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2016 − 17 年度国際ロータリーのテーマ

プログラム委員会担当例会
吉川

弘

会員

自己紹介

平成２９年 2 月 22 日（水）

こんにちは。ＭＭＳ高砂油槽所の吉川です。何を言っていいのかわ
かりません。人前で話をする事は、大の苦手です。嶋谷さんに会社の
事、ゴルフの事でも良いよと言われましたので、ＭＭＳの説明を少し
だけさせて下さい。
ＭＭＳは燃料屋です。化石燃料の軽油・重油・灯油を販売しており
ます。
元売であるエクソンモービル（２９年４月１日からＪＸＴＧに社名

吉川 弘

会員

変更）の特約店です。そちらから油を前金で購入し、ＭＭＳのタンク
に貯蔵して、小型ローリーで配達業務をする会社です。ガソリンは
扱っておりません。ガソリンは大橋さんが得意とされていますので、
宜しくお願いします。
燃料屋の基本は安定供給です。世の中どんな変化がありましても、
ＭＭＳの得意先の燃料は切らさない・安定して供給する・得意先を守
ると言う事が基本であります！
社員数は１６名の内パート事務１名、１５名は危険物免許を持っており

プログラム委員会

嶋谷 拓雄委員長

ます。
タンク容量は地上タンク・地下タンク併せまして９２０㎘、内訳は軽油４００㎘・重油３００
㎘・灯油２２０㎘です。
ローリー台数は４t車７台、３t車２台、２t車２台の計１１台で、高砂市の企業を中心にして加古
川・姫路・播磨町・稲美町・加西市・西脇市等々の得意先に３６５日交代で配達給油しておりま
す。
大型・小型トラック、様々な重機、工場内の機関車、温泉のボイラー又はプール、暖房用ボイ
ラー、発電機等々何でもです。扱う物が危険物でありますので、安全運転！安全作業・安心作業
についての教育は毎日やっております。
４年前になりますが、国の経済産業省から震災時の供給指名店になっております。
東南海、南海、山崎断層等大きな震災がありましても配送給油出来る設備は整えております
（得意先の他、医療機関・避難所・緊急車両等）。
年商は２２億前後です。小さな会社ですが、今後とも、どこよりも安く、どこよりも早く、どこ
よりも安全安心してもらえる商いをしていきます！
ＭＭＳはこんな会社です。

本誌は、職場や家庭に持ち帰って、皆さんでご一緒にお読み下さい

例会記録
クラブ運営の柔軟性
例会の方法や頻度を柔軟に決めることのできるクラブは、入会

ソ

ン

2017.2.22（水） 通算 1830 回

グ

出 席 報 告

者が集まりやすく、会員の参加が促され、新会員と現会員のモチ
ベーションが高まることが、これまでの調査と会員の経験によっ

「我等の生業」「四つのテスト」
２月

８日

会員数４３名 欠席者 ２名
（この内出席免除者 １１名）
２月２２日 会員数４３名 欠席者 １１名
（この内出席免除者 １１名）

出席率

94.59％（修正による）

実出席者数 ２８名
出席率 71.79%

て示されています。
2016年の規定審議会は、ロータリークラブの柔軟性をかつてな
いほど高める変更を採択しました。方針へのこれらの変更は、ク
ラブ例会の頻度と方法および会員種類に影響するものです。
新しい柔軟性を活用する5つの方法
さまざまな新しい選択肢をどのように取り入れるか（または取り入れるかどうか）は、各
幹事報告

クラブの裁量に委ねられます。どの規定に柔軟性が与えられたかを、標準ロータリークラブ

第 2 6 回（ 通算１７１８回）

定款でご確認ください。
クラブのニーズにあった変更を取り入れ、クラブ細則にそれを反映させて、早速試してみ

1. ガバナー事務所より
ユネスコ水教育研究所で学ぶ奨学金での申請書が利用可能になりました（回覧）

ましょう。
柔軟性の適用例をいくつかご紹介します。

2. ガバナー事務所より

ガバナーノミニー・デジグネートのお知らせ（回覧）
２０１９−２０年度のガバナーとして
神戸ロータリークラブの浅木 幸雄氏 ノミネート

１. 例会スケジュールを変更：例会曜日、時間、頻度を変える（例えば、月の第一火曜日は話
し合いのために従来型の例会、月の最終金曜日は奉仕活動または親睦会、など）。ただ

