本日の行事予定 (2019 年 2 月 1 日)
第 3182 回例会
卓話担当：前田昭生君
講
師：愛知県立津島東高等学校
校長 渡辺貞彦氏
演
題：「改革期を迎える高等学校」
先回の記録
第 3181 回 ’19 年 1 月 25 日（金）晴れ
≪職業奉仕月間≫
卓話担当：職業奉仕委員長 小林啓子君
講
師：地区職業奉仕委員会委員長
鋤柄喜彦君（名古屋東南ＲＣ）
演
題：「職業奉仕について」
ストレッチ体操 稲垣宏高君
ロータリーソング 「それでこそロータリー」
ソングリーダー 鈴木吉男君
ビ ジ タ ー 西尾張分区ガバナー補佐
和田典之君(名古屋清須ＲＣ)
西尾張分区ＩＭ実行委員長
江川泰彦君(名古屋清須ＲＣ)
会 員 総 数 62 名
12 月 21 日例会分訂正
出席免除会員 19 名
欠 席 会 員
13 名
本日出席会員 49 名
MAKEUP 会 員
7名
本日の出席率 79.03％ 訂 正 出 席 率 98.31％

会長挨拶
伊藤哲朗会長
本日は、和田ガバナー補
佐と江川ＩＭ実行委員長
にご出席いただき、また、
地区から鋤柄地区職業奉
仕委員長も来ていただき、
お話をうかがうことがで
きます。ありがとうござい
ます。
さて、私の職業といえば、創業 125 年続いた「ふ
とん屋」でありますが、現在取り引き先の代表的
なところは、西川産業、通称東京西川、西川リビ
ング、通称大阪西川、そして京都西川の 3 社にな

ります。その 3 社が 2 月 1 日をもって、合併する
ことになりました。それぞれ系列の専門店チエー
ンがありまして、地域によっては目と鼻の先にそ
れぞれの系列店があります。これらが一緒になる
というので、大問題というわけです。
合併しての存続会社は西川産業、通称東京西川
で、西川本家の社長が指揮をとっておられ、3 社
合併で西川株式会社となります。もともと大阪も
京都も本家と一体になった会社だったのですが、
戦時中、大規模な会社は軍需産業に取り組む義務
があったため、わざわざ分社をした経緯があった
のです。いうなれば元に戻ったわけで、分社して
いる必要がなくなったわけであります。今回の合
併で、3 社総数の役員数が、37 人から 17 人に、営
業の人数も大幅に削減できるということで、合併
のメリットは大きそうであります。実は、西川グ
ループはもう１社あるのですが、昭和西川といっ
て、もとは「無圧シキフトン」の製造メーカーだ
ったのが、泰道リビングという会社を吸収して、
西川グループとは一線を画した会社もあります。
とにもかくにも、メインの西川 3 社は合併し、
新しく船出することになりました。それぞれの系
列専門店は、当分の間、今までどおり 3 つに分か
れたままですが、いずれなんらかの新しい組織に
統合整理されていくことになります。
さて、ふとんの西川について、少し歴史を紐解
いてみますと、創業は 1566 年となっています。も
ともとは近江商人で、現在でも近江八幡に本家の
家が残っています。誰も住んではいませんが、管
理している人がいて、中を見せていただくには申
請が必要で、平日のみとなっています。徳川が天
下を取った江戸時代には東京日本橋に店を構え、
主に蚊帳の販売で基盤をつくりあげていきます。
明治になると、庶民もふとんを着るようになり、
小売りから卸業に転身していきます。
現在の社長は第 15 代目で、西川八十行氏 50 才
です。14 代目には子供さんがなく、姪御さんを養
子に迎え、さらに現在の社長を養子に迎えられま
した。社長は非常に聡明な方で、実のお父様は、
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内閣危機管理室長をやっておられたた佐々さんで
す。あの浅間山荘事件で、指揮をとった方です。
ところで、私共と西川さんとのお付き合いはそ
んなに古くはありません。私共の先代は、西川の
商品を名古屋の問屋さんから仕入れていました。
昭和 52 年、私共が、大阪、京都の西川とダイレク
トにお付き合いを始め、東京とは平成 2 年、今の
本店を今市場に移してからですので、まだ 30 年も
経っていません。
いずれにしろ、この 3 社と直接の商いをしてい
て、この 3 社合併に出くわしても、全部お付き合
いして、“いいとこどり”ができたのがよかった
と思います。しかし、とは言っても相手がひとつ
になると、なかなか手ごわい相手になりそうです。

