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本日の行事予定 (2015 年 2 月 20 日) 

第 3006 回例会 
卓話担当：伊藤 誠君 

演  題：「1 年が過ぎて…」 

 
 先回の記録（例会） 

第 3005 回 ’15 年 2 月 13 日（金）晴れ 

≪世界理解月間≫ 

卓話担当：国際奉仕委員長 後藤務君 

講  師：㈱三和スクリーン銘板 

 マレーシア、タイ、及びインドネシ

ア社長 原 幸治氏 

演  題：「三和スクリーン銘板海外拠点 

現況報告」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 

ソングリーダー  寺島淳一君 

会 員 総 数  67名   1月 23日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員    15名 

本日出席会員  53名     MAKEUP会 員    10名 

本日の出席率 79.10％   訂 正出席 率 98.41％ 

 
副会長挨拶 

三谷栄一副会長 

 先週の水曜日に野々山幹

事、高木Ｓ.Ａ.Ａ.と安江

会長のお見舞いにいって

参りました。会長は、前日

まで身体中管まみれで酷

い状態だったそうでした

が、当日は管もとれ顔色もよく、手術後の経過

は良好と言われました。その後、金曜日(2 月 6

日)に退院されました。 

また、土曜日には西尾張分区ＩＭに多くの会

員の皆様に出席頂きありがとうございました。

ＩＭでは、おいしいお酒、料理を頂き、舞妓さ

ん、芸妓さんの美しさに目を奪われました。二

次会には新入会員の松本君、佐藤君、山田君を

始め多くのメンバーに参加して頂き、親睦をは

かることができ、有意義な時間を過ごすことが

できました。 

本日は、世界理解月間に因んで、後藤務国際

奉仕委員長より卓話をしていただきます。よろ

しくお願いいたします。スピーカーの原さんに

はタイでは大変お世話になり、ありがとうござ

いました。 

私は、国際奉仕活動として大橋会長時の台湾、

鶴見会長時のシンガーポール、後藤亨会長時の

スペイン、宅見会長時のイギリスの世界大会に

出席しました。本日は最初に出席した台湾世界

大会についての思い出をお話しさせていただき

ます。 

入会して 2年目の 39 歳、1994年（平成 6 年）

6 月 9 日～13 日までの行程でした。その当時、

新入会員は必ず姉妹クラブの淡水ロータリーク

ラブに行けと命令されていました。 

出席者は多分、大橋二郎会長、寺田晏章幹事、

伊藤雅昭国際奉仕委員長、伊藤光二会長エレク

ト、坂井幹事エレクト、水野次年度国際奉仕委

員長、片岡忠明、堀田勝、佐竹、安江兄弟と新

入会員の寺島賢一、浅井彦治、加藤則之各君と

私だったと思います。その年 4 月、中華航空機

事故の影響で、ルフトハンザ航空に急遽変更に

なり香港経由で台湾に行きましたが、香港台湾

間はなんと中華航空でした。大変長い道程でし

た。 

最初に行った香港での思い出は 100 万ドルの

夜景はもちろんですが、有名な福臨門での豚の

丸焼き、フカヒレスープ等々の夕食で大変おい

しかったことです。機会があればもう一度食事

したいと思います。 

そして香港から台湾に向かい、夕刻に到着し、

入国審査場にはどういうわけか淡水ロータリー

クラブのビル会長、林さんはじめメンバーのお

迎えがあり、大変びっくりしました。その後空

港からホテル経由で歓迎会の北投温泉に向かい

ました。ところが、高速道路は世界大会の影響

で大渋滞になり、到着時刻はなんと 10時近くで

した。そこから、当時の姉妹クラブ淡水ロータ

リークラブとの歓迎会がはじまり、カンペイ、

カンペイの嵐がやってきて、私はどう対応する
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かわからなかったが、片岡忠明さんにズーイ、

