
今日の歌♪ 

 「我等の生業」 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦（やわらぎむつび） 

 力むるところは  

向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

●12:30 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「我等の生業」 

●お客様紹介 

●お食事と歓談 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 出席状況報告・他 

●３分間スピーチ 粟津会員 

●クラブ全員協議会 

・2010-11年度 決算審議 

 前年度事業報告 

 前年度収支報告 

・2011-12年度 予算審議 

 事業計画書報告 

 収支予算案  

・報告事項  

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

＊本日の会合＊  

ありません 
今後の予定： 

7/27 

（水） 

・ガバナー補佐訪問 

・「ＲＩ・地区方針と 

 所感」 

 三村ガバナー補佐 

8/3 

（水） 

・卓話 金森会員 

・定例理事会 

  

8/10 

(水) 

・卓話 北村会員 

 

8/17 

（水） 

・定款により休会 

第１７７８回例会プログラム 
 ２０１１年7月20日（水） ひらかた仙亭 
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月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

7 
２０ 粟津会員 

２７ 藤原会員 

8 

３ 原  会員 

１０ 原田会員 

１７ 定款により休会 

２４ 林(宏)会員 

３１ 源本会員 

月面着陸の日 

1969(昭和44)年のこの日、アポロ11号が月面の「静かの

海」に着陸し、人類が初めて月面に降り立った(日本時間では7

月21日早朝)。アームストロング船長は「この一歩は小さい

が、人類にとっては大きな飛躍である」とのメッセージを地球

に送った。 
 

その他は― 

▲天明の大飢饉(1783)▲日本初、手製の望遠鏡で天体観測 

(1793)▲6月2日以来、東北巡幸の旅に出ていた天皇は函館

から海路で無事に到着。これを記念して1941年から「海の記

念日」実施。祝日となるのは1996年から(1876)▲(1897)▲オリ

ンピック聖火リレー始まる(1936))▲銀座三越内に日本マクドナ

ルド第一号店開店(1971) 
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  今年度の会長の時間は、我々の身近

な情報や、ＲＩ・地区など情報を出来るだ

け公開しながら、活動が身近に感じられ

る時間にしたいと考えております。 

 そういう意味からも今日は、東日本大

震災の支援のあり方、また支援金や義

援金について、社会奉仕委員長の國田

委員長よりご報告いただきたいと存じま

す。 

國田欣吾社会奉仕委員長より 

 7月9日開催の地区社会奉仕委員長

会議に出席してきました。 

 以前開催された予定者協議会ではク

ラブとして被災地にどのように支援して

いけばいいか、テーブルディスカッショ

ンの中で協議し。結果として各クラブと

しては地区の方針をだして頂き、その方

針に沿ってクラブが支援をしていくとい

うことでした。今回の会議では、以下の

話がありました。 

①仕事などで東北へ行ったときは被災

地でのメークアップをしていただき、でき

るだけ被災地の生の声を収集していた

だきたい 

②各クラブには負担にならない程度で

東北地方での地区委員会を開催したい 

③国内外のクラブと合同で支援プロジェ

クトを計画していただきたい 

会長の時間 

●抗不安剤などのクスリの服用率が 

 12％を超えている！ 40歳代以上 

 は約3割  

●厚生労働省調査では労働者の6割が

強い不安やストレスを感じている 

 職場の対人関係が35％でトップ、 

 次いで仕事の質の問題が31％ 

③「うつ病」と「うつ状態」は違う！ 

 「病名」と「状態像」との違いである 

 うつ状態＝うつ病や適応障害や  

 パーソナリティ障害による･･･  

 さらには「神経症性のうつ」がある

   

①メンタルヘルスわかりにくいなぜか？ 

目に見えない、形にならない、コレステ

ロールのように数量化できない 

イメージがわかない、わきにくい  

②いま、なぜメンタルヘルスケアなのか？ 

●「精神障害等の労災認定」件数の激増

年間269件になっている自殺者が66人増  

●労働安全衛生法の改正  過重労働と

メンタルヘルス対策  

●自殺者が30,000人を超えるのが12年以

上も続く    

●「うつ病」100万人の時代 現代型・新型

うつ病の増加   

 

