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 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

  ～有田ロータリークラブ目標～ 

   親睦を深め 

    ロータリーライフを楽しもう 

 

（井上親睦活動委員長） 

会員誕生：なし 

配偶者誕生：川口恵美子さん 

結婚記念：橋爪（誠）君、橋爪（正）君、中村君、宮井君 

 

 

 

 

（松村会長） 

 1月19日は家庭用消火器点検の日です。昨日1月18日

は118番の日。海上保安庁への緊急通報電話「118」を広く

知ってもらう活動をする日でした。ではなぜ1月19日は119

番の日でないのかといいますと、11月9日が119番の日に

なっているからです。 

 さて一昨日の1月17日は22年前に阪神淡路大震災が

あった日です。誰でもその日のことはよく記憶されているこ

とでしょう。22年前のその日の朝、私は札幌のホテルに宿

泊していました。地震の揺れは体感しておりません。朝起

きてテレビを付けますと神戸で地震が発生しましたとテレ

ビ画面の上に表示されていました。その日は千歳から関

空に戻ってくる日でした。千歳空港ではテレビニュースを

見る機会がありませんでした。関空に着きますとテレビの

前に人だかりができて空港全体がごった返していました。

そのとき初めてことの重大さに気が付きました。しかしその

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８１２例会） 

平成２９年１月１９日(木）  

（松村会長） 

 

（井上親睦活動委員長） 

ゲスト：董涛君（米山奨学生） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２９年１月２６日 第２８１３回 

・外部卓話：長洲 央訓 氏（㈱アレック社長） 
「最新脳科学を社会に活かす～幼児教育から長寿の秘訣まで～」 

・ソング：「四つのテスト」 

  平成２９年２月２日 第２８１４回 

・会員卓話：児島 良宗 君 

    「次代に伝えたい日本の心・言葉」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開 催 日 

２８１２ Nｏ． 

今月の誕生・結婚祝 

ゲストの紹介 

米山奨学金授与 

会長の時間  

 入 会 式  

新会員 

 川口 健太郎 君  （三洋建設㈱ 代表取締役専務） 

  1973年10月28日生  職業分類 ： 総合建設業 

 

メ ン タ ー の 上 野 山

（英）君より川口君の

紹介があり、川口君か

らの入会挨拶、松村

会 長 よ り ロ ー タ リ ー

バッジの授与がありま

した。 

 

 

 １月分の米山奨学金

が松村会長より董涛君

に授与されました。 



２ 

職業奉仕月間 

数時間後とても大きな衝撃を受けました。不通になって

いた電車が動くようになり関空連絡橋の上で電車の窓か

ら神戸の方向を見たときです。幾筋も黒い煙が上がって

いました。とても大きな太い煙の筋でした。神戸の方向の

空全体を黒い雲が覆っていました。 

 靴業界におりますので、仕事の上でも色々ありました

が、一番記憶に残っていますことは、靴の問屋に「ケミカ

ルシューズがなくなりますよ」と脅されて売れ残りをどっさ

り買わされたことです。 

 

 

（橋爪(誠)幹事） 

１．第４回臨時理事会の報告（12/22） 

 ①保田中学校における職業紹介事業の実施計画につ

いて （承認） 

 ②新入会員メンター指名について 上野山英樹さんと

する （承認） 

 ③第2640地区よりアンケートの協力について 会長・幹

事に回答を一任 

 ④新年例会プログラムについて （承認） 

２．第７回定例理事会の報告 （1/12） 

 ①１月・２月の例会プログラム （承認） 

 ②12月試算表  （承認） 

 ③ローテーションデー開催内容について （承認） 

３．The Rotarian （回覧） 

４．ハイライトよねやま、岩出RC週報、田辺東RC 

                           （後方掲示） 

 

 

＊社会青少年奉仕委員会（脇村委員長） 

 本日午後２時４０分から文成中学校において、董涛君

の出前授業を行います。時間の許す方は是非ご見学を

お願いします。 

＊親睦活動委員会（井上委員長） 

 新年例会の懇親会への参加のお礼 

 

 

