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例会場
例会日
役 員
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●真実かどうか

つのテスト

第1448回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

平成24年3月5日

●みんなのためになるかどうか

庭さきの一本の早咲きの梅が平気で風雪に
もめげずに咲いている。

卓話「吹田ローターアクトクラブ報告」
吹田ローターアクトクラブ
会長 柳川 潔敬 様
髙木会員ゲスト

一番咲きを競おうとしたのではなく、無理

今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」

自然にあらゆる花のさきがけとなっている

に努力をしたのでもない。
謙虚な姿である。

「ロータリーの理念と精神の追求」

人もこうありたいものだ。

先週内容
会長挨拶

阪本会長

幹事報告

◦2月23日、ビケンテクノ㈱様のご協力で献血
が実施されました。ご参加頂いた会員の皆

紙谷幹事

◦ロータリーの友3月号が届きましたのでお配

様有難うございました。

りしました。表紙裏の例会一覧表裏2枚をご

◦詩文（漢文）の中に、同志社大学の創始者、
新島襄作による寒梅があります。

利用ください。
◦元会員佐藤様が2月でいよいよ長崎へ転居さ
れるそうです。連絡先、地図をいただきまし
たので回覧致します。
◦本日理事会を開催致します。

出席報告

識字率向上月間

次週 第1449回 例会予告

●会

平成24年3月12日

員

数 49名

●出席会員数 41名

卓話 「私の職業 相続あれこれ」 荻田会員
Weekly No. 1448は井伊委員が担当しました。
Weekly No. 1449は榎原委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

𠮷田委員長
●来

客

0名

●本日の出席率 89.13％

●1月30日の出席率（メーキャップを含む） 100％
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誕生御祝−３月

お値打ちグルメ会

会員
昭和 41 年 3 月 5 日

橋本（芳）会員

昭和 22 年 3 月 9 日

井伊会員

平成24年３月16日㈮18:30

昭和 35 年 3 月22 日

矢倉会員

旬彩天 つちや

昭和 28 年 3 月27 日

青木会員

吹田市豊津町41-４

昭和 30 年 3 月28 日

田中（孝）会員

伊藤会員

第11回お値打ちグルメ会を開催します。

TEL 06-6338-2288

以上5名

費用

10,000円（実費精算

割り勘！）

ミシュラン2つ星、３年連続掲載店！
会員夫人

是非、ご参加下さい。
3 月2 日

右松会員夫人

3 月15 日

阪本会員夫人

3 月18 日

水間会員夫人

3 月22 日

田中（孝）会員夫人

3 月24 日

矢倉会員 夫

定員15〜18名となります。ご了承下さい。

ニコニコ箱

勝副SAA

◆長屋会員

以上5名

前回遅刻のお詫びです。
◆青木会員

社会奉仕委員会

宮川理事長、勉強会のセミナー会場の

木田委員長

件ではお世話になり、ありがとうござ

①献血を2月23日㈭10:00〜16:00にビケンテ

いました。

クノ㈱様に於いて行いました。73名の献血
者受付があり、採血者は44名でした。

◆榎原会員

当ロータリークラブからは、阪本会長をは

岡先生、本日無事退院できました。あ

じめ、梶山会員、橋本（徹）会員、本田会員、

りがとうございました。

清水会員、橋本（芳）会員、勝会員、河邊会員、

──────────────────

木田委員長の9名の参加を頂きました。本田
会員と、勝会員には献血もして頂きました。
ありがとうご

本日のニコニコ箱

9,000円

累計のニコニコ箱

922,000円

ざ い ま し た。
本年度は終了
し ま し た が、
次年度もよろ

卓

話

「私の職業」

しくお願い申
し上げます。
②３月1日㈭ 7時30分から、当クラブ主催のク
リーンデーがあります。江坂東急イン前で
集合です。たくさんのメンバーの御参加を
御願いします。
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𠮷田会員

