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１２月のお祝い事

第1088回（当年度第21回）例会
本日のプログラム
ク ラ ブ ア ッ セ ンブ リ ー
年 次 総会
会長挨拶
柴田裕市
会社を経営していれば、幾多の
困難に直面します。取引先が不渡
り手形をだしたとか、自社で資金
がショートしそうだとか。
深刻な危機に直面したならば、
税理士や弁護士などに相談し経営
者は突破法を考えるはずです。で
は、そこまでいかないちょっとした
悩みはどうでしょうか。
「部下が言うことを聞かない」「業績が思ったほど伸び
ない」などという心配事の相談は当たり前。時には「自分
は会社の女性社員に嫌われているのかも」と嘆く社長
も。人間関係の難しさに苦しむのは、誰でも同じですよ
ね。“お気づきですか？女ごころを！”
うちの事務所は、現在総勢１８名で仕事をしております
が、内４名が女性です。男性陣は上から指示すれば、一応
動きますが女性陣はその点少し難しいですね。１３人の男
性営業陣とは別に、男性の事務長がいて４名の女性陣を
みているのですが、これがなかなか手ごわい。それで受
け売りになりますが、以前私が女性銀行員でRCの方の記
事を読んだことがあり、うちもこのように出来たら良い
なあと言っています。
女性の仕事への意欲は、仕事内容よりも上にたつ人の
人間性に大きく左右されるそうです。やる気にさせる上
司とは、仕事のできる人、上役にへつらわず部下に威張
らない人、人の意見に耳を傾ける人、公私混同をしない
人、公平な人、いいことは褒め、間違いは厳しく叱ってく
れる人。次に女性の「六大願望」は、
①愛情は毎日見せてもらいたい
②信頼してもらいたい
③なくてはならない存在でありたい
④知的でありたい
⑤個性的でありたい
⑥仲間はずれになりたくないである
突き詰めれば、自分に対する関心と期待になりますね。
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◎会員誕生日おめでとう
山田秀代君（２日） 松岡正浩君（１４日）
長橋國和君（１８日） 松前和子君（１９日）
内田泰潤徳君（２２日） 尾関一之君（２５日）
◎会員夫人夫君誕生日おめでとう
梶原香里様（２日） 内田由利子様（６日）
大塚照代様（９日） 小島良子様（１５日）
◎結婚記念日おめでとう
永田 正夫妻（４日） 加藤辰己夫妻（５日）
伊藤正樹夫妻（８日） 長谷川正己夫妻（１０日）
田宮 均夫妻（１５日）
「女みたいなもの」と女性を低くみないで、信頼してくれる
上司のもとで自分が必要とされている感じた時、女性は力
を発揮する雑用は女がやって当然ではなく、「ありがとう、
助かったよ」の一言はやる気に火をつけるそうです。みな
さまいかがでしょうか？
立派な女性の方がみえるなかで失礼しました。Ｒの友情に
免じてお許しください！

Ｒ Ｌ Ｉ 研修に参加して
会長エレクト 松岡正浩君
9月8日、10月6日、11月10日の
3日間に渡り、RLI研修に参加し
てまいりました。
研修は、朝9時30分から夕方5
時まで､6つのセッション（各50
分）を 行 い ま し た。研 修 の 内 容
は、ロータリーの歴史にはじま
り、5大奉仕について、会長にな
るための考え方、モチベーショ
ン、リーダーシップなど少人数
に分かれ、リーダーのもと質疑
応答をする（ウトウトする暇もない・・・；）という厳しい研
修でした。参加してロータリーに関する知識は格段に
増え、次年度に向けての準備には非常に役に立つ研修
でした。また何より、同年度の会長と厳しい研修を共に
したことで、一体感が生まれ､親しくなれた事が一番良
かったと思います。
＊他クラブの例会変更＊ 受付時間 11：30～12：30
名古屋空港RC 12/9（月） キャッスルプラザ
稲沢RC
12/11（水） 林商事ビル1F
一宮RC
12/12（木） 一宮商工会議所1F
名古屋北RC 12/13(金） 名古屋東急ホテル
尾西RC
12/16（月） 尾西信用金庫本店1F受付
あまRC
12/16（月） 名鉄グランドホテル11F
名古屋城北RC 12/17（火） 名古屋栄東急イン1Fロビー

