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2010-2011年度 事業計画
① セミナーの開催
９月４日（土）１４時〜１７時
神戸ポートピアホテル南館「大和田」
「やさしい職業奉仕」三木明パストガバナー
②

持ちまわり方式の委員会

（希望する職業奉仕委員長の参加）
③

研究テーマの発表

④

推薦書の発表

第１回委員会 7月17日 伊丹市
「フランクコリンズ，A.F.シェルドンと２大モットー」
第２回委員会 10月9日 朝来市
「ポール・ハリスとロータリーの誕生」
「チェスレー・ペリーと国際ロータリー」
第３回委員会 12月4日 神戸市
「ガイガンディカーとロータリー通解」
「パーシー・ホジソンと『奉仕こそわが努め』」
第４回委員会 1月22日 たつの市
ハーバード・テイラーと『四つのテスト』」
第５回委員会 3月〜4月 明石市
「ハロルド・トーマスと『ロータリーモザイク』

青少年交換＝単なる語学留学ではなく，ロータリアンとしての親善大使として留学
（帰国後はローテックスとなり活動してもらう）
・15〜19歳（主に高校生）
・8月に出発〜6 or 7月に帰国
2680地区 送り出す側
１１月に選考委員会，親子面接，語学テスト
米国（ニューヨーク・オレゴン），台湾，タ
イ，ブラジル，メキシコ，フランス
☆スポンサークラブ
・費用はいらない
・交換学生を推進し，送り出すクラブ
・出国まで１回／月例会によぶ
・派遣生カウンセラーを出す
☆派遣生カウンセラー
・出発までの派遣候補生オリエンテーションへ参加する
・派遣候補生の相談役となる
・出発時，帰国時の空港での見送りと出迎え（自宅−空港間の送迎は不要）
・派遣期間中はなるべく派遣生とメール等で連絡をとり現地での状況の把握をする
・派遣終了後８月下旬頃に開催される帰国報告会へ出席する
受け入れる側
１２〜１月頃に各国から２６８０地区に来日する生徒が決定
→学校を地区が選択 滝川第２高校・三田青松・神戸山手女子・神戸市立葦合
姫路市立琴丘・百合学院（尼崎）・啓明学院・柳学園（淡路）
→受け入れクラブ（ホストクラブ）を決定
☆ホストクラブ
・交換学生を受け入れるクラブ
・月１回例会に呼んでお小遣いを渡す
・クラブカウンセラーを出す
・１人あたり約７５〜１３０万円必要
地区から３０〜７０万円補助金（年度によって異なる）残りはホストクラブが負担
（ホストファミリー関連費・地区行事参加費・小遣い・学校関連・携帯 etc.）
☆クラブカウンセラー
・入国・出国の送り迎えをはじめ入国，出国の手続き
・ホストファミリーとの連絡
・本人との連絡（１回／週以上）
・学校との連絡 ・地区との連絡 ・地区への報告書作成 etc.
☆ホストファミリー
・地区と受け入れる学校側が主に決定
・第一ホストファミリー（来日して１番最初の約１ヶ月間のホストファミリー）は，
ホストクラブのロータリアン家庭かその家族（昨年から新しい規定）あとは３〜４ヶ
月毎にホストファミリー宅に転居しながら学校に通う

１２月の花はシクラメンです。花言葉は内
気，遠慮がちという意味です。調べますと原
種は花が小さく，質素であったようで，しか
も花は下を向いているので，この様な意味に
なったのだと思います。私の好きな花で年末
には必ず買いますが，私にはエレガントで華
やかな花に見えます。最近の日本の花は，交
配とかバイオ技術で世界一に美しい花に生ま
れ変わっているように思います。
花よりももっと変わったのが人であるよう
に思います。人の生活様式，文化，職業，考
え等のいろいろの変化や自分の生まれてから
今までの人の変化を考えてみると楽しいです
な。残念ながら我々はいないと思いますが，
５０年後の人の社会の変化を考えると，本当
に自分の目で確かめてみたい気持ちになりま
す。
花や人は変わりますが，昔からも将来も変
わらないと思える物が宝石です。今月の宝石
はトルコ石で，成功・繁栄・不屈の意味で，
今月も青松クラブの皆さまに最適の石言葉で
す。但し，不屈という言葉が私個人は若い時
を思い出すと，今の若い男に乏しいのが少し
寂しい気がします。
１ヵ月余前の新聞で３０歳以下の独身者の
男女の可処分所得が，昨年は初めて女性が男
性を上回ったという記事を読みました。日本
の若い男はトルコ石の意味言葉を忘れたので
しょうか？
あと２０日少しで大晦日です。皆様方の今
年一年はいかがだったでしょうか？ 一般的
には景気は悪くて大変ですが，円高で安く仕
入れて儲かっている人や，株安ですが，少し
上向いているので，底で買って儲けている人
や，その他の要因で儲ける人も不況の中でも
いるようです。良い事は隠したがるものです
が，青松のメンバー同士はオープンにして，
お互いに良い気をもらって，あやかって全員
が良いようになっていけば嬉しいと思いま
す。
そして，１２月は忙しい月ですが，出席率の
方をよろしく御願いします。そして，半期が終
わろうとしていますが，新入会員が０です。何
とか，先ず１人の新入会員を迎えられるように
皆様によろしく御願い申し上げます。