昭和 26 年 日本レミントンランド㈱ 設立

戦前よりレミントン社と取引があった関係で、

外資導入第1号会社

戦後すぐ三井物産が電子計算機部門の日本代

米国レミントン社

51%

理店となり、日本レミントンユニバックを設

富士銀行・日本タイプ 49%出資

立した。現在は日本ユニシスです。

昭和 31 年 日本レミントンランド㈱ 入社
昭和 43 年 日本レミントンランド㈱ 解散

日本レミントンランド㈱

昭和 43 年 日本レミントン㈱ 改組設立

昭和26年、外資導入第1号会社として、事務機

三井物産 100%出資

部門を扱う日本レミントンランドが設立され

昭和 51 年 日本レミントン㈱ 解散

ました。

昭和 51 年 アール・オー・エス㈱ 設立

英文タイプライターのパーツ輸入による組立

平成 4 年 全国の支店・営業所を独立会社に

製造販売・統計会計機・電動計算機・事務能

分割化政策実施

率機器・マイクロフイルムカメラ等の輸入販

平成 4 年 アール・オー・エス西日本㈱ 設立

売を業務としておりました。

平成 ７ 年 アール・オー・エス・ビジネス㈱

京都大学の斎藤先生がカナ文字の利用を発想

設立

され、日本カナ文字会を創設され、英文タイプ

アール・オー・エス西日本㈱ の人

ライターを改造してカナ・タイプライター製

材ビジネス部門を分社

造をすることとなりました。

アール・オー・エス西日本㈱ シル

日本でタイプライターを製造していたので、

バーマーク取得・介護事業に参入

当時は大利益を計上し10割配当をしていた。

平成 ９ 年 アール・オー・エス・サポート㈱

カナ・タイプライターの出現と輸入事務能率

設立

機器の普及により、日本の事務の合理化が急

アール・オー・エス西日本㈱ の業

速に進んで参りました。

務受託部門を分社

その後、為替の自由化等による商社の参画、国

平成 15 年 アール・オー・エス・ビジネス㈱

内メーカーの特許侵害による模倣品の出現と

代表取締役を従業員に委譲

営業努力もしない殿様商売で、昭和40年代に

平成 18 年 アール・オー・エス・サポート㈱

なり急激な営業不振となり昭和43年に解散す

代表取締役を従業員に委譲

ることになり、三井物産が全額出資で日本レ

平成 19 年 アール・オー・エス西日本㈱

ミントン㈱が設立されました。

代表取締役を従業員に委譲
米国レミントンランド社

日本レミントン㈱

米国の鉄砲会社で南北戦争で莫大な利益をあ

三井物産の経営となり、海外の最新の事務能

げ、社会還元するために英文タイプライター

率機器を製造販売するようになりました。ファ

の商品化を行い、その後事務機・農機具等・

イリング機器は、銀行・証券・生保・損保・

産業機器・兵器・電子計算機の開発等を手掛

電電公社等の大量顧客管理・自治体等の住民

ける企業となり、米国の国策により特許をIBM

基本台帳、戸籍、印鑑登録、にも採用され全国

に公開し電子計算機を共同開発した。レミン

に普及しました。

トン銃は現在でも製造されており、銃マニア

ファイリング機器もコンピュータ化が進むと

には有名です。

需要が少なくなり、高度経済成長期に入り、三

マッカーサー元帥が日本司令官退役後、レミ

井物産は会社を従業員に独立させ、アール・

ントンの会長となっております。

オー・エス㈱の設立となりました。
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◦なによりもビール、日本酒を愛するが故、亡

アール・オー・エス㈱

くなった妻にいつも云われてきたことは、

ROSはレミントン・オフィス・サービスの略。
三井物産は製造者責任で10年間支援すること

「酒のみは会社を大きくするな」ということ

で、従業員の出資で設立することとなり、私も

だった。自分の能力以上のコトはせず、地道

出資して取締役として参加しました。

に細々と今迄やってきて、その結果、会社を

コンピュータ化が進むにつれ銀行から順次

やり出してから44年目を迎えている。

ファイリング機器が不要となり廃棄となる。

◦昨年4月、代表権をもったまま会長になった

事務用から用途を小型物流用に改造して、電

が、来年4月迄には代表権も息子の社長に譲

子部品の在庫管理用として需要が急激に伸び

ろうと思っている。出来れば取締役も降り、

ましたが、産業構造の変革により電子部品も

ただの会長として、しばらく会社を見守っ

日本から外国に移って国内需要が少なくなり、

て行きたいと今は思っている。

コンピュータ化に遅れた電電公社が、昭和62

◦アルコールは一度に大量に飲むのではなく、

年にファイリング機器を廃棄することになり

細長く、生きている限り飲み続けるには、

電電公社のコンピュータ化作業を全国で受注

もっともっと量を控えなければならない。

して、コンピュータ関連、業務受託、人材派遣

本当に。

を営むようになり、全国に支店・営業所を置
く必要がなくなり、地域独立会社に分割化を
実施した。

−クラブ俳句同好会−
兼題 ﹁春浅し﹂﹁梅﹂及び当季雑詠

「私の職業」

久美 子

アールケアースクール開設。

春浅し庭に雀がちょっと寄り

リズムディサービス壽

あき ら

グループホーム壽

一輪に紅白の弁梅咲けり

を開始する。病院医事業務を開始する。

ときよし

厚生省のシルバーマークを取得して介護事業

春浅し鬱なる心暫しかな

売を開始。

みか よ

ROS食器用回転保管庫の発売元として製造販

春浅しバスの運行表変はる

エス西日本㈱を設立する。

山

西日本地域の商圏を買取り、アール・オー・

第二百九十六回句会

料峭の千本鳥居を覗くのみ

アール・オー・エス西日本㈱

毛利会員

◦会社創立以来「倒産」させないことを一番に
経営してきた。
先に会社が生まれているので、子供と会社、
どっちが大事だと云われても返答に困った。
どちらも大事だ。甲乙つけるわけには行か
なかった。
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牛

◦結婚より先に会社を創ったので、子供より

【今後の予定と兼題】
第二百九十七回句会 平成24年3月12日
兼題 「啓蟄」「水温む」当季雑詠
※出句は5句