 嘗て、激減していた当クラブの会員数

は、前年度は若い方々を中心に復活、

これを機に一層の増強を図っていきた

いと思いますので、何卒よろしくお願い

申し上げます。 

 ところで、本年度はとくに次の転に主

力をおいてその任を果たして参りたいと

存じます。 

１．和を保ち、「親睦と研修」に留意 

 し、青少年プログラムに注目してい 

 きたいこと 

２．国際交流に配慮し、交換留学生 

 を米国イリノイ州から受け入れ、ま 

 た、当方からの派遣留学生につい 

 ての活躍を期待したいこと 

３．東北大地震などの惨事と大問題 

 に鑑み、ロータリークラブとして何 

 が出来るかをつぶさに考え直し、 

 情報収集と公開につとめながら、 

 国際的行事についても配慮を怠ら 

 ないよう努めていきたいこと 

ご挨拶 交野ロータリークラブ          

3分間スピーチ 吾郷康廣 会員 
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 ＜私の職場を紹介します＞ 

 記念すべき第１号は山口伊太郎会長 

ＦＡＣＥ  to face 

 

ＦＡＣＥ  to face運動とは？ 

今日では、企業が生産したモノを

消費者が買うという時代は終わ

り、顧客が要求するものを企業が

生産する時代であるといわれてい

ます。このことは顧客ニーズ(価格・

品質・コスト・配送)に柔軟に対応

していかなければ、大企業とてその

存立基盤を失ってしまうことを意味

しています。ＦＡＣＥ to face運動と

は、「顧客ニーズが企業をつくる」と

いうことを前提にして、社員個々

人の成長をはかり、結果として組

織全体としての環境適応能力を

も持続的に向上させていく運動で

す。この意味で「顧客満足」「社員

の人間しての成長」「会社の発

展」は三位一体の関係にあるとい

えます。 

リンク アジア化成工業所とは 

アジア化成工業所の独創性 最新情報 

企業理念 



ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊本年は皆出席をめざしてスタートします   藤原和彦 

＊新年度を祝して                    畠仲 聡 

＊新年度のご挨拶                 交野ＲＣ    

第１７７７回例会出席報告（７月１３日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名 ３４名 ６６．６７％ 

第１７７４回 例会補正後 出席率 ７３．０８％ 

   メーク ３名   欠席 １４名   除外 ６名 

ニコニコ箱 合計 \25,000 累計  ￥141,000 

○本日の回覧物 

①クラブ協議会議案書（2010-11～2011-12） 

②2010年規定審議会改正内容 

○本日の回覧物 

・枚方交野交安全協会会報 

○地区行事等出席報告 

7/16 地区合同委員会                  金森 

7/19 枚方ＲＣ新年度挨拶訪問     山口（伊）、初木 

○地区行事等出席予定  

7/21 交野ＲＣ新年度挨拶訪問       山口（伊）、初木 

7/23 広報委員長会議                多田 

7/23 国際奉仕・ＷＣＳ委員長会議         中野 

7/30 米山奨学委員長会議                   

8/9 ＩＭ3組会長幹事会        山口（伊）、初木        

8/27 財団セミナー   
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 今年度の週報は昨年度に続き、会員皆様の

「私の職場紹介」を掲載していきたいと考えて

おります。何卒ご協力の程よろしくお願いいた

します。     広報委員長  多田利生 

＜私の職場紹介＞ 

①創業のきっかけ 

②年商・従業員数（差支えなければ） 

③経営理念 

④仕事の内容 

⑤仕事にまつわるエピソード 

（失敗談や忘れられない思い出など） 

⑥社員や仕事に対して心がけている事 

⑦我が社自慢 など 

 

7月13日 ダメゼッタイ 募金に 

ご協力ありがとうございました。 

「16,120円」 地区に送金いたします。 
               社会奉仕委員会 

おめでとうございます！      

＜お客様＞                 
 
 
 
 
 
 

 

＜お祝い＞ 
  

    交野RC田中有会長  交野RC佐藤義也幹事 

入会祝 橘喜久夫会員   お誕生日祝 國田欣吾会員 

お誕生日祝高島叔孝会員 お誕生日祝 畠仲聡会員 


