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本日のプログラム
　「お祝い行事」
　「同好会のルーツは，これじゃあ」シリーズ
　ゴルフ同好会，麻雀同好会「東風の会」

▶４月９日のプログラム
　「お世話になっとる」シリーズ
　ときわグループの最近のトピックス
　岡山プラザホテル代表取締役　永山久夫 様

「わしの仕事は，これじゃあ」シリーズ 佐々木篤 会員（職業奉仕委員長）

3月26日のプログラム

　本日の卓話をさせていただきます佐々木です。よろしくお願いします。
　当社は①一般衣類の洗濯をするホームクリーニング部門，②ホテルのシーツ
類・タオル類・テーブルクロス類 etc. をホテルに貸出その汚れものを洗濯するホ
テルリネン部門，③病院に布団類・シーツ類・制服類 etc. を貸出その汚れものを
洗濯する病院基準寝具部門，④寝たきり独居者，入院患者，老人ホーム入居者の
下着類専門に洗濯する部門，⑤玄関マットを貸出する部門，の５部門があり，社
員180名，売上12億円の規模の会社です。
　本日は一般的なクリーニングのお話をさせていただきます。
　古代，人間は神の前では清潔にすべきという思いから，身体を水に浸すなど，「清める」行為をしていま
した。そのとき同時に衣類も清めていました。そこで衣類を踏んだり，棒や石でたたくなどより汚れが落
ちるよう工夫したのが洗濯の始まりです。そしてやがて，し尿や硫黄が漂泊に使われたり，植物の灰から
原始的な洗剤も使用されるようになりました。ルネッサンス期に入ると衛生観念が出てきて，清潔を保つ
ための生業としての洗濯屋が出現しました。
　一方日本では，奈良時代に植物の実や灰汁を使用して洗濯がなされ，平安時代には「たらい」などが使
われるようになり，室町時代には上流階級者の衣類の洗濯仕上げを行う「紺屋」が登場しました。そして，
江戸時代になると大商人や武家屋敷を回って職業として洗濯をする「洗濯女」が出現しました。以後，洗
剤や洗濯機器が改良され続け現在のようなクリーニングシステムが出来上がりました。
　汚れには，①お茶，お酒，血液のような水に溶ける水溶性の汚れ，②インク，マヨネーズ，口紅，油の
ような有機溶剤に溶ける油性汚れ，③カビ，泥，墨汁のような水にも溶剤にも溶けない不溶性汚れなどが
あります。それらのものを様々に工夫して汚れを落としていくことが我々の仕事であり，また腕でもあり
ます。
　現在は①地球温暖化に伴うクールビズ等の実施，②ユニクロ等の低価格衣料の台頭，③洗剤や生地や洗
濯機等の生産企業の家庭へのシフト化，④エアコンや交通機関の発達がなされ生活環境の快適化による厚



物衣料の不着用化等により，クリーニングの市場は年々下降の一途をたどっています。今度はますます経
営者の創意と工夫が必要となり厳しい時代になっていくと予想されます。