１２月は家族月間です

会員卓話

ニコボックス（ＡＢＣ順）

「海外訪問記」

☆春木和美君
先日の地区大会、お疲れ様でした。石川さん！今日は楽
しいお話、待ってますよ～♪
☆今井多美子君
例会に出席できたので。
☆猪子裕史君
石川さん、本日は宜しくお願い申し上げます。
☆石川正弘君
本日は、よろしくお願いします。
☆梶原誠二君
例会に出席できたので。
☆加藤恭章君
例会に出席できたので。
☆松前裕己君
例会に出席できたので。
☆松本正暢君
カンボジアは、ごくろうさまでした。今後も、こういった
活動を応援したいと思います。
☆森 明美君
先日９４才の妻が運転する車が、わが家の前面にぶつか
りながら止まり、バケツが粉々になりました。妻も９８才
の夫も免許を持っているそうです。私にぶつからなくて
ホッとしています。
☆永田 正君
石川さん、久しぶりに元気なお顔拝見できました。卓話
楽しみです。
☆野田義広君
例会に出席できたので。
☆佐藤祐造君
例会に出席できたので。
☆柴田裕市君
11月23日～24日の地区大会参加の皆様、大変ご苦労様
でした。２日間真面目に務めましたら、大変疲れました。
石川さん、本日の卓話宜しくお願いします。
☆鵜飼俊光君
ＩＳＯの継続審査が無事通ったので！
☆山田秀代君
例会に出席できたので。

～世界のものづくりと文化の違い～
石川正弘君

弊社はお客様の海外生産部品を、現地調達するサ
ポートをしております。主に樹脂部品を中心に、現地の
一次サプライヤーが問題なく４年、５年間供給出来る
よう指導しております。主にトヨタ自動車です。第２トヨ
タと呼ばれているBRICS（ブラジル・ロシア・インド・中国・
南アフリカ）を中心に活動しております。例えばここ３ヶ
月は、ロシア、南アフリカ、インド、アルゼンチン、ブラジ
ル、タイ、中国、韓国、シンガポールと行ってきました。
日本にいたのは数日のみです。
①インド 年間330万台生産。主なメーカーはマルチス
ズキ、現代、マヒンドラ、タタ、トヨタ。トヨタは年間19
万台生産。主な車種はカローラ、イノーバなど。12億
人がこれから自動車を乗り出します。とても魅力あ
る市場です。
②ロシア トヨタはカムリを月間2000台生産していま
す。2015年にはRAV4も月間3000台生産予定です。
他メーカーと比べると、まだ本腰を入れて生産され
ておりません。今後の動向が見物です。
③南アフリカ トヨタの工場は古く、40年の歴史があり
ます。ストライキが多く、今回行った際も１ヶ月間のス
トライキ中で仕事が進まず、2度行きました。工場の
人は月給7万～10万程ですが、物価が高く、失業率
も24％と高く、数字だけ見ると国の状態は良くはあ
りません。未だにビーチへ行くと白人のみのビーチ
と黒人のみのビーチがあり、異様な風が吹いていま
す。また、エイズの感染率17.9％と、とても高く、トヨ
タのトイレにもコンドームが置いてあります。トヨタは
年間15万台生産。カローラ、ハイラックスなど。
④アルゼンチン 肉とタンゴの国です。見渡す限り広
大な牧場に数匹の牛がエサを食べている風景があ
ちらこちらに見え、町では公園やレストランでタンゴ
のショーが見られる素晴らしくエキゾチックな国で
す。トヨタは年間7万台生産しており、南から北、ブラ
ジルからアメリカへとIMVのみ輸出しています。サッ
カーが盛んで、古くはマラドーナ、今はメッシがいつ
もテレビに出ています。
世界各国の文化を知る事により、より一層日本の良さ
が強調されます。今後いかにして日本のものづくりの
文化を後世へ継続していくかが、私どもの使命です。

第10８７回（当年度２０回）の記録
□平成25年１１月２７日（水）18：00～
□会場 一宮商工会議所３Fホール
□開会の点鐘 柴田会長
□ビジター 星野 充様（一宮ＲＣ）
□出席・ニコボックス報告 野田副委員長
□ＲＬＩ研修報告 松岡エレクト
□職業分類委員会案内 永田委員長
□幹事報告
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次回１２月11日（水）の予定
例会変更
クリスマス家族会
１８：００～（１７：３０～受付）
名古屋マリオットアソシアホテル
１６Fアゼリア
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