箱を営業するように提案し、仲間として需要開拓ができるよ
う推進しています。

［化粧箱の利益］
化粧箱＝材料費＋加工賃＋諸経費（材料費＋加工費の10％）
白無地箱：紙代￥10＋抜き代￥10＋諸経費￥2＝単価￥22
カラー箱：紙代￥10＋印刷代￥20＋抜き代￥10＋諸経費￥4＝単価￥44
それぞれ￥10円の材料費でも、デザインや形により付加価値が増えお客様の商品価値も上がり、結果として利益
が増える仕組みです。
④利益をあげるための工夫
［ここでナンバーズゲームを実施］何も無い状態で行う場合より、線を引きルールを決めて行うことで、生産性が
上がることがおわかり頂けたと思います。社内でもオフィス内に高さ制限を設ける、床への直置き禁止、所番地の
設定、工具等の整理などの改善を実施しています。これにより［物を探すという無駄な時間を削減］［誰が見ても
分かるようになった］
［従業員同士が協力的になった］等の効果があがっています。
最後に、弊社は捨てられてしまう「化粧箱」を作っていますが「お客さまの愛情のこもった商品と市場をつなぐ企
業でありたい」と考えています。その為に「 品質を向上する事こそが、お客様の信頼を維持する」を目標に掲げ、
顧客の立場に立った品質提供、提案、情報提供を行ないます。その実現の為、品質マネジメントシステムを構築し、
それを順守し且つ継続的な改善活動を実行してまいります。ご清聴ありがとうございました。