例会報告（3/26）

出席報告
　会員数　95名（内出席免除者17名）
　出席者　72名（内出席免除者出席12名）
　出席率　80.00％（前々回訂正後出席率92.47％）
　ビジター　１名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは！　このところ花冷えと申しますか，とても寒い日が続いていますが，明日からはま
た暖かさが戻ってくるようでございまして，桜の開花も間もなくのことと思います。
　先週のクラブフォーラムにおきましては，皆さんから積極的なご意見をいただきましてどうもありがと
うございました。
　テーマは，今年の夏から向こう一年間，クラブとクラブの交換プログラムに基づいて行われる「青少年
交換プログラム」について，共通理解を深めていただく為のクラブフォーラムとさせていただきました。
　当クラブにおける「青少年交換プログラム」の歴史を紐解いてみますと，横山パスト会長をはじめ当時
の先輩諸兄の皆さんが1970年と1975年に取り組んでおられまして，爾来40年ぶりの取り組みとなるようで
ございます。
　クラブとして留学生を相手国に送り，同時に相手国からの留学生を受け入れるというプログラムでござ
いまして，既にご承知のとおり，大橋会員の姪御さんが８月から相手国アメリカに向け，小さな親善大使
としてのお役目を以って留学をされます。
　また受け入れを行う留学生は，アメリカのフロリダ州からやってくるジェイドさんという女子学生であ
ります。
　交換留学生のカウンセラーには諸國国際奉仕委員長にお願いしておりますが，中々にご苦労をお掛けす
るお役目のようでございまして，何分ともよろしくお願いを申し上げるところでございます。
　具体的な事柄が決まり次第，皆様にはご案内を申し上げたいと存じますが，何れにしましても，本事業
は本年８月から向こう１年間の取り組みでございまして，その間のホストファミリーの引き受けにつきま
しても，会員の皆さんにお願いを申し上げなければなりません。どうかご理解とご協力をいただきますよ
う，よろしくお願いいたします。
　また先週も申し上げましたが，今夕は駒澤ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会でございます。関
係者のお方は，出席方よろしくお願いいたします。
　また今週の土曜日は久世のエスパスセンターにて I.M. が開催されます。バスの座席もかなり空きがある
ようでございますので，お一人でも多くのお方のご出席をいただきますよう，何卒よろしくお願いいたし
ます。

幹事報告
１．本日18：30より駒沢　勝（こまざわ　まさる）ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会を開催いた

します。理事・役員・委員長は活動計画書をご持参下さい。フレッシュ会員はオブザーバー出席を
お願いしております。関係各位はよろしくお願いいたします。

２．今週の土曜日（３月28日）第８・９グループの I.M. となっております。バスで参加される方はプラザ
ホテルフロント前９：50集合となっておりますので，よろしくお願いいたします。

３．他クラブ週報を回覧いたします。

お 食 事
豚肉と鶏肉・ウインナー 野菜のコンソメ
煮，サーモンサラダ仕立て，ライス



ロータリー財団表彰
　国際ロータリー日本事務局より，次年寄付の認証
状と認証ピンが届き，本德会長より授与されました。
　●ポールハリスフェロー　認証状と認証ピン
　　高橋憲志 会員

米山留学生挨拶
　2014－15年度米山奨学生ルクマリさんが，３月末をもって奨学期間が満了となり，ご挨拶に来訪されま
した。
「１年間お世話になりました」
2014-2015年度米山奨学生　アトゥルパナ , ガラバダ ラララケ ルクマリ ルワンティカ
　岡山東ロータリークラブの皆さま，私を米山奨学
生として受け入れてくださり，ありがとうございま
した。皆さまのおかげで，３月25日に無事，岡山大
学大学院を修了し，農学博士になることができまし
た。奨学金によって研究に集中できるとともに，海
外の学会でも研究成果を発表することができました。
また，ロータリークラブのいろいろなイベントにも
主人とともにお招きくださり，感謝しています。ほ
んの気持ちですが，スリランカからのお土産を持参
しました。受け取ってください。本当にありがとう
ございました。

●スマイル●
横山 今朝の山陽新聞に，私がお世話をしている岡山のゴム業界を中心としたラバーメンゴル

フ会の650回記念の写真が紹介されました。55年目ですが日本一長く続いた同好会と言わ
れています。

井上（一） 探鳥会では，山田会員ご夫妻に大変お世話になりました。天候に恵まれ，一日楽しませ
ていただきました。

本德 ルクマリさんには，一年間米山奨学生としてよく研鑽に勉められました。これからも母
国発展の為に研究成果を生かし，大いなる活躍を期待しています。又の御縁を！　あり
がとう，お元気で。

荒川 昨日，第１回被選クラブ協議会が行われ，次年度の方針等が話し合われ，いよいよ各委
員会が動きだしました。

若林 昨日は妻の誕生日で，美しいベゴニアの花が届き大喜びでした。又，58年目の結婚記念
日としてシャンパンをいただき，まことにありがとうございました。

佐々木 本日，卓話をさせていただきます。よろしくお願いします。
諸國 SAA に協力。昨日チョッとよいことありました。
赤松 ①本日もご出席ありがとう存じます。　②今日を境いに暖くなりそうです。
大森 誕生祝いありがとうございました。
藤原（唯） 被選クラブ協議会欠席いたしました。理事会，患者重症多数にて出席できませんでした。