ズーイ(随意=適当)と言えと教えていただき難

を逃れることができました。それにしてもすご

い歓迎会で感動しました。ホテルに戻ったのは

深夜 0 時過ぎでした。たいへん疲れたことを覚

えています。 

翌日は故宮博物院を観光しましたが、国際大

会出席のロータリアンで大変混雑してる中、あ

まＲＣのメンバーにお会いすることができまし

た。夕食は満漢全席で、たくさんの料理と皇帝、

皇太后の服装で記念写真を撮ったことを覚えて

います。その後、世界大会の夜の部に出席する

ため、会場の林口体育館までバスで移動したの

ですが、またまた渋滞で大幅に遅れて参加し、

日本のロータリアンの多さと、ゲストのジュデ

ィオングさんがいたことしか思い出せません。 

大会に出席して思ったことは会員相互の親睦

が図れたこと、姉妹クラブと国際交流ができた

ことだと思いました。また 4 月には国際奉仕委

員会が台北滬尾ロータリークラブに訪問する計

画をしてみえます。委員会メンバーはもちろん、

新入会員の皆様は是非参加してください。 

 
ニコボックス報告 第 3005 回分 

伊藤基ニコボックス副委員長 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 ①先日

はＩＭにご出席ありがとう

ございました。②本日は雪の

中のご出席ありがとうござ

います。③後藤務国際奉仕委

員長、本日の卓話よろしくお

願いします。 

三谷栄一君 スピーカーの

原幸治さんをお迎えして。 

児玉昭君 久しぶりに原君にお会いしました。 

高木輝和君、住田正幸君、幅辰雄君、伊藤哲朗君、

伊藤幸蔵君 原ＭＤをお迎えして。 

後藤務君 ①中国の春節に行ってきました。200

名ぐらいのパーティーです。②本日卓話を担当し

ます。 

矢田潔君 今日の後藤務君の卓話を楽しみにし

ております。 

伊藤哲朗君 副会長代理を務めます。 

浅井賢次君 ①今月無事 86 才の誕生日を迎える

ことができました。1時間程ひ孫の子守りをして

いましたら手が振えます。②片岡君、お子様の宮

詣り、お天気が良くておめでとう。益々のご成育

をお祈りします。③チョコレートいただきます。

ありがとう。 

伊藤祥文君 今月、司会をつとめます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

伊藤幸蔵君 西尾張分区ＩＭの二次会の参加者

の方々からお気持ち(おつり)をいただきました。 

八谷潤一君 松崎先生にお世話になりました。 

服部則仁君 分区さぼりました。 

佐藤雅彦君、滝川林一君、浅井彦治君、山田章博

君、伊藤誠君、前田昭生君 ウィークリーに写真

がのりまして。 

浅井彦治君、幅辰雄君、堀田力男君、生田達一君、

伊藤誠君、伊藤基君 伊藤哲朗君、伊藤祥文君、

加藤則之君、児玉昭君、松本浩義君、中野義光君、

坂井裕君 佐藤敬治君、佐藤雅彦君、篠田廣君、

住田正幸君、住田由純君、鈴木吉男君、杦田勝彦

君、高木輝和君、寺田晏章君、寺島淳一君、矢田 

潔君、山田勝弘君、山田章博君、山本達彦君、八

谷潤一君、余郷利彦君、吉田康裕君 女性会員の

皆さんからチョコレートをいただきました。 

片岡鉄君 その他。 

 
卓 話 

≪世界理解月間≫ 

卓話担当：国際奉仕委員長 後藤務君 

講  師：㈱三和スクリーン銘板 

 マレーシア、タイ、及びインドネシ

ア社長 原 幸治氏 

演  題：「三和スクリーン銘板海外拠点 

               現況報告」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、三和スクリーンの海外拠点は、21 年前

に三和スクリーンとして初めて海外進出したマ

レーシアを始め、中国上海、タイ、インドネシア、

アメリカ・シカゴの 5 ヶ国 6 拠点となっており、

今年 6月には、メキシコのグアダラハラに進出し

ます。海外、日本全て合わせた社員数は、現在

1500名(派遣社員も含む)となっています。 

 ワーカーの最低賃金は、インドネシアが 2万 5

千円で、ほかマレーシア、タイ、中国は 3 万～3

万 5千円となっております。 

 海外拠点及び日本を含めたグループ全体の年

商は、昨年度 170 億円(利益：16 億円)と過去最

高の売上・利益となりました。今年は 185億円(利

益：17 億円)、3 年後には日本を合わせたグルー

プ全体で売上 200 億円以上になり、利益予想も

20 億円を超えると予想しています。 

 現在、各拠点とも、ただ物を作るだけの工程で

はなく、お客様から信頼される体制づくりを強化

しており、成形⇒塗装のコンベア式一貫ラインを

導入し、不良削減の徹底化を図り、生産効率向上

を目的とした印刷一貫ラインを完成させ、人が製

品に触らない工程づくりを目指しています。 
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今後、タイ、インドネシアにおきましては、ト

