
 

 

第 868 回例会 2015 年 11 月 10 日

□ 
 

司  会    ⼭﨑 勝司君 
開会点鐘    ⻄澤 ⽂登君 
慶  祝 
  ・皆出席 松澤 ⼀志君 (14 年) 
       中沢利樹男君 (１年) 
  ・結婚記念⽇祝 
       笠原 ⼀洋君 (3 ⽇) 
       柄澤  堯君 (5 ⽇) 
       ⼭崎 芳雄君 (14 ⽇) 
       松澤 ⼀志君 (26 ⽇) 
委員会報告 
 広報・情報委員会 宮原宏⼀君 
  「ロータリーの友」紹介 
 社会奉仕委員会  中沢利樹男君 
  「ダメ・ゼッタイ」募⾦について 
プログラム クラブフォーラム 
 「今後のクラブを考える」 

３グループに分けて話し合いをし
ました 

⻄澤 ⽂登君 
 個⼈的なお話で恐縮ですが、この頃⽇曜
⽇の夜が楽しみです。午後 9 時からＴＢＳ
系列で「下町ロケット」というドラマが⼈気
で、私もはまってしまいました。直⽊賞作家
の池井⼾潤さんの原作のドラマ化です。原
作は読んでいませんが良く出来たドラマで、
はらはらさせて最後にすっきりさせるとい

うパターンです。⾒終わってぐっすり眠っ
て気持ちよく⽉曜⽇が迎えられるというわ
けです。 
 中⼩の精密機械メーカーの佃製作所は優
れた技術⼒を持っていますが有⼒顧客の離
反で財務が⾏き詰まっていました。そんな
時、⼤企業の帝国重⼯からバルブの特許を
20 億円で譲って欲しいという話が舞い込
みます。帝国重⼯はロケットを打ち上げる
ために⽔素エンジンを開発しているのです
が、それにはどうしても佃製作所で開発し
たバルブが必要でした。佃の従業員は沸き
⽴ちますが社⻑の佃航平は敢えて帝国重⼯
への部品供給という道を選びます。部品供
給するということは帝国重⼯の下請けにな
ることですから帝国重⼯の厳しいチェック
をクリアしなければなりません。帝国重⼯
はなるべく有利に特許を得るためにわざと
厳しいチェックをかけるのですが、佃製作
所の社員は⼀丸となって徹夜の作業でクリ
アします。この作業には部品供給という選
択に反対だった社員も加わるのですが、こ
の時「佃品質 佃プライド」という標語が作
業場に⾼々と掲げられていました。社⻑役
の阿部寛もかっこいいのですが、もっとス
カッとさせてくれるのが銀⾏から派遣され
た財務責任者の⽴川談春です。話題になっ
た倍返しの「半沢直樹」では憎々しげに悪役
を演じていたのですが今回は⼀転して「い
い⼈」です。本職の落語では今最も切符が取
れない売れっ⼦だそうですが、役者として
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も⼤したものです。 
 「佃品質 佃プライド」が胸にグッと来ま
した。今私達の上⽥六⽂銭 RC は存続のた
めにどうしたらよいかを毎週話し合ってい
ます。「六⽂銭スピリット」と「六⽂銭プラ
イド」が会員の⼀⼈ひとりの中にあります。
創⽴以来 19 年間培ってきた「六⽂銭スピリ
ット」「六⽂銭プライド」をいい形で世の中
のために残したいと切に願う次第です。
様々のご意⾒があると思いますが、会員の
気持ちが⼀つになるのにはもう少し時間が
必要です。今⽉いっぱいフォーラムを続け
ますがご協⼒いただきますようお願いいた
します。 

横沢  正君 
１．RI より 

・the rotarian 11 ⽉号 
・11 ⽉ロータリーレート 1＄=120 円 

 ・財団室 NEWS 11 ⽉号 
２．望⽉ガバナー事務所より 
 ・ガバナー公式訪問お礼状 
 ・東御ロータリークラブ 

メールアドレス変更のお知らせ 
３．鈴⿅⻄ロータリークラブ 福井様より 
 ・10/20 定時受付来訪の御礼とバナーを

いただきました。 
４．上⽥市農林部より 
 ・第 67 回全国植樹祭のご招待について 
５．上⽥⻘年会議所より 
 ・年忘れの宴のご案内  
恵送 
１．東御 RC 様、⼩諸 RC、⼩諸浅間 RC、

会報 

全会員配布物 
１．当クラブ会報 第 867 号 
２．⽉信 第５号…7P ⻄澤尚夫君掲載  
３．ロータリー友 11 ⽉号 

 その他 
１．本⽇、例会後理事会です。 
２．次週 11/17(⽕)は 18:30〜 夜間例会

です。 

 

⿅志村恭彦君 

ベース ⽋席 メイク 出 席 率
本 ⽇ 23 6 － 73.91％
前々回 23 7 2 78.26％

⻄澤⽂登君 クラブフォーラム皆様真剣に
取り組んでいただき、ありが
とうございます。 

⽣川秀樹君 来週中国の⻑春に⾏って来ま
す。かの地は最⾼気温が＋1℃、
最低は△7℃だそうです。 

松澤⼀志君 慶祝ありがとうございます。 
杉⼭ 裕君 寒くなったと思ったら、それ

でもいつもより暖かいですね。 
⽔野泰雄君 晩秋です！今週のゴルフコン

ペよろしくお願いします。 
宮原宏⼀君 プレミアム 12 野球の試合開

始から終了まで楽しみました。
⼤⾕はピッチャーが良いです
ね。 

肥⽥野秀知君 笠原 ⼀洋君
⿅志村恭彦君 中澤 信敏君
中沢利樹男君 ⽥中 栄⼀君
⼭﨑 博太君 ⼭﨑 勝司君
横沢  正君  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宮澤広⼀君が 11 ⽉３⽇に台湾台北の吉
林ロータリークラブの例会に参加してき
ました。 
写真は 2014-15 年度 RI 会⻑、⻩其光（ゲ
イリーC.K.ホァン）⽒［台湾・台北 RC］
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