陳謝いたします。
大橋 青少年交換プログラムにて，私の姪っ子の大橋啓

ひ ろ み

美が選ばれました。岡山東ロータリー
クラブの皆様にスポンサーになっていただきありがとうございました。

舟橋 米山奨学生のルクマリさん，無事に博士の学位を取得されました。皆様には大変お世話

S A A 



2015-2016年度　第１回被選クラブ協議会（次年度委員長会議）（3/25）

　３月25日（水）18時30分より岡山プラザホテルにおいて，次年度の第１回被選クラブ協議会が開催されま
した。
　荒川謙三次年度会長より，次年度スローガン『和を広めよう』の趣旨説明の後 , 次年度クラブ運営方針と
基本計画の発表，根木克己次年度幹事より報告・確認・依頼事項として，年間行事予定・一般会計収支予
算等の説明があり , 舟橋弘晃次年度副会長の , 『和』には皆さんの協力がなにより必要です , との挨拶により
閉会となりました。

（出席者） 荒川・齊藤（博）・舟橋・本德・森元・西本・佐々木・内山（淳）・藤岡・渡邊（修）・大澤・高橋・ 
藤井・日名・大橋・木村・土井・諸國・根木・佐藤

（欠席者）三垣・高山・丹羽・浮田・横山・藤原（唯）

第５回クラブ協議会（駒澤　勝�ガバナー補佐訪問）（3/26）

　３月26日（木）18時より岡山プラザホテル「相生の間」にて，駒澤ガバナー補佐を交えての会長・幹事懇
談会の後，第５回クラブ協議会が「鶴鳴の間」にて駒澤　勝 ガバナー補佐，大饗　守 随行幹事をお迎えし
て開催されました。
　本德会長の開会挨拶後，駒澤ガバナー補佐より２回目の訪問所感を含めたご挨拶の後，各委員長より本
年度の活動報告がなされました。これに対して駒澤ガバナー補佐より講評をいただき，岡山東 RC は本德会
長の運営方針「明るく楽しいロータリー」を掲げた内容の活動計画書通りにきちっと実行されており，内
容的にもガバナー方針を体した立派な内容のクラブであると高く評価されました。入会２年未満のフレッ
シュ会員もオブザーバー出席しました。
　この後，駒澤ガバナー補佐，大饗随行幹事を囲んでの食事会が行われ，親睦を深めなごやかに終了しま
した。

になりました。指導教員としてお礼申し上げます。彼女の益々の発展を心より祈念して
います。

岡本 2015年３月22日に山田会員主催で後楽園探鳥会があり，娘とともに出席しました。山田
会員ご令室のサンドイッチとコーヒー，ココアおいしゅうございました。

横手 ①佐々木様，卓話たのしみにしています。　② SAA に協力。　③先日少しいいことがあり
ました。

小橋 山田さん，探鳥会ではお世話になりました。一年に一度後楽園を歩くのを楽しみにして
います。ありがとうございました。

神田 長男が県立高校への進学が決まりホッとしました。浮いた学費の一部をスマイルします。
横田 先週は欠席申し訳ありません。その時間，出身高校に招かれ，キャリア教育授業で職業

奉仕，青少年奉仕をいたしておりました。好評であったと信じたいです。
 17件　96,000円



次年度親睦活動委員会（3/27）

　３月27日（金）18時30分よりアークホテル岡山
「あくら」において，次年度の第１回親睦活動委員
会が開催されました。次期荒川会長，根木幹事に
もご出席をいただきました。
　次期荒川会長より，運営方針「和をひろめよう」
の説明があり，続いて内山（淳）次期親睦活動委員
長より親睦活動委員会の活動計画について説明が
ありました。
　次期荒川会長テーマにもとづいて，委員会メン
バーが協力して，どのように会員・ご家族の「輪」
を広げていくのか，短い時間でしたが活発な意見
がたくさん出て，有意義な時間となりました。