（嶋田（ひ）例会運営委員） 

本日の会員数２７名   

   （出席規定免除会員８名） 

出席会員数２４名  

  （出席規定免除会員７名） 

      ９２．３０％ 

12/22  ８０．００％    

MU：橋本君 

 

 

（上野山（捷）ＳＡＡ） 

松村君：川口健太郎君、入会おめでとうございます。橋

本さん、卓話よろしくお願いします。董涛君、文成中学

校でのお話、楽しみにしています。 

橋爪(誠）君：川口健太郎様、ご入会ありがとうございま

す。共に有田RCを盛り上げていきましょう。よろしくお

願いいたします。新年例会御出席の皆様、ありがとうご

ざいました。脇村社会青少年奉仕委員長、董涛君、本

日よろしくお願いいたします。 

橋本君：本日は例会での私の卓話と文成中学校での董

涛君の卓話、お互い頑張ろうね！ 

石垣君：橋本さん、卓話楽しみにしています。新年会で

はよい賞品をいただき早速おいしくいただきました。 

岩橋君：橋本拓也君、卓話楽しみにしています。 

上野山（英）君：川口健太郎君、入会おめでとうございま

す。共にロータリーを楽しみましょう。橋本拓也君、本

日卓話、ご苦労様です。 

嶋田（崇）君：川口君、入会おめでとうございます。橋本さ

ん、卓話ご苦労様です。早退します。 

脇村君：岩橋さん、昨日はありがとうございました。橋本さ

ん、本日の卓話よろしくお願いします。 

児島君：橋本さん、本年初の卓話、拝聴します。 

中元君：橋本さん、本日の卓話お願いします。 

井上君：週末から寒波が来るそうです。みな様ご自愛くだ

さい。 

應地君：橋本さん、卓話楽しみにしています。 

橋爪（正）君：橋本さん、卓話よろしくお願いします。川口

君、入会おめでとうございます。ぼちぼち、ゆっくりその

内に慣れてきます。 

上野山（栄）君：川口君、入会おめでとうございます。橋

本さん、卓話で勉強させて下さい。先日の新年例会の

懇親会ではステキな賞品を頂きありがとうございまし

た。家族全員で使ってます。 

酒井君：橋本さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

中村君：川口君、入会おめでとうございます。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

宮井君：川口君、ご入会おめでとうございます。橋本君、

本日の卓話ご苦労さんです。楽しみです。 

岩本君：橋本様、本日の卓話楽しみです。 

上野山（捷）君：橋本拓也さん、本日の卓話ご苦労さまで

す。川口健太郎様、入会おめでとうございます。 

 

 