3. ガバナー事務所より

２０１７年度地区研修・協議会のご案内（回覧）
平成２９年４月２９日（土・祝）１０：３０〜１６：３０
於：神戸ポートピアホテル

し、クラブは少なくとも月に２回、例会を開く必要があります。
２. 例会の方法を変更：クラブは、直接顔を合わせる例会、オンライン例会、その組み合わせ
など、例会の形式を自由に選ぶことができます。また、直接出席できない会員がインター

4. ガバナー事務所より
ロータリーレート １１６円

ネット（スカイプなど）で遠隔出席することもできます。
３. 出席要件の緩和：クラブは、例会の出席要件を和らげ、ほかの方法を通じて会員の参加を
促すことができます。参加の方法には、クラブの役職に就く、クラブウェブサイトの更新
と管理、例会の企画担当、イベントの企画などがあります。クラブに活気があり、会員が

5. 幹事より

神戸中央ロータリークラブ創立２５周年記念例会・祝宴のご案内（回覧）

6. 幹事より

開館１０周年記念・加西分館開館記念
特別展「兵庫の古鏡」の開催にかかるチラシ等の送付について（回覧）

充実した体験をしていれば、出席は問題にはならないでしょう。
４. 複数の会員種類を提供：家族を同伴したい人のための「家族会員」、将来有望な若い職業
人のための「ジュニア会員」、地元クラブとつながりたいと望む企業に勤める人のための
「法人会員」など、クラブは独自の発想でさまざまな会員種類を追加できます。また、各
種類に応じて会費、出席、奉仕への参加などの期待事項を定めることができます。ロータ
リーは、会員がＲＩ人頭分担金を納入する限り、これらの会員を正会員とみなし、クラブ
の会員数に含めることとなります。
５. ローターアクターがクラブに入会：ローターアクターがローターアクトクラブ在籍中で
あっても、ロータリークラブへの入会を認めることができます。ローターアクターの入会
を認めることをクラブが選んだ場合、これらの会員のために出席要件の緩和や会費の減額
などの特別な待遇を設けることもできます（クラブ細則への反映をお忘れなく）。
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クラブ名

変更内容

明石西ロータリークラブ

休会

日

時・場

所

３月２日（木）
【定款第6条第1節（c）による】

姫路南ロータリークラブ
職場例会

休会

３月１３日（月） 職場例会
於：姫路市医師会館
「健康の秘訣は口にあり」
３月２０日（月）
【定款第6条第1節（c）による】

高砂ロータリークラブ
例会変更

３月１７日（金）→３月１５日（水）
高砂青松ＲＣとの合同例会
於：ウェディングパレス鹿島殿

加古川平成ロータリークラブ 例会取り止め ３月２９日（水）
【定款第6条第1節（c）による】
（注）高砂青松ロータリークラブのホームページにも掲載しています。……ホームページの情報の方が早く把握できます。

濵田 喜重

村上 則宏

本日の卓話は会員の吉川さんです。
初めての卓話、期待しています。

２５日（土）第１１回禁煙・防煙、いのちを
守るフォーラムが今年も開催されます。ぜひ
御参加宜しくお願いします。

坂口 嘉久
吉川会員、卓話よろしくお願いします。

西中
柿木
澤田
藤本

亮二・櫻井 宣孝・増田 耕太郎
國夫・松下 和雄・田中 浩行
孝彦・井野 隆弘・大橋 卓司
明久

吉川さん、卓話楽しみにしています。

◇

プログラム予定 ◇

3 月 1 日（水）

3 月 8 日（水）

ゲスト卓話

卓話

高砂ＲＣとの合同例会

高砂市文化福祉保健センター

（ホスト 高砂青松ＲＣ）

高塚

洋 氏 「伊能忠敬」

3 月 15 日（水）

岡本
昼食メニュー

会

長

例会日時
事務局

濵

（一社）マチノエン
理事 山本

育子 氏

田

喜

昼食メニュー

幕の内弁当
重

毎週水曜日

幹

12：30

高砂商工会議所内

事

麻衣子 氏

ファプラボ高砂について

昼食メニュー

ビーフカツカレー

3 月 22 日（水）

坂
例会場

〒 676-0064

サンドウィッチ
口

嘉

久

クラブ会報委員長

青

柳

淳

高砂商工会議所会議室（2F）
高砂市高砂町北本町 1104

電話（079）443-0500

