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世界平和に将来貢献する国際的リーダーを育成することが目的で




あります｡

｢神奈川区民祭り｣ のご案内
１. 日

２. 場

時

紛争の解決と平和における国際問題研究のためのロータリー・

平成20年10月12日(日)

雨天決行､ 荒天の場合翌日

センター

←長い名称なので通常ロータリー・センターと略して

います｡ このロータリー・センターは世界に７つありましたが､

午前 10：00〜午後 15：00

フランスのパリ政治学院は2005〜2007年度で終結し､ 2008年４月

反町公園 (神奈川区役所隣り､ 会場に駐車場はあり

の管理委員会でタイのチュラロンコーン大学が2009〜10年度より

ません｡)

ロータリー・センターに統合されることが決まりました｡

所

へ順延

【当クラブのテントは昨年と同じ位置になります｡】
３. 集合時間

担当委員会／8：30

クラブ会員／9：45〜

４. 搬

入

午前 8：30〜9：30

５. 閉

店

午後 14：30頃

６. 清

掃

終了後､ 後片付けおよび公園の清掃を行います｡

７. 服

装

神奈川東ロータリークラブのピンクのジャンパーを

また選考にあたり､ 今までは地区１名でしたが何名でもよくな
りました｡

以上､ ご報告申し上げます｡



お持ちの方はご持参下さい｡
８. 物品提供

チャリティー募金に使用する物品の提供もよろしく

をお知らせ下さい｡
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幹事または社会奉仕・国際奉仕委員長まで内容など
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お願い致します｡



上阪



毎度お世話になっております｡ 小生ルーヤンロータリークラブの



三堀です｡ 昨年は Student Exchange Program で大変お世話にな

!"#

布施

是清

SAA

本日はお世話になります｡
本日のイニシエーションスピーチ白鳥厚夫会員､ 楽し

みにしています｡ 98-99年度ガバナーの大須賀洋様ようこそいらっ

りました｡
現在新しい会長の下で､ 貴クラブとの交流につき検討しておりま

しゃいました｡

すが､ 貴クラブよりの INTERACT CLUB の会員の当地訪問につ

$%

&

き貴クラブのご意向､ 訪問時期､ 人数などお知らせ願いたいと思い

ざいました｡ おかげさまで何とかまだロータリアンをつづけていま

ます｡ それにより詳細を検討したいと思います｡

す｡
'(

よろしくお願いします｡

大須賀 P.G ようこそ｡ 10年前はご指導ありがとうご

誕生祝いをしていただき､ ありがとうございます｡ つ

いこの間還暦だったなぁと思っていたら､ あっという間に古希が近








くなってしまいました｡ この歳になると､ 誕生日もうれしくもあり､

いつもお世話になっております｡

うれしくもないのが心境です｡ あまり感動はないですね｡

９月13日(土)に聖光学院で催されました 2008〜09年度ロータリー

)*+'

財団セミナー

のご報告をさせていただきます｡

19日の例会は欠席させていただきますので､ 犬飼会長にご報告い
ただきたく､ よろしくお伝え下さいませ｡

お礼申し上げます｡ 昭和20年９月20日生まれ､ 今回は平成20年９月
20日､ 全く同じ数字が並んでいます｡ 何かいいことがあるよう期待
しております｡
,-./

地区ロータリー財団セミナー報告
○すでに会員の皆様にはアナウンスして､ 年次寄付＄120以上､ ポ

脇田さん､ すばらしい誕生祝いのお花お届けいただき

誕生祝い､ 入会祝いありがとうございました｡ 早いも

ので入会７年目に入りました｡


0

阪神チョットヒヤヒヤ､ でも多分大丈夫でしょう｡

リオ・プラス＄20のご寄付をいただいておりますが､ 今年度より

1234

３年にわたり１年１クラブあたり＄1,000以上の新ポリオ・プラ

道釧路沖で北の漁師をやって来ました｡ 鮭です｡ くわしくは週報で｡

スキャンペーンの協力依頼について説明がありました｡ 今回､ ポ

5678

リオが残る４ヵ国ならびに感染が懸念される周辺域に集中してワ

さんイニシエーションスピーチ楽しみにしています｡

クチン投与を行うために実施するものです｡ ビル＆メリンダ・ゲ

9-:;

小池さん先日はありがとうございました｡

イツ財団から１億ドルの補助金を受け､ ロータリーが３年間で１

<

小池先生､ 先日はごちそう様でした｡ 旬で新鮮なもの

億ドルを募金により調達しようとするものです｡

(食材) がありましたらまた一杯やりましょう｡

○世界平和フェローシップ委員会より､ 世界平和フェローシップは
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①大須賀先輩､ ようこそおいで下さいました｡ ②北海