（上野山（栄）Ｒ広報委員長） 

ロータリー友誌１月号 

☆横組み 

・P3 ジョンFジャームRI会長メッセージ 国連のSDGsに

ついて、持続可能性という概念は常にロータリーの中

心にある考えであること、ポリオ撲滅は究極の持続可

能な奉仕であると述べています。 

・P14 「職業奉仕」はロータリーの根幹か？日本のロータ

リー100周年に向けて考えたいこと 職業奉仕につい

てRIと日本のロータリーとの見解の違い等興味深く書

かれている。 

・P20–23 人類に奉仕するロータリーと題し第45回ロータ

リー研修会リポート  規定審議会から見えるものや

ジャームRI会長のスピーチ、また100周年を迎える日

本のロータリーなど興味深い話です。 

・P35 2640地区の地区大会について掲載されている。 

☆縦組み 

・P4-8 世界に売れるMade in Japan ビリングシステム（株）

江田敏彦さん 

・P19 卓話の泉 企業における障がい者雇用の取り組み

と課題 

ロータリー友誌  

 幹事報告  

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



「おはようございます」と挨拶を行っています。RIメンバー

による現場安全パトロールも行っています。従業員一人

ひとりがそれぞれの誓いの安全宣言を行い、その内容を

常に身近なところに掲示し忘れないようにしています。作

業の「見える化」も行っています。指差呼称を行う場所に

指差呼称の注意すべきポイントを掲示しています。複雑

な配管のバルブ操作も「見える化」でミス防止対策を行っ

ています。構内に入構してくるトラック運転手やフォークリ

フト運転手に安全教育を行っています。フォークリフト運

転手には、作業風景をビデオ撮影して、そのビデオを見

て危険な作業を把握し改善する検討を行っています。RI

メンバーは数年毎に入れ替えを行って、卒業生も独自の

活動を行っています。会社の信頼性を向上する貢献をし

た従業員を表彰するRI表彰制度も導入しクイックに表彰

するシステムにしています。年末にはその年大きな貢献

をした人を対象に年間特別表彰も行って、RI運動が全従

業員挙げての取り組みになるよう働きかけています。 

皆さん、今日も、事故・怪我なくご安全に!!         

 

 

 

３ 

職業奉仕月間 

閉会・点鐘 （松村会長） 

 

 

「当社の安全への取り組み」 
会員 橋本 拓也 君 

 

当社は「仕事の基本  手

順・ルールを守り 今日も安

全作業」を管理目標のスロー

ガンにしています。従業員全

員が決められた手順やルー

ルを確実に守って、当たり前

のことを当たり前のようにこな

すようになれば、事故や仕事

上のミスは無くなるとの思い

からこのスローガンを掲げま

した。そのスローガンの下、四つのことに重点を置いて取

り組んでいます。安全、信頼性、競争力と人材育成の四

つの管理目標の中でも安全の「無事故・無災害・無公害

の継続」は最重点課題と位置付けています。 

当社は昭和50年ごろ非常に多くの事故が発生してお

り、当時、協力会社の中でもワーストスリーに列挙される

休業災害多発型の職場でした。その対策として歩み運

動、5S運動、ゼロ災運動などを展開、昭和54年には、こ

れらの運動を統一して「新5S運動」が始まりました。しか

し、新たな取り組みを始めた翌年には、また重大な事故

が２件発生しました。この事故をきっかけにもう二度と事

故を起こさない決意として「Z旗宣言」を発しました。その

後、朝礼での指差呼称を行うなど、安全に対する意識改

革を地道に取り組み、昭和57年7月から今日まで34年半

休業災害が発生していません。平成11年には当時の甘

利労働大臣から労働大臣安全優良賞を頂く栄誉にあず

かりました。 

しかし、無事故無災害記録も30年を超え、作業のミス

や赤チン災害などが多数発生してきました。再度手綱を

引き締めて安全への取り組みを強化しました。その内容

は、①従業員の安全に対する意識改革、②災害が起こ

る前に事故の根本原因を取り除くことを目的としたＬＰＳ

活動と③従業員がボトムアップで取り組むRI（信頼性向

上）運動です。 

意識改革は、「企業理念」「行動基準」を従業員が毎

日目にする会社の入り口の階段の踊り場に掲示しまし

た。また、事故・怪我なく仕事をするための心得として「ゼ

ロ災七つの心得」を制定して従業員の価値観の共通化

に努めました。 

最近の事故の根本原因を分析すると、思い込み、マン

ネリ、ルールの無視、注意不足などのヒューマンエラーば

かりでした。RI運動の活動メンバーでどうすれば①手順・

ルールの順守、②作業前の危険予知、③指差呼称の徹

底、④元気な声で挨拶ができるのか徹底的に議論しまし

た。そして、この4つの項目をRI運動の柱として取り組み

を開始しました。 

ｸﾞｯﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（従業員間で指摘しあうシステム）の

称賛月間を設け、従業員間の信頼関係の構築を図って

います。4月の強調月間では、RIメンバーが始業開始前

に会社の入口に立って出社してくる従業員に大きな声で

 卓 話 

退会の挨拶 

加藤英治君（東燃ゼネ

ラ ル 石 油 和 歌 山 工 場

長）が転勤のため、退会

されることになりました。 

2014年3月の入会から

約3年。加藤君のこれか

らのますますのご活躍を

期待しています。 

～社会青少年奉仕委員会～ 

 平成２９年１月１９日（木）午後２時２０分～ 
 

 文成中学校にて董涛君が中国の歴史や風習などを

紹介する授業を行いました。 


