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鈴⿅⻄ロータリークラブ会報 
所属: 国際ロータリー第 2630 地区 鈴⿅・⻲⼭グループ; 創⽴: 1985 年 3 月 27 日; RI 認証: 1985 年 6 月 3 日(No. 1665);  

事務所: 〒513-0802 三重県鈴⿅市飯野寺家町 816 鈴⿅商⼯会議所 3F; 電話: 059-383-7077; FAX: 059-383-8501;  

E-Mail: info@rotary-suzuka-west.org; Web Site: http://www.rotary-suzuka-west.org/ 

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4F 大ホール; 例会日: 火曜日; 例会⾷事: 12:00; 例会: 12:30-13:30; 会報発⾏担当: 川⼾広樹

第 1552 回例会 2018 年 2 月 6 日（火） 

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ大ホール 

例会進⾏: 仲村義昌 副ＳＡＡ 

開始 12：30 終了 13：30   

点鐘:会⻑ 川岸光男 

ソング:：君が代・奉仕の理想 

ソングリーダー: 服部⾼宣副会⻑  

会⻑挨拶 川岸光男会⻑ 

 本日は寒い中、例会にご出 

席、ご苦労様です．先週は、 

もりもり⾷堂で夜間例会を 

開催させていただき、⼩林様 

に卓話もいただきました． 

森様、⼩林様にお礼を申し上げます． 

2 月 4 日より、柴田幹事がネパールへ出張してお 

ります．今日はチベットの日本語学校に訪問して

います．ネパールは貧しい国ですが、日本語学校

を通じ、日本との交流が深まっていく様で、ロー

タリーでも何か支援が出来ないかと、幹事は考え

ている様です．2 月 14 日に帰国と聞いております．

本日は森豊さんに幹事報告をお願いしております． 

 いよいよ、ピョンチャン冬季オリンピックが 3

日後に始まります．日本選手団の活躍に期待して

おります．本日は会員卓話として。岩崎透会員に

お願いしております．どうぞよろしくお願いいた

します．藤井会員は、本日は急な仕事が入り欠席

となりました．岩崎様にはたっぷりと卓話をお願 

いしご挨拶と致します． 

幹事報告  森 豊副幹事  

1. 当クラブ例会変更のお知

らせ 

＊2 月 13 日（火）特別休会 

＊2 月 27 日（火）18：30

〜夜間例会のため歌⾏

灯鈴⿅店 

＊3 月 6 日（火）⇒3 月 11 日（日）2017 年度鈴

⿅市児童詩コンクール表彰式のため鈴⿅商⼯

会議所 4Ｆ大ホール 

＊3 月 27 日（火）18：30〜創⽴ 33 周年記念例会

ならびに⻲⼭ＲＣとの合同例会のため鈴⿅サ

ーキットホスピタリティラウンジ 

2. 2 月 27 日夜間例会の案内を配布いたしました

のでご確認ください。出・欠は今月 20 日（火）

までに事務局へご返信ください。 

3. ロータリーの友事務所より、2018-2019 年度版

ロータリー手帳注文の案内が参りました。名簿

を回覧しますので、購入希望者は〇印をつけて

ください。 

4. ロータリー財団年次寄付を戴いた⽅へ、①寄付

者の皆様へ（書簡）と②確定申告⽤寄付⾦領収

証を配布いたしました。 

5. （株）熊平製作所様より、「抜萃のつゞり そ

の 77」を頂戴しましたので配布させて頂きまし

た。 

6. 2 月 20 日（火）例会終了後、第 10 回理事・役

員会を事務局において開催いたします。理事・

役員はご予定ください。 
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委員会報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊2 月度 諸事お祝い 

沖 俊成親睦・家族委員⻑ 

【会員誕生日】宮田忠男会員、井筒隆広会員 

川⼾広樹会員、杉村吉雄会員、神野由美会員 

【配偶者誕生日】江藤早苗様、追手風裕美様 

若林千恵⼦様、藤野輝久様、沖 澄⼦様 

【結婚記念日】追手風直樹・由美ご夫妻、川 

岸光男・和⼦ご夫妻 

 

＊創⽴ 33 周年記念例会ならびに⻲⼭ロータ

リークラブとの合同例会案内 

       沖 俊成親睦・家族委員⻑ 

 日時：3 月 27 日（火）18：30〜20：30 

 会場：鈴⿅サーキットホスピタリティラウンジ 

 会費：会員 5000 円、ご家族 3000 円 

＊ロータリーの友 2 月号紹介  

川⼾広樹クラブ広報委員⻑ 

 

＊鈴⿅・⻲⼭グループ会⻑・幹事会の報告 

河田勝正ガバナー補佐 

2 月 2 日（⾦）18：00 

鈴⿅･⻲⼭ G 各 RC 会⻑･幹事出席 

1） 各クラブ上半期報告･下半期予定 

鈴⿅ RC：1.ロータリー財団 100 周年記念事業

「ロータリアンが選ぶ

100 円から始まる地域

活性化事業」として寄

贈.（10/16） 

2.社会奉仕  防災の危

機管理を卓話を通じて

学んだ. 