小池さん先日は美味しい鮭をごちそう様でした｡ 白鳥

年次報告の決算､ 38頁に一部誤りがありました｡ 訂正

したものをボックスに入れましたので､ 申し訳ありませんが､ はさ

発想の大切さ…大きくしたら､ 小さくしたら

みこんで下さい｡

特許の書き方



下請けに対しての考え方

今日は電車で来ました｡ 久しぶりに東海道線に乗り

ました｡ たまには電車もいいですね｡




白鳥さん本日のイニシエーションスピーチ楽しみにし

ておりました｡


白鳥さん本日のイニシエーションスピーチ楽しみにし



今日は､ 私のつたないスピーチにおつき合いありがと

うございます｡ 今後共ご叱咤､ アドバイスお願い致します｡


①白鳥さん本日のイニシエーションスピーチ楽しみに

しています｡ ②山田富雄さん先日はありがとうございました｡

アプローチ・ブック

白鳥さん､ がんばって下さい｡



今日は白鳥さんのイニシエーションスピーチを楽しみ

に来ました｡ 参考にさせていただきますので､ よろしくお願い致し
ます｡
  白鳥さんイニシエーションスピーチ楽しみにしてます｡
!"

ジビリティ・スタディ
父の会社に入社して：
80名の社員と面接､ 問題点の洗い出し､ 解決
下請けからの脱却､ 自家製品の開発 (世の中にない商品)





A.attack

日本生産性本部：生産性向上､ マーケティング､ 財務､ 帳票類､ フィ

てます｡



学研のセールス時代：A.attention I.interest D.desire M.motion

営業：直に最終顧客に売り込み販売ノウハウを蓄積→特約店指導
大手から攻める→中小は攻め易くなる
時代の流れに沿った仕事､ 省エネ､ 予約取り
バブルの時代：物を造る付加価値がだんだん無くなってきた｡
横浜で造るよりも地方・東南アジアで造る方が

セミはおいしい､ 秋になってセミが落ちてきます｡ キ

安くできる｡ (パート代)

ツネのコンちゃんは散歩の際､ 落ちたセミをひろって食べます｡ そ

常に競争会社より半歩先に行けるとは考えられ

の時のカシャカシャという音がとてもおいしそうに聞こえます｡
./012

567
666
8

サービス業の方が優位に思えた｡

5?37
666
8

メーカーからの撤退：人・物 (無線・電源などの設計図) など

304
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なかった｡

を日立・日立照明・トキメック・新電元



へ移転





従業員に対し



退職金の支払い､ 就職の
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右腕・後継者の育成

開発費は無制限に出す

予約取り：キャッチフレーズ ｢明日の感動を求めて｣
下請け時代：客が日立など数社＝客の意向に左右される｡
現在：不特定多数

２万人の顧客 (危険分散)

客から直接クレームなど､ 何を求めているか生の声が聞ける
物を扱わない
現金商売

情報のみ

手離れがいい

請求書発行をほとんど必要としない

毎日入金
メーカー：ニーズの把握､ 設計､ 部品手配､ 製造､ 検査､ 営業､
広告､ 出荷､ 集金､ メンテナンス
現在：広告､ 注文受け､ 予約取り､ 連絡 と手間がメーカー
と較べかからない
%&'()*)*%+,学生時代：親のすねがかじれる間は､ 可能な限りかじれ
幅広い分野を学べ､ ３分間スピーチ／題目
この世で一番リッチな人は､ お金を持っている人ではなく､
好きなものがいっぱいある人
(脳科学書 茂木健一郎)

日立のコンピュータ設計時代：自分の身になって､ 手足頭などになっ
て考えろ

援助し大損害：RCT (携帯電話開発) を助けた｡

世界に打って

出ようと考えた｡
多額をつぎこんでいたので､ 引き際に失敗した｡
退却があまりに遅かった｡ 人の話を聞いているようで聞いてい
なかった｡
独身時代の教訓：謙虚さ (初心忘れない)
人の話を聞く (特に若い人の意見を聞く)