西田

光衛

持病発生し，例会を欠席し皆さんに御迷惑か
けました。為に１２月より出席免除に踏み切
りました。出来得る限り出席しますがイベン
トには欠席します。何か必要なことがあれば
言ってください。

伊藤

勝之

柿木國夫さん，田中伸明さん，長い間会議所の大
役ごくろう様でした。都倉達殊さん，地域をはぐ
くむために，大いにがんばって下さい。

田中

伸明

本日，地区の職業奉仕委員会の卓話をさせて
頂きます。

青木

裕加

卓話させて頂きます。

嶋谷

拓雄・大橋

卓司

田中会員，青木会員，卓話よろしくお願いし
ます。

田中

浩行

１２月５日（日）青松ゴルフコンペ＆わいわ
いがやがや会出席よろしくお願いします。

鹿間

行雄

「マイ・モットー」へのご協力ありがとうご
ざいました。

小西

文孝

西中さん先週ありがとう。今月から席が変わりまし
た。年令順なのでしょうか？ 他に意図があるので
しょうか？ 色々先輩から学びます。

西中

亮二

大黒天のランチは大サービスでお得です。おいし
かったです。
田中さん，青木さん，卓話楽しみにしています。

中右

和宏

西中さん，先日は，御来店ありがとうござい
ました。

庄司

武・菊地

敬子

誕生日お祝い有難うございました。
６４才になります。（庄司）

京谷

愼平

結婚記念日の花贈呈有難うございました。

大森

千里

本月，本年最終月「シワス」を迎えました。毎日
毎日元気に過ごせることを願って生活をしており
ます。本日病院受診のため早退します。

菱田

克己

２０１１年１月１日より社名が変更になりま
す。播磨コピー工業がニックサービスと一つ
になってハリマニックスと成りますのでよろ
しくお願いします。

志方
竹原

正昭・増田耕太郎・柿木
俊三

花を飾りましょう。

國夫

2

出席者

高砂青松ロータリークラブ

通

算

理事・役員会議事録

伊

２０１０〜２０１１

第４０３回
第６回

日
場 所

平成２２年１２月１日
高砂商工会議所

藤

内 海
嶋 谷
竹 原
西

中

○
○
○
○
○

報告事項： 出席報告
（内海
薫）
会費納入状況（竹原 俊三）

菱 田
小 西
鹿 間行
青 木
濱

中

○
○
○
○
○

臨時出席者
佐 野
副幹事
藤 本

（後記参照①）
１１月末 98.39％

議案事項：
1. １２月，１月のプログラムの件（後記参照②）
①新世代会議 １２月２３日（祝・木）（１２月２２日（水）分変更）
高砂市青年の家 体育館
集合・会場設営 １１時
食事 １２時
例会１２時４５分
受付 １３時
新世代会議「新世代の主張」 １３時３０分 ……承認
2. 次々年度会長の件 ……承認
3. 次年度理事・役員選出の件 ……承認
4. 定款第９条第３節（ｂ）に定める出席免除適用申請者の件
西田光衛 会員
……承認
5. 新年家族例会の件 １月２２日（土）（１月１９日（水）分変更）
KITANO CLUB （神戸市中央区北野町）
……承認
6. 「新年家族例会」における喜寿，米寿お祝いの件
慶弔費より１万円
……承認
7. 国際青少年交換プログラムの件……地区へ条件を提示の上，地区からの回答待ち
8. ロータリー財団「研究グループ交換（GSE）受入れの件
……ロータリー財団委員長と相談の上，決定する
① 出席報告
１０月度 本クラブ出席率 ６３.１１％ メークアップ率 ３２.００％ 修正出席率 ９４.２７％
１１月度 本クラブ出席率 ７４.０７％ メークアップ率
％ 修正出席率
１０/６ １０/２０ １０/２７ １１/１０ １１/１７ １１/２４
会 員 数