幹事報告
吉田康裕幹事
 本日は、2 月 16 日（土）
に開催されます西尾張分
区ＩＭのご挨拶で、お忙し
い中、和田ガバナー補佐と
江川ＩＭ実行委員長にお
越しいただきました。後ほ
ど、ご挨拶をいただきたい
と思いますので、よろしく
お願い致します。
 本日、親睦活動委員会より上半期 100％出席 47
名の方に表彰記念品を配布しています。
 本日、18 時より国際奉仕委員会が開催されます。
寺島委員長はじめメンバーの皆様、よろしく御
願い致します。
 2 月 8 日（金）16 時より、津島東高校でＩＡＣ
例会が開催されます。メーキャップ対象となり
ますので、是非ご参加をお願い致します。

ニコボックス報告 第 3181 回分
柴田伸彦ニコボックス委員長
伊藤哲朗会長、山田勝弘副会長、
吉田康裕幹事 ①本日の卓話
講師に地区職業奉仕委員会の
鋤柄喜彦委員長をお迎えして。
②ＩＭのご挨拶においでくだ
さいました和田典之西尾張分
区ガバナー補佐、江川泰彦西尾
張分区ＩＭ実行委員長をお迎
えして。③小林啓子職業奉仕委
員長、本日の卓話よろしくお願いします。
浅井彦治君、浅井賢次君、飯村理君、猪飼充利君、
大河内勝彦君、梶浦興蔵君、片岡鉄君、神谷里明
君、加藤則之君、佐藤敬治君、坂井裕君、柴田伸
彦君、杦田勝彦君、高木輝和君、野々山勝也君、
水野憲雄君、野尻栄一君、山田公男君、山本達彦
君 ①本日の卓話講師に地区職業奉仕委員会の鋤

柄喜彦委員長をお迎えして。②ＩＭのご挨拶にお
いでくださいました和田典之西尾張分区ガバナー
補佐、江川泰彦西尾張分区ＩＭ実行委員長をお迎
えして。
鋤柄喜彦君 本日はよろしくお願いします。
和田典之君、江川泰彦君 ＩＭよろしくお願いし
ます。
小林啓子君 本日、卓話です。鋤柄委員長をお迎
えしています。よろしくお願いいたします。
浅井彦治君 鋤柄委員長をお迎えして。
三谷栄一君 同級生の鋤柄君をお迎えして。
加東育郎君 20 日に長女が無事に結婚式を挙げ
ることができました。
幅辰雄君 ①先週、例会を休みました。滝川さん
にお世話になりました。②海外より無事に帰りま
した。③ゴルフ例会で優勝しました。
篠田廣君 バンコク、行ってまいりました。
矢田潔君 ゴルフ例会、キャンセルしてすみませ
んでした。
伊藤基君、滝川林一君、寺田晏章君、寺島淳一君
ウィークリーに写真が載りまして。
稲垣宏高君 その他。
卓 話
≪職業奉仕月間≫
卓話担当：職業奉仕委員長 小林啓子君
講
師：地区職業奉仕委員会委員長
鋤柄喜彦君（名古屋東南ＲＣ）
演
題：「職業奉仕について」

職業奉仕の小林です。本日はよろしくお願い致
します。講師に地区職業奉仕委員長の鋤柄喜彦氏
（名古屋東南ロータリークラブ）をお迎えしてい
ます。お忙しい中、ありがとうございます。
鋤柄委員長の卓話の前に少し話すように言われ
ていますので、少し話させていただきます。職業
奉仕という考え方はロータリー特有の考え方です
が、日本語の名称から連想する奉仕概念として捉
えにくいのも現状です。難しい話は鋤柄委員長に
お任せして、私は昨年 11 月に開催された第 2760
地区内職業奉仕委員長会議のグループディスカッ
ションの内容を報告します。またクラブの過去 10
年間の(職業奉仕月間の)卓話を事務局でまとめて
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いただきました。お手数かけました。見返してい
ただくと結構楽しいです。
では、他のクラブでは職業奉仕の事業にどんな
ことをしているのか。
① 職場訪問も多かったですが、会員の職場では負
担が大きいので大企業にお願いしたり、自衛隊、
造幣局訪問もありました。単なる物見遊山にな
らないように企画しているそうですが、楽しい
のも大事との意見もありました。会員の多いク
ラブは貸し切りバス 2 台で訪問するそうです。
② 「四つのテスト」を額に入れて全会員に配った。
その額を職場の従業員の目につくところに掲
げ、従業員にも「四つのテスト」を知ってもら
い、奉仕理念を理解してもらう。
③ ロータリー入会時に思っていることを書いて
もらい、5 年に一度冊子にして配る。「自分の
を見返すと恥ずかしー」と言われていました。
④ 変わったところでは、職業奉仕の事業として毎
年会員の病院で健康診断をしているそうです。
早期癌が見つかった人もあり、感謝されたそう
です。
⑤ 会員の職場を全員で訪れるにも難しいので、職
業奉仕委員会が数か所の職場を訪問して話を
聞き、卓話で発表するというのも考えています
が実現していま
せんという意見
もありました。