い｡ 初体験第一号の鮭は船長の差し出すタモの中に無事納まって足

髪型､ 下着を変えた
平成20年夏の旅行 (Orlando､ FL)：9・11以来

日本人観光客の

元にドカッと投げ出されました｡ や〜気持ち良かった｡ 心地良い余
韻に浸っていると横から大きな声が､ ｢早く叩かんと魚が船中走り

激減

回るぞ｣｡ そうです､ ご近所迷惑にならぬように静かにしてもら

ディズニーとユニバーサルとの違い

わないと､ 足元に転がってる小型バットか擂りこぎの様な叩き棒を
持とうとしたその時､ 見かねた釧路のお隣さんがすかさずボコンと




鮭の頭を１発､ ２発…親切に技術指導をしてくれました｡ ｢こうす








んですょ､ 横浜のおじさん｣｡ 北海道の人はみんな親切です…｡
｢天気良し､ 波なし､ 風なし｣ 絶好の釣日より､ 鮭は釣れたし､ 自
然に鼻歌が… ｢海はよ〜海はよ〜でっかい海はよ〜｣ 最高な気分に
浸っていると､ 船のあちこちでドサッ､ ボコボコが｡ お隣さんが一
言､ ｢こんな光景を何とか団体の人が見たら…○○虐待だなんて言
われちゃうよね｣ まさにそんな光景が続き､ 銀ピカの鮭で大型のクー
ラーが埋まっていきました｡ 釣るのに忙しくかわいそうな鮭に手を
合わせる間もありませんでした｡

−あとで合掌−

落ち着いたところで証拠写真と記念写真を兼ねた一枚をお隣さん
がパチリ､ お礼に ｢お隣さんもどうですか？｣ とカメラを向けると
一言､ ｢私は何時も釣ってますから｣ …納得です｡
この日は大漁､ 腰は痛いは肩は痛いはバンテリンを忘れずに帰り
に買わなくては､ そんな贅沢な思いをした満足な一日目は12時半に
９月14日､ システム障害で大混乱をしている羽田空港を35分遅れ

沖上がりでした｡ 帰港してこの日の釣果を見ようと港に集まった地

の ANA の昼便で釧路へ｡ 空港からレンタカーで釧路市内へと向かっ

元のギャラリーに船長の親父さんが大きな声で ｢わざわざ横浜から

た｡ 途中の釣り具店で情報収集と鮭釣りの仕掛や餌を調達､ ナビを

一人で釣りに来たお客さんがよ､ 11匹も釣っただよ〜｣ 釣った私を

頼りに無事ホテルに到着｡ 宅急便で別送の釣り具で翌日の準備､ ２

褒めたのか､ 釣らせた息子船長を褒めたのか？

個の目覚ましをセットして早めの就寝となりました｡ (明日の大漁

んが､ 良い方に解釈｡ これから大変な魚の宅配発送作業がまだ残っ

を夢みながら…)

てます｡ その方が心配､ 腰痛が一段とひどくなりそうですから｡ 無

翌朝午前２時､ 目覚まし時計に叩き起こされ起床､ コンビニで食
料とあるだけの板氷を買い込んで30キロ離れた隣町の白糠漁港へ｡

定かではありませ

事､ 発送も終えて､ 途中コンビニで明日の氷を予約をしてホテルに
帰着｡ ベルボーイが ｢お疲れ様でした｣ と一声｡

今回お世話になる宝龍丸をひしめく漁船群の中から捜し当ててやれ

そんな北海道の鮭釣は激疲れですが大満足､ 夕食を済ますと目覚

やれホッ…でした｡ なにせ勝手がわからない北海道の夜中の行動で

ましを前日同様２時にセット､ 明日に備えて早めに就寝､ 羊の数を

すから｡

数えなくてもすぐに爆睡でした｡ (明日は程々に釣れますように…？)

関東の遊漁船と違ってこちらは職業兼業船､ 大きな船ですが座席
が無く､ 持参のクーラーに腰掛けて釣りの準備､ ４時に出港となり
ました｡ お隣近所に挨拶､ 遠来の釣りきちに皆さんとても親切､
｢ブルーライトヨコハマのお父さん｣ と言い出す人までいて､ 船上
は親しい仲間同士の仕立て船的ムードでした｡
港からまっすぐ沖に30分､ 釧路や根室がかすかに見える沖合で記
念すべき第一投､ 光ものが付いた度派手な仕掛け､ 大きな鮭針に秋
刀魚のぶつ切りを付けた５本針を魚探の反応から中層の釣り棚50メー
トルで停止､ 通過する鮭の喰いつきを待ちます｡ どうして北の海の
魚は派手仕掛けを好むのか？ハワイのアロハを着て地元を歩くよう
な…､ そんなことを考えていると､ 突然竿先が震えたかと思うとズ
ボンと引き込みが､ 電動リールの高速回転と竿を立ててのフッキ
ングで鮭の口にがっちり針り掛かりをさせてから巻き上げを開始､
正にトローリングの世界､ 竿を満月の様にした強い引きが気持ち良
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