ヨタの世界戦略車「ＩＭＶ」の受注が決定してお

ります。この機種は 10 年以上継続すると言われ

ており、誰が作業しても同じものができる工程づ

くりを行い、安定した物作りを目標としています。 

 
その他 

 服部貴君が、

次年度地区イ

ンターアクト

委員会委員に

決定し、ガバナ

ー及びガバナ

ーエレクトよ

り委嘱状が届

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生日祝福（2月） 

大河内勝彦親睦活動副委員長 

余郷 利彦君（ 4日）       大河内勝彦君（5日） 

吉田 康裕君（ 8日）       佐藤 敬治君（11日） 

岡本 康義君（16日）       相羽あつ子君（19日） 

浅井 賢次君（25日）   

 

夫  人 

佐藤敬治夫人（ 5日）  

遠山孝義夫人（11日）     吉田康裕夫人（18日）   

余郷利彦夫人（23日）     堀田力男夫人（25日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー・ニュース(1月 21日) 

 

伝統にとらわれず新しいアイデアを 

会員増強に取り入れる 

 

 

サンディエゴでの 2015 年

国際協議会の 2日目、会員増

強をテーマとした講演が行

われました。現在、ロータリ

ー会員の 70％以上が 50 歳以

上であり、30歳未満が世界人

口の約半分を占める今日の世界と大きくかけ離

れています。 

会員増強のカギの一つは、例会に関する厳しい

規則を和らげ、若い世代とデジタル志向の人びと

のニーズに応えること。これについて、世代間格

差と社会トレンドを専門とするコンサルティン

グ会社「The Nexgen Group」創設者であるマイケ

ル・マクイーン（オーストラリアのクロウズネス

トＲＣ）さんが講演し、時代性を反映させること

の重要性について話しました。社会変化や若者文

化を専門とし、ベストセラー本の著者です。 

若い世代の参加を促すには「時代に即す」こと

が何よりも重要だと訴え、組織の生き残りには

「recalibrate（再調整）」「re-engineer（再設

計）」「reposition（再ポジショニング）」が必

要であると述べました。 

一方で、「時代に即すことと、妥協することは

違う」とし、ロータリーの「ＤＮＡ」である価値

観や優先事項、奉仕への献身は決して変えるべき

ではないと指摘。しかし、「信じる土台がなけれ

ば、たやすく流されてしまう」としつつも、時代

の重要なニーズに応えるには、伝統や手続きや規

則を見直すことも大切だと話します。 

マクイーンさんの母国オーストラリアのトロ

ント・サンライズＲＣは、ロータリーの新しい試

験的プログラムの下、会長の責務を 3人で分担す

る「共同会長」を取り入れています。3人がスキ

ルとアイデアを持ち寄って、クラブに変化がもた

らされ、その結果、会員数が 25％ＵＰしました。 

「変化や革新はフレッシュな考え方をもつ人た

ちから生まれるもの」と話すマクイーンさんは、

新会員に限らず、ゲスト講演者や家族にも例会に

参加してもらうことを提案。「このような人たち

は "型にはまらない考え方"ができる人たちです。

その"型"がどんなものかさえ知らないのですか

ら」。さらに、若い人びとはロータリーに「大き

な機会をもたらしてくれる存在」だと話します。

やる気のある若者たちは「ネットワークを築く達

人」であるだけでなく、「世間の一般的な意見に

とらわれずに、市民としての義務に対する強い意

識をもっている」とマクイーンさんは主張します。 

本日は伊藤哲朗

前年度副会長が

ゲスト、ビジター

紹介を担当 

三谷副会長より服部貴君に

お渡ししました。 

野々山勝也

幹事 

 安江会長、

早く出席でき

るといいなぁ 

メニューはト

ンカツと茶碗

蒸しでした。 
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次回例会 

 第 3007回 ’15 年 2 月 27 日(金)  