践していくという目的をもつものである。会員
の役割には、ロータリーの理念に従って自分自
身を律し、事業を行うことが含まれる。

その他

今週も田中正明
次年度副会長

伊藤基会場委員長

よ２
しろ
まし月
す く 16
日
おの
願
いＩ
Ｍ

和田典之
ガバナー補佐

江川泰彦
ＩＭ実行委員長
今年度のＩＭ
は「多様性を受
け入れる」をテ
ーマとし、分区
内交流で他クラ
ブの例会に訪問
した各クラブの
会員によるスピ
ーチがあります。
懇親会では観世
流能楽師・久田
勘鷗氏による舞、
食事は名古屋マ
リオットアソシ
アの中国料理の
予定です。

以上、参考になれ
ばと思い、報告させ
ていただきました。

定款 第 5 条 五大奉仕部門
ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラ
ブの活動の哲学的および実際的な規準である。
1. 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブ
の機能を充実させるために、クラブ内で会員が
取るべき行動に関わるものである。
2. 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および
専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務は
すべて尊重されるべきであるという認識を深
め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実

和田Ｇ補佐、江川ＩＭ実行委員長と津島ＲＣ
会員の話が弾んでいます。
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←稲垣宏高君
ビジターも一緒にストレ
ッチ体操。皆さん、真面
目に取り組みますが、足
を伸ばすには、窓際の席
はちょっと窮屈だったか
もしれません。

2019-20 年度ＲＩ会長紹介
マーク・ダニエル・マローニー氏
Decatur ロータリークラブ所属
（アメリカ・アラバマ州）
税法、遺産、農業を専門とする
Blackburn,Maloney,and Schuppert
法律事務所の最高責任者。アメリ
カ南東部・中西部の大手農
場経営者の顧問弁護士で
あるほか、アメリカ弁護士
協会の農業関係委員会の
委員長を務める。アメリカ
弁護士協会、アラバマ州弁
護士協会、アラバマ州法律協会メンバー。

たまにはストレッチも
いいね

次回例会
第 3183 回 ’19 年 2 月 8 日(金)
卓話担当：鈴木吉男君
講
師：愛知県立津島高等学校
教頭 伊藤和明氏
演
題：「津島高校の
グローバル化の取組」
お知らせ
■第 38 回津島東高校ＩＡＣ例会
と き：2 月 8 日（金）16：00～
ところ：津島東高校北館 2 中教室

鈴木吉男君

■西尾張分区ＩＭ（全員登録）
と き：2 月 16 日（土）16：00～20：00
ところ：名古屋マリオットアソシアホテル
16 階 タワーズボールルーム
ホスト：名古屋清須ＲＣ

横井知代君

それでこそ
ロータリー

■第 20 回西尾張ＲＣ美術展（最終展）
と き：2 月 19 日(火)～24 日(日)
通常 9：30～17：00(入場 16：30)
19 日(火)13：00～
24 日(日)16：00 まで
ところ：稲沢市荻須記念美術館
■卓話担当変更
月

日

曜

3

15

金

坂井

裕

寺島淳一

5

金

鈴木吉男

坂井 裕

12

金

田中正明

寺田晏章

26

金

寺田晏章

田中正明

17

金

遠山孝義

宇佐美三郎

4

野尻栄一
親睦活動委員

5

滝川林一
親睦活動委員長

変更前

変更後
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