クラブ協議会場風景駒澤ガバナー補佐　挨拶

4月の月間行事予定  雑誌月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
２日通常例会

９日通常例会

16日通常例会
23日通常例会
30日例会休会

・「お祝い行事」
・ 「同好会のルーツは，これじゃあ」シリーズ
 ゴルフ同好会，麻雀同好会「東風の会」
・ 「お世話になっとる」シリーズ　ときわグループの最近

のトピックス
 岡山プラザホテル代表取締役　永山久夫 様
・「雑誌月間にちなんで」 藤井一也 雑誌委員長
・「わしの仕事は，これじゃあ」シリーズ 塩見泰利 会員
定款第６条第１節による休会

２日　・理事・役員会
　　　・第４回 I.D.M.

９日・ 第２回被選理事・役員会
　　　（アペティート）

15〜20日　・第26回写友「輪影」展
29日　・ 4RC 合同コンペ
　　　　（赤坂レイクサイド CC）

4月の月間メニュー
２日通常例会
９日通常例会
16日通常例会
23日通常例会
30日例会休会

・中華丼，中華スープ，ザーサイ
・岡山寿司，茶碗蒸し，吸物，漬物，フルーツ
・幕の内，味噌汁
・ポタージュスープ，ローストポークと野菜のチーズ焼き デミグラスソース，サラダ，ライス
定款第６条第１節による休会



第2690地区第８・第９グループ合同インターシティ・ミーティング（3/28）
　３月28日（土）12時30分より，真庭市真庭エスパスセンターにおいて，RI 第2690地区第８・第９グループ
の I.M. が真庭 RC と備前 RC をホストとして開催され，我がクラブからは会長ら20名が出席しました。
　今回の I.M. は，①特別講演，②パネルディスカッション，③アドバイザー講話の三部構成で行われました。
　①の特別講演では，ミネベア㈱貝沼由久社長による「ミネベアの経営方針と事業戦略について〜世界最
強の総合部品メーカーを目指して〜」と題してすばらしい講演がありました。この会社は超精密機械加工
技術と高度な大量生産技術をもって業績が急拡大している会社です（補足説明下記参照）。
　②パネルディスカッションでは「Light Up Rotary 実践と思い」をテーマにして，コーディネーターには
I.M. 実行委員長の高田爲行氏（真庭 RC）・梶田博嗣氏（備前 RC），パネリストには第８グループ２会員，第
９グループ３会員により行われました。パネリストからは，それぞれが取り組んできたすばらしい奉仕活
動の発表があり，両コーディネーターはこれを適切にまとめられました。
　③パネルディスカッションのあと，アドバイザーの渡辺 RI 元理事から，「ロータリーを輝かせる為に」
と題して，ロータリーの基本理念について格調高いスピーチをいただきました。
　本日の I.M. の締めくくりとして，松本ガバナーの所感表明と，次年度ガバナー補佐の第８グループ田口
雄男氏（津山中央 RC），第９グループ秋山義信氏（岡山後楽園 RC）がそれぞれ紹介されました。

松本ガバナーの挨拶

「ロータリーを輝かせる為に」　渡辺元 RI 理事

I.M. 開会式におけるホストクラブ会長歓迎挨拶

「特別講演」ミネベア㈱貝沼由久社長

〈特別講演の補足説明（ミネベア㈱の会社概要ほか）〉
●資本金　682億円　●従業員数　55,000人（グループ全体）　●売上高　3,715億円，営業利益　322億円
●経営理念　ミネベアの「三方よし」会社／リスク／社会　（近江商人の「三方よし」売方／買方／社会）
●経営戦略　ミネベアの「５本の矢」５本を違う方向に放つリスク分散の発想。
　　　　　　（毛利元就の「３本の矢」３本を束ねて力を強くする集中の発想。）
● 事業構成　 ベアリングなど機械加工事業40％（極小ボールベアリングは世界シェアの60％），電子機器

事業60％（スマートフォン用 LED バックライトはオムロンと世界を二分）。海外には13ヶ国
の生産拠点・生産高の９割は海外。

I.M. 出席の岡山東
RC の皆さん