卓話担当：松崎安孝君 

演  題：「だいじょうぶかな？ 
         認知症テスト」 

お知らせ 

■青少年奉仕・国際奉仕合同委員会 

と き：2月 20日（金）18：00 

ところ：みやこ 

 

■地区大会 

 と き：2月 22日(日)10：30～ 

 ところ：ウェスティンナゴヤキャッスル 

 

■第 16回西尾張分区ＲＣ美術展 

 と き：2月 24日(火)～3月 1日(日) 

     9：30～16：30(閉館 17：00) 

 ところ：稲沢市荻須記念美術館 

 

 「変化は決してたやすいものではありません。

（中略）しかし、必勝法が永遠に続くと思わない

でください。結局、成功したと思った次の瞬間に

は、過去のものとなってしまうのですから」 

この日に講演した RI のジョン・ヒューコ事務

総長も、マクイーン氏と同じ見解を述べました。

「次年度には、皆さんが慣れていることや従来と

同じ方法ではなく、慎重かつ前向きで末永く続く

変化の推進者となってください。ロータリーには

素晴らしい伝統が数多くありますが、これらは私

たちが築いてきた伝統です。私たち自身が伝統に

乗っ取られるべきではありません。もはや目的を

果たさなくなったのであれば、私たちがそれを変

えられるのです」 

ゲイリー Ｃ.Ｋ.ホァン RI 会長にとっても、会

員増強は第一の目標です。この日に講演したホァ

ン会長は、若い世代の参加を促し、女性会員を増

やし、変化を受け入れることの重要性を強調しま

した。入会を勧めるだけで会員が 1人増えること

もある、と会長。7月 1日の就任以来、ホァン会

長は世界各地の訪問先で数々の高官に入会を誘

い、実際に数人が入会しました。中には、米国の

エド・ロイス連邦議会議員、ザンビアの首都ルサ

カのムレンガ・サタ副市長、イタリアのベアトリ

チェ・ロレンツィン保健相などがいます。 

「次年度、皆さんは多忙を極めるでしょうが、ほ

かの多忙な人びとに（入会を誘うために）声をか

ける習慣を身につけてください。"ノー"と断られ

ても構いません。ただ、"入会を誘われたことが

ない"という理由でロータリアンにならない人が

いるべきではありません」 

 
 

 

 

 雨水、そして旧正月元旦の 2 月 19 日(木)、晴

天に恵まれた桑名ＣＣでゴルフ例会が行われま

した。優勝は篠田廣君、おめでとうございます。

次回は 3月 26日(木)開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 本日午後 6時より、「みやこ」にて国際奉仕

と青少年奉仕の合同委員会があります。 

2. 2 月 23 日(月)午後 6 時より、「夢菓子屋」

にて親睦活動委員会があります。 

3. 本日、「東日本大震災チャリティーコンサー

ト 2015のご案内」を配付しました。 

4. 本日、「台北滬尾ＲＣ訪問のご案内」を配付

しました。出欠のご返事を 2 月 27 日までに

お願いします。 

5. 2 月 21 日(土)、半田市福祉文化会館にて地

区大会第 1日目が開催されます。午前中の地

区指導者育成セミナーに三谷会長エレクト

と山本幹事エレクトが出席します。同日、午

後 5 時半よりウェスティンナゴヤキャッス

ルにて RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会が開催

されます。高木Ｓ.Ａ.Ａ.と私が出席します。 

6. 2月 22日(日)、午前 10時よりウェスティン

ナゴヤキャッスルにて地区大会 2 日目が開

催されます。出席義務者の方はよろしくお願

いします。 

7. 「第 16 回西尾張分区ロータリークラブ美術

展」が 2 月 24 日から 3 月 1 日まで稲沢市荻

須記念美術館にて開催されます。津島ＲＣ関

係者から 5人が出展されます。なお、見に行

った方についてはメイキャップとします。 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 20日（金）第 3006 回 幹事報告 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 篠田 廣 43 42 85  5  80 

2 位 児玉 昭 56 61 117 28  89 

3 位 幅 辰雄 47 53 100 11  89 

 


