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＜四つのテスト＞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
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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2247回）
２）ソング 日も風も星も
３）卓 話 「仕事と思うな人生と思え」
株式会社原田教育研究所
代表取締役社長 原田隆史様
永田 秀次会員紹介
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☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
石田 道夫

坂本 一民
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆さんこんにちは、ゲストの皆様、ビジターの
皆様ようこそいらっしゃいました。どうぞご
ゆっくりおすごしいただきたいと思います。
ゴールデンウィークの連休もおわり、新緑の
世界が待っている季節にはいりました。ゴール
デンウィークには2,200万人の方が海外、国内に
旅行をされたようですが、今年は海外の伸びが
まさったようでございます。2年前頃は円高で円
が強く海外に出張や旅行へ行かれた方は、円の
強さがわかる、すなわち安くてすむということ
をいっておられましたが今年は1ドル102円、海外
のホテルも高く、朝食も3000円を超えているとい
うことで日本よりはかなり割高になっているよ
うでございます。
＜会長報告＞
１．5月4日～6日に春のライラが開催されました。
当クラブも13名の方の登録をいただきました。
ありがとうございました。
２．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会よ

ＮＯ．２２４７
次週（５月２２日）のお知らせ

１）例 会 （2248回）
２）ソング 友と呼べるのは
３）卓 話 新入会員自己紹介
平尾 彰彦会員
４）6月度定例理事会（新旧合同）
５）第6回被選理事会
り米山功労者の感謝状が荒木幾夫会員・寺村 清
会員・山田雅則会員に米山功労者マルチプルの感
謝状が衣斐孝雄会員・福井 興会員・井戸幹雄会
員・重里國麿会員・金田五郎会員・郡 悦清会員・
松宮清隆会員・南川和茂会員・三谷滋伸会員・溝
手 悟会員・中川政照会員・成松正和会員・西浦
司会員・谷本圭二会員・寺井種伯会員・寺内清視
会員・徳岡昭七郎会員・梅本知秀会員・山本喬一
会員に届いておりますので後程お渡し致します。
３．本年度より新しい制度として新入会員の推薦
者で登録された方1名に対し認証ピンが贈呈され
ます。RI会長より推薦者山田雅浩会員に対し認証
ピンが送られてきております。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「2014-15年度活動計画書」ご提出がまだの方
は早急に事務局にご提出お願いいたします。
②本日18：00より錦城閣にて「新入会員歓迎会」
が開催されます。関係各位よろしくお願いい
たします。
③次々週5月22日例会終了後「6月度定例理事会
（新旧合同）」を開催いたします。本日ご案内
させて頂いておりますので関係各位宜しくお
願いいたします。
④本日は100万ドルミールを実施しております。
ご協力の程お願いいたします。
⑤卓話でのプロジェクター使用の件です。
卓話の時にプロジェクターが作動しないこと
が度々ありましたが、これはホテル側の機器
が高精度のものなので、クラブのパソコンや
皆さんがご用意いただいたパソコンが対応で

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
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きないからです。
卓話でプロジェクターの使用をされる場合
は、作動可能なノートパソコンをご自身で持
参下さいますとともに、例会開会までに入念
にご準備をいただきますようお願い致しま
す。卓話までに一旦電源が落ちるかスリープ
状態になりますと、それだけで機能が落ちて
しまうことが原因のようです。
⑥本日の例会におきまして、クラブ定款並び
にクラブ細則の改正の案を審議致しますので
宜しくお願いいたします。

☆☆ に こにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日の卓話、よろしくお願いします。
西井 幾雄
誕生日自祝
中島 康之
しばらくお休みを頂いておりました。中村 修
委員長ほかにご迷惑をお懸け致しました。
髙松 貞彦
例会に出席できる喜びをかみしめて 安田 義治
井戸先輩 石田さん 絵画やる気が出てきまし
た。ご指導よろしく。
川原 和彦
井戸先輩、絵画教室では大変お世話になりまし
た。
中村 修
平成26年5月8日
合計金
40,000円
累計金 2,201,270円

☆☆ 先週（5 月 8 日）の卓話 ☆☆
「 印刷業界の未来 」
西井 幾雄会員
印刷産業の事業所数は全製造業２４業種中、食
料品、金属製品、生産用機械器具、繊維工業、プ
ラスチック製造業に次ぐ６番目です。９８.６％
が中小企業、４５.８％が３人以下
印刷産業は９８.６％が従業員１００以上の企業
が出荷額の４１.３％のシェアを占めています。
印刷産業の事業所数は減少傾向が続き、平成１８
年より若干増加傾向が見られたが、２３年も大き
く減少しました。業種別では印刷関連サービス業
以外は全て減少しています。従業員数の減少は続
く。出荷額は５兆７０８７億円。
処で、印刷業界の出荷が下がりだしてから、盛
んにこのままでは衰退する業態を変えなければ
との議論が活発になりました。啓蒙する立派な本
も多く作りました。私も２００２年から計画特別
委員会の属して議論に参画していました。全印工

）内は会員総数を基準とした値

5月8日の出席率
81.67％
５週間前（4月10日）の
メークアップを含む出席率 80.33％
メークアップ実施会員
0名（欠席者12名)
連の副会長は退任しましたが、この３月まで印刷
産業の未来に対して大阪府印刷工業組合の中で
「印刷業界の未来」議論していました。 印刷業
界の未来はいろいろ考え議論しましたが、残念な
がら特別な方策は見つけることはできませんで
した。しかし下記の点が徹底することが未来に繋
がると思います。
徹底的にコストで競争する
品質競争する
通常の印刷物でなく、特化した印刷に集中する、
高級印刷、パッケージ等
印刷物と共に、メディア展開し、多様な媒体を扱う
市場を絞り、その市場の専門家
印刷物の価格より、サービス面で競争する
新規開拓を常にする
硬直化しない人事考課、組織
原価計算を明確にし、合わない仕事はしない
情報の共有をする
社内の風通しが良い
お客さんとコミニューケーションが出来ている
☆☆新入会員歓迎会☆☆
親睦活動委員会
メンバーの半数以上にあたる34名と事務局2名
の合計36名のご参加のもと、本年1月入会の田邉
三郎会員と、4月入会の平尾彰彦会員の歓迎会が
錦城閣にて5月8日（木）開催されました。
郡親睦活動委員長の御礼の辞、在本会長のご挨
拶に続き、川原直前会長の乾杯のが発声にて祝宴
がスタート。和やかな雰囲気の中、歴代のパスト
会長方々より、心温まる愛情のこもったスピーチ
をいただき、あっと言う間の二時間でした。
ご参加いただきましたメンバー各位に厚く御
礼申し上げます。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
グリンピースのポタージュ(サンジェルマン)
ミックス・シーフードフライ（イカ、帆立、
エビ、白身）
本日のアイスクリームと旬のフルーツ盛り合
わせ コーヒー