3.おじさん先生講師派遣（11 月消防本部､1 月鈴

⿅市防災危機管理課 

鈴⿅ベイ RC：1.おじさん先生派遣 

2.F1 グランプリ「友愛の広場」開設 

3.鼓ヶ浦植樹活動 

鈴⿅シティ RC：1.白⼦地域防犯啓発活動ｾﾚﾓﾆｰ

防犯カメラ寄贈. 

2.20 周年記念事業と準備 

3.ﾍﾞﾄﾅﾑでの基⾦設⽴の為会員家族ﾍﾞﾄﾅﾑ訪問 

⻲⼭ RC：1.増強に⼒をいれている. 

2.⻲⼭大市参加（⻲⼭⾼校 IAC も参加） 

鈴⿅⻄ RC：1.社会奉仕 鼓ヶ浦海岸清掃活動 

2.国際奉仕 ネパール支援 

3.児童詩コンクール 

3）IM 報告： 

報告書作成中､会計報告後日､余剰⾦説明 

4）ロータリーデー：添付資料の通り承認.但し､ 

当番はｼﾃｨRCとﾍﾞｲRCで時間帯交代.例会変更 

は現在ｼﾃｨ RC のみ､今後例会変更のｸﾗﾌﾞは連 

絡を頂くよう申し伝えた. 

5）その他：おじさん先生の日程等について次期 

AG に調整をお願いした. 

AG 講評 

 各クラブの事業への取り組みに対して謝辞と 

5 月に予定の各クラブ AG 訪問への協⼒お願い. 
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＊2018-2019 年度委員会構成について  

加藤稔会⻑エレクト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出席報告  藤田 充 出席委員⻑ 

正会員 43 名中 22 名出席．出席率：61.11% 

先週の補正出席率：61.11% 

先々週の補正出席率：57.89% 

ニコニコボックス報告  

杉﨑雅代親睦・家族委員 

※多額            順不同 敬称略 

※川岸光男：岩崎様、本日の卓話宜しくお願いし

ます． 

岩崎 透：卓話当番です．宜しくお願いします． 

若林忠義：寒い中、風邪をひかずに今日あること

を感謝しています． 

桃井⼒生：寒い日が続きます．皆様、御⾝体大切

に． 

本日のプログラム 

「会員卓話」岩崎透会員 

ロータリーと会社経営 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

創業当時 

・創業：⽗ちゃん､⺟ちゃん､僕ちゃん､従業員数名 

翌 37 年 3 月法人化 数年後⻑兄､弟入社 

・S49 年､⽗親逝去､⻑兄 社⻑就任 船頭は 2 ⼈不要 

・現在の⼥性を美しくする部門を創⽴ 

・創業 20 周年の記念式典の頃が､⼀番嬉しかった 

・記念式典は､社員団結のために 10 年節目に挙⾏ 

・5 年前に 50 周年記念式典を終えました。 

ロータリークラブ入会後・S60 

突然社⻑に就任・H3 

・新会社㈱ぷらいむの経営に没頭していた 

・トモの経営⽅針策定に悩む 

・集団を⼀つに纏めるには、色々な仕組みが必要・

何か？：ロータリーの発展の歴史に学ぼう 

・新社⻑指令では、思想文化として定着しない 

ロータリーの発展の歴史に学ぶ 

・C.I 運動を 5 年間展開 

・集団を⼀つの⽅向に纏める為に理念の重要性を

痛感 

・社名の変更、社旗社章の制定 

・ホールディング制度採⽤、分社化の採⽤ 

・多数の社⻑輩出、即、業績の向上 

経営理念 

1）生存領域 

  ⾷と⼥性を美しくする分野で社会構造の変化

に対応しつつ社会に貢献する。 

2）企業目的 

  自己開発に励み、⼈を活かし、仕事を通じて

社会に貢献する。 

3）企業メッセージ 

  トモに明日を（Together ＆ Tomorrow） 

4）⾏動指針 

  五つの誓い 

「共存共栄､進取偕楽､お客様第⼀主義」 
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各社⻑は営業に全精⼒をつぎ込む 

 トモ HD 株式会社 経営⽅針 

  資⾦繰り･投資･開発･総務人事･衛生本部 

 株式会社トモ（リーディングカンパニー） 

  北勢給⾷センター 

  松阪冷凍倉庫と物流センター 

 株式会社トモ愛知 

 株式会社トモ岐阜 

 株式会社三重給⾷センター 

 株式会社聚楽（セントラルキッチン） 

 株式会社共栄（セントラルキッチン） 

 社会福祉法人三重豊生会 

  特別養護⽼人施設・多気彩幸 

  ケアハウス伊勢度会彩幸 

 株式会社ぷらいむ 

  県・ミスユニバース選出 美容担当 

 株式会社 Mʻｓ－ｍｉｎｄ 

  マドンナの使う化粧品を販売（百貨店専門） 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