４８

４８

４８

４８

４８

４８

出 席 数

３３

３７

３０

３６

３３

３４

メークアップ

１２

５

１１

９

欠 席 数

０

３

２

０

出席免除

７

７

７

７

７

７

第１９回 通算１４６９回
1. 国際ロータリーより
ザ・ロータリアン１２月号が届
いています。
2. 国際ロータリー第2 6 8 0 地区ガバ
ナー事務所より
R.I. 2009-10年度「ロータリー
の２億ドルのチャレンジ」の
表彰状が届いています。
3. 相生ロータリークラブより
週報が届いています。

近隣クラブINFORMATION（例会変更）は紙面の都合上省略しますので，先週号を参考にして下さい。
なお，青松ロータリークラブのホームページも併せてご覧下さい。

② １２，１月のプログラム
１２

月

１

１

地区出向委員卓話
田中
（伸）
会員・青木会員

５

８

年次総会・上期事業報告

１
２

１
５

上期事業報告

１
９

２
２

１２月２３日
（祝・木）
に変更
新世代会議
於：高砂市青年の家 体育館
【新世代委員会担当】

２
６

２
９

休会【定款第６条第１節
（ｃ）
による】

例会記録

休会【定款第６条第１節
（ｃ）
による】

新年家族例会
（１月２２日（土）に変更）
卓話
菱田ロータリー情報委員長

2010. 12. 1（水）通算1549回
「君が代」「奉仕の理想」「四つのテスト」

ソ ン グ
出席報告

誕 生 祝
菊地 敬子

月

会員

１１月１７日 会員数４８名 欠席者３名 出席率９８.７５％ ＜修正による＞
（この内出席免除者７名（出席５名））
１２月 １日 会員数４８名 欠席者９名 出席率８１.２５％
（この内出席免除者７名（出席４名））
結 婚 祝
京谷 愼平 会員
庄司
武 会員

委員会報告

et cetera

◎ 濱中新世代委員長
１２月２３日新世代会議への出席をお願いします。

◎ 青木2680地区新世代委員会 国際青少年交換小委員会委員
１１月２１日 LOTEXとROTARY青少年交換留学来日生のDay Tripに同行しました。
伊藤会長，西中S.A.A.と一緒に明石の天文科学館見学とお茶の体験をしました。

今回は柿木國夫会員の会社、サンライズ工業株式会社に押しかけ
ました。サンライズ工業株式会社は、曽根の東洋化成㈱の北側、
工場が密集している一角にあります。
柿木会員は学校卒業後、先生の紹介で電車の塗装を行う会社に就
職したそうです。なかなか厳しい会社で社員が３年ほどでやめて
行く中、１０年頑張って、人の使い方というものを覚えたそうで
す。そして、２６歳の時に起業され、サンライズ工業を設立され
ました。現在創立４５年目だそうです。
それでは質問です。
Q： サンライズ工業株式会社は何をされている会社ですか。
A： 主に焼付塗装という、一度塗装したものを熱風で乾燥・固化
させる塗装方法による機械カバーなどの塗装を行っていま
す。
Q： どのようなものに使われているのでしょう。
A： 通常の塗装より日焼けによる劣化を起こしにくいので、料金
所の車種選別機のカバーや衛星放送用のアンテナなどに使わ
れています。
Q： 会社経営で特に心がけていることは何でしょう。
A： 技術力で付加価値の高い仕事を行うように心がけています。特にサンライズ工業は多品種少量生産
に対応でき、かつ、一つ一つの商品に高い付加価値をつけることができます。おかげで、大和製衡
や川崎重工、古野電気などの会社から注文をいただいています。
Q： これから会社をどのように発展させて行きたいでしょうか。
A： サンライズ工業の行う多品種少量生産の焼付塗装は現在の会社規模が一番適していると思います。
しかし、技術力を深め、これからもサンライズ工業に発注すると言っていただける会社で有り続け
たいですね。
Q： あかりの家とのつながりはどのようにして生まれたのですか
A： ＪＣに在籍していた頃、企業が障害児を採用しなかったのですが、縁があって、あすなろ学園の生
徒がサンライズ工業に就職しました。それが新聞に載り、自閉症の子を持つ親の団体とかかわりが
できるようになりました。それがきっかけで自閉症の子供の施設を作ることになり、当時日本で3番
目の自閉症の子供の施設「あかりの家」が生まれました。その後、障害児の就業をサポートする施
設としてクリーニング事業を行う「ワークホーム高砂」が生まれました。
起業されてから一生懸命お仕事をされて来られた柿木会員ですが、これからの夢は、会社設立50周年まで一生懸命
仕事をして、その後はずっと二人三脚でやってきた奥様と二人だけの人生を送ってみたいそうです。
また、御存じのとおりゴルフの腕はシング
ルだそうです。しかし、さらに上を目指し
て、ハンディ5を目指しておられます。ゴ
ルフでは「かかって来んかい」状態です
が、みなさんどんどん挑戦してみてくださ
